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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、四半期累計期間において潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載してお
りません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第1四半期 138 △9.3 △72 ― △71 ― △85 ―
24年3月期第1四半期 153 △22.7 △25 ― △25 ― △12 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第1四半期 △999.02 ―
24年3月期第1四半期 △149.59 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 2,187 2,059 93.5
24年3月期 2,319 2,142 91.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,044百万円 24年3月期  2,129百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 430 5.2 22 △54.6 23 △54.5 14 △49.3 164.28
通期 1,000 9.3 100 58.7 100 54.6 60 ― 704.07



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 87,239 株 24年3月期 87,239 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,020 株 24年3月期 2,020 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 85,219 株 24年3月期1Q 85,752 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外です。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成
を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績
予想のご利用にあたっての注意事項等については、［添付資料］Ｐ２「１.（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  
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（１）経営成績に関する定性的情報 

毎期第１四半期累計期間は低めの進捗率となる傾向にありますが、当第１四半期累計期間における売上高合計

は138,991千円、通期業績予想に対して13.9％の達成率となり、当初の見込みよりやや低調に推移しております。

これは、ネットワーク関連の売上高が予想よりも低調に推移したことによります。 

形態別の内訳では、ソフトウェア使用許諾売上高116,601千円、サポート売上高15,280千円、及び受託開発売上

高7,110千円となりました。ネットワーク関連のゲーム分野における売上高55,973千円（前年同四半期累計期間 

66,180千円 15.4％減）、その他の分野における売上高は83,018千円（同87,123千円 4.7％減）となりました。 

分野別の業績については以下のとおりです。 

ネットワーク関連のうち、ゲーム分野は、6月に携帯型ゲーム機向けの大型タイトルの販売があったものの、予

想よりもやや低調に推移しております。ゲーム以外のネットワーク分野では、期首に予定していた受託開発売上

高の一部が第２四半期以降にずれ込む案件もあり、家電製品からのロイヤルティ収益も低調に推移しました。 

平成23年５月に開催されたESEC2012組込みシステム開発技術展及びワイヤレスM2M展において、「電力見える化

ソリューション」の一環として開発を進めている、クラウドサービス「Navi-Ene」をコンセプト展示しました。

なお、本クラウドサービス「Navi-Ene」は当第２四半期にサービス開始を予定しております。 

さらに、著作権保護デジタルコンテンツのインターネット上での視聴を可能にする新規格「DTCP+」に対応した

ソリューションを、機器メーカーなどに提供開始することを発表しました。 

データベース関連では、引き続きデジタルカメラやカーオーディオからのロイヤルティ収益が拡大し、売上高

は堅調に推移しております。また、オリンパスイメージング株式会社が本年1月より順次発売しているコンパクト

デジタルカメラの新製品Tough（タフ）シリーズ等４機種に拡大して「Ubiquitous DeviceSQL」が採用されたこと

を発表しております。 

デバイス高速起動関連では、特にカーナビゲーションシステムなど車載向けの端末において、完全に電源を切

った状態からの高速起動が可能である点が高く評価され、数社との間で大・中規模案件の研究開発・商品化に向

けた実装を継続中です。一般的に車載関連の製品は、他の製品群と比べても、市場投入まで相当程度の時間を要

し、収益化の進捗には遅れが見えますが、今後のロイヤルティ収益の獲得が見込まれます。 

営業費用面では、役員及び従業員等の人件費として133,057千円（前年同四半期比3.8％増）及び経費として

164,042千円（同37.9％増）を計上しました。なお、これらの人件費・経費のうち研究開発費は29,821千円（同

6.1％増）です。 

 以上の結果、営業損失72,409千円（前年同四半期 営業損失25,721千円）、経常損失71,379千円（同 経常損失

25,512千円）、四半期純損失85,135千円（同 四半期純損失12,828千円）となりました。   

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末より132,008千円減少して2,187,580千円となりまし

た。流動資産は、現金及び預金や売掛金の減少等により前事業年度末より116,841千円減少して1,484,081千円と

なり、固定資産は差入保証金の減少等により15,167千円減少して703,499千円となりました。 

一方、負債は、前事業年度末より48,442千円減少して128,536千円となりました。流動負債は、未払金の減少等

により前事業年度末より56,708千円減少して95,655千円となり、固定負債は32,880千円となりました。 

純資産は、資本金及び資本準備金は前事業年度末から変化はなく、利益剰余金は、四半期純損失85,135千円の

計上により前事業年度末より85,135千円減少して1,079,222千円となりました。以上により、純資産は前事業年度

末より83,566千円減少して2,059,044千円となり、自己資本比率は、前事業年度末の91.8％から93.5％となりまし

た。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 現時点において平成24年５月14日発表の通期業績予想を見直すべき重要な要素はなく、同予想を据え置くことと

します。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 972,056 710,644

売掛金 198,102 134,239

有価証券 200,000 400,000

仕掛品 2,530 14,954

前払費用 11,523 16,918

繰延税金資産 40,305 35,284

未収還付法人税等 144,213 144,256

その他 32,192 27,783

流動資産合計 1,600,923 1,484,081

固定資産   

有形固定資産   

建物 72,357 72,357

減価償却累計額 △753 △3,014

建物（純額） 71,603 69,342

工具、器具及び備品 31,862 32,407

減価償却累計額 △21,039 △22,212

工具、器具及び備品（純額） 10,822 10,194

有形固定資産合計 82,426 79,537

無形固定資産   

ソフトウエア 220,665 211,482

ソフトウエア仮勘定 24,821 57,798

商標権 2,038 1,949

無形固定資産合計 247,525 271,230

投資その他の資産   

投資有価証券 5,700 5,700

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 82,634 47,031

繰延税金資産 380 －

投資その他の資産合計 388,714 352,731

固定資産合計 718,666 703,499

資産合計 2,319,589 2,187,580
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,282 9,709

未払金 112,792 36,368

未払費用 9,171 19,470

未払法人税等 2,081 767

未払消費税等 － 837

前受金 10,065 22,977

未払配当金 686 －

預り金 4,283 5,525

流動負債合計 152,363 95,655

固定負債   

資産除去債務 24,615 24,657

その他 － 8,222

固定負債合計 24,615 32,880

負債合計 176,979 128,536

純資産の部   

株主資本   

資本金 566,939 566,939

資本剰余金 536,939 536,939

利益剰余金 1,164,358 1,079,222

自己株式 △138,469 △138,469

株主資本合計 2,129,767 2,044,631

新株予約権 12,843 14,413

純資産合計 2,142,610 2,059,044

負債純資産合計 2,319,589 2,187,580
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

ソフトウェア使用許諾売上高 120,132 116,601

サポート売上高 12,070 15,280

ソフトウェア受託開発売上高 21,099 7,110

売上高合計 153,303 138,991

売上原価 32,631 45,585

売上総利益 120,671 93,406

販売費及び一般管理費   

役員報酬 12,600 17,287

給料及び手当 50,895 46,641

法定福利費 4,274 5,375

広告宣伝費 13,168 11,187

減価償却費 1,251 1,937

不動産賃借料 4,476 7,541

支払手数料 19,036 32,748

消耗品費 1,595 990

研究開発費 28,107 29,821

その他 10,988 12,284

販売費及び一般管理費合計 146,393 165,816

営業損失（△） △25,721 △72,409

営業外収益   

受取利息 199 135

有価証券利息 － 274

雑収入 13 678

営業外収益合計 212 1,087

営業外費用   

為替差損 2 57

営業外費用合計 2 57

経常損失（△） △25,512 △71,379

特別利益   

投資有価証券売却益 5,520 －

特別利益合計 5,520 －

税引前四半期純損失（△） △19,992 △71,379

法人税、住民税及び事業税 572 132

法人税等調整額 △7,736 13,623

法人税等合計 △7,163 13,756

四半期純損失（△） △12,828 △85,135
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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