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１．平成17年12月期の連結業績（自　平成17年1月1日　至　平成17年12月31日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 5,028 36.7 △3,001 － △2,960 －

16年12月期 3,678 △6.5 △1,349 － △1,411 －

 当期純利益
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株主資本

当期純利益率

総資本

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 △3,313 － △38,417 55 －  △19.3 △15.9 △58.9

16年12月期 △1,594 － △60,176 60 －  △12.9 △11.4 △38.4

(注) ①持分法投資損益 17年12月期  －百万円 16年12月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 17年12月期 86,260株 16年12月期 26,496株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 23,859 22,108 92.7 220,193 22

16年12月期 13,308 12,314 92.5 436,755 28

(注) 期末発行済株式数（連結） 17年12月期 100,403.06株 16年12月期 28,196株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
 百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月期 1,002 △1,076 12,803 17,108

16年12月期 263 △8,425 6,723 4,425

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 6社　持分法適用非連結子会社数 －社　持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社　（除外） －社　持分法（新規） －社　（除外） －社

２．平成18年12月期の連結業績予想（自　平成18年1月1日　至　平成18年12月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円  百万円  百万円

中間期 2,600  △1,400  △1,600  

通　期 6,300  0  △800  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） △7,967円88銭  

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、

業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社および連結子会社6社(Aplix Corporation of America、Aplix Europe GmbH、iaSolution Inc.、

iaSolution Technology(Shanghai) Limited、iaSolution Investment (BVI) LimitedおよびiaSolution (Singapore) PTE 

Limited)により構成されております。なお、iaSolution (Singapore) PTE Limitedは、現在清算手続きに入っております。

(1) 連結子会社各社の事業における位置付け

a.　Aplix Corporation of Americaについて

　当社製品を海外に販売するために平成10年8月に設立した米国駐在員事務所を母体に、平成13年4月に100%子会社(連結決

算日現在、資本金125千米ドル)の米国法人として設立しました。同社は、海外の顧客に対する営業活動や技術支援の強化、

および海外在住の優秀な技術者や営業スタッフの確保による事業体制強化を担っており、当社と一体となって事業を行なっ

ております。同社の売上は全て当社からの業務委託によるものです。

b.　Aplix Europe GmbHについて

　平成15年10月に100%子会社(連結決算日現在、資本金25千ユーロ)のドイツ法人として、Sony Ericsson Mobile 

Communications International AB German Branchにおいて当社製品JBlendを搭載したSony EricssonブランドのGSM/GPRS

携帯電話の開発に携わっていたエンジニアをメインスタッフとして開設しました。同社は主に欧州を対象として、海外の

顧客に対する営業活動や技術支援の強化、および海外在住の優秀な技術者や営業スタッフの確保による事業体制強化を担っ

ており、当社と一体となって事業を行なっております。同社の売上は全て当社からの業務委託によるものです。

c.　iaSolution Inc.グループ4社について

　iaSolution Inc.(連結決算日現在、資本金180,000千台湾ドル)は台湾において平成12年5月に設立され、Javaプラット

フォームを携帯電話やAV機器を含む民生用電子機器メーカーが容易に自社製品に実装できるよう改良および拡張して提供

しており、特に中国を含むアジアにおいて急速に事業基盤を拡大しています。急成長が見込まれる中国市場への速やかな

進出のみならず、世界のデジタル家電の開発・製造拠点である中国、台湾、 韓国において当社グループが事業拡大を果た

すための重要な拠点となっています。iaSolution Technology(Shanghai) Limited およびiaSolution Investment (BVI) 

Limited、iaSolution (Singapore) PTE LimitedはiaSolution Inc.の子会社です。なお、iaSolution (Singapore) PTE 

Limitedは、現在清算手続きに入っております。
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(2) 事業系統図
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(注1)当社がユーリードシステムズ(株)ほかの販売代理業者にライセンス供与
を行っているソフトウェア製品「WinCDR」および「Double Saucer」について
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２．経営方針

(1) 経営の基本方針

　当社グループは、売れる製品を実現するための魅力的な技術を開発する研究開発型企業を目指し、パーソナルコンピュー

タを含む民生用電子機器向けソフトウェア基盤技術の研究開発と販売を行っております。当社グループが研究開発型企業

として継続して事業を拡大するためには、    

a. 先行する技術をもって家電メーカーなどの顧客の競争力があって魅力的な製品作りに貢献する　　　　　　　　　

b. 魅力的な製品が市場で人気を得て数多く売られることで、当社グループは顧客からより多くのロイヤリティを得る

c. ロイヤリティによる高い収益を元に、当社グループは魅力的な技術を他社に先駆けて開発する

　といったビジネスサイクルを着実に実践して行くことが重要です。そのビジネスサイクルの各過程において、新しい技

術的な種（シーズ）を見つけ出し、家電製品等の利用者の欲求（ニーズ）に結びつけていく研究開発を他社に先駆けて行

うことで技術的な競合優位性を確保すること、技術的優位性を生かし多くの出荷量が期待できる顧客商品への用途開発に

経営資源を集中すること、高付加価値技術の開発を高収益な事業構築に繋げることのできる仕組みを作ることの3点を実行

することにより、一層の企業価値の増大に努めてまいります。

(2) 利益配分に関する基本方針

　当社は、企業体質強化のため経営基盤の充実を図るとともに、株主の皆様に対しての利益還元を重要な課題と位置付け

ております。現在は事業の拡大に注力して企業価値の向上を目指すため、内部留保の充実に努めておりますが、今後の事

業展開が順調に進行し、連結ベースで十分な営業キャッシュ・フローが確保できた場合、経営体質の強化に必要な内部留

保を積みながら、株主の皆様への利益配当を検討していく方針であります。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方および方針等

　当社は、株式市場での流動性を高め、より多くの投資家の参加を促す観点から、株式市場で取引可能な株式投資単位の

見直しは適時行っていく方針であり、平成17年8月31日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有普通株

式１株につき３株の割合をもって分割いたしました。今後についても株式市場からの要請、株価水準の推移、株券の発行

や管理に伴う費用、株券不発行制度の導入といった新たな法令の施行等を考慮し、最終的には株主の方々に不利益が生じ

ないよう対応してまいります。

(4) 目標とする基本的経営指標

　当社グループは、組み込みソフトウェアを中心とするソフトウェア業界の先駆者であり続けるため、研究開発の強化を

さらに推し進める方針です。そのためには、必要な研究開発を実行する裏付けとなる利益の確保に努めてまいります。当

社グループは、その指標として売上高経常利益率30％を設定しておりましたが、iaSolution Inc.の株式の取得に伴う連結

調整勘定償却額の負担や資本政策に伴う金融費用、金利、為替差額といった要因があるため、経営指標として売上高経常

利益率の数字をそのまま用いることが適切ではなくなりました。

　また、顧客からは、携帯電話やAV機器などのデジタル家電機器の市場の急激な拡大に伴い競争力を維持するための付加

価値の高い様々な追加機能が求められています。さらに、これらの民生用電子機器の高機能化・多機能化に伴い当社の顧

客であるメーカーの開発作業が急激に増大してきており、開発コストを抑えるだけでなく障害発生リスクの低減や製品開

発期間の短縮等を実現する組み込みソフトウェア技術が必要となってきています。

　当社グループは、これらの顧客ニーズに応え民生用電子機器向けソフトウェアの産業構造が成熟するまでの間は、短期

的には初期費用や減価償却費負担が収益性を圧迫するとしても、市場における中長期的な優位性を高めるために引き続き

積極的な研究開発投資等を行う必要があるとの結論に至りました。

　以上の要因から当社グループでは、経営管理上、連結調整勘定償却額を営業費用から除外した場合の売上高営業利益率

を指標とし、当面は20%に設定することといたします。これは当社グループの事業展開にとって不可欠な投資によるもので

あり、本来目標とすべき指標である30%を早期に実現するための積極的な経営戦略と確信しております。
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(5) 経営戦略

　当社グループの経営戦略は短期、中期、長期の三段階から構成されています。

　短期戦略は既存製品により販売地域を拡大していく戦略です。当社グループは北米、欧州に加え、平成16年8月には台湾

のiaSolution Inc.を子会社化し、グローバルな製品供給体制を築いてまいりました。当社グループは、開発や製造の拠点

を中国に置き、中国およびアジア向け市場だけでなく世界的に事業展開する日米欧のデジタル家電メーカーや輸出向け製

品を開発・製造する中国メーカーと密接な関係を構築することで世界市場における競争力を大幅に高め、先駆的な技術を

グローバルに提供できる企業に成長することを目指します。また、この経営統合によりアジア地域へ開発作業をアウトソー

シングし、大幅に開発費を削減することが可能になると期待されます。削減された開発リソースは中長期の経営戦略に掲

げる新しい技術開発へ振り向けてまいります。

　中期戦略は既存顧客に対し、現在の主力製品であるJava以外の技術を拡大していく戦略です。携帯電話やAV機器を含む

家電機器は、市場における競争に打ち勝つため、常に高い付加価値と利便性をもたらす高度な機能を追い求め技術革新を

繰り返しています。当社グループではこのような機器メーカーと密に連携を取り、新しい技術の研究開発を進め、技術革

新に応えてきました。今後も新しい技術の研究開発を推し進めCD/DVDへのライティングやJava実行環境に続く新しい事業

を生み出し、既存事業との相乗効果を図りながら業績を拡大していく方針です。

　このような方針のもと、当社グループは携帯電話市場においては、ミドルウェア・フレームワークの本格的な開発を開

始いたしました。携帯電話の多様化が進む中で、携帯電話には音楽プレーヤーやテレビ機能など、より高度な機能が求め

られており、各携帯電話メーカーは低コストかつ高機能な携帯電話を開発するために、開発のさらなる効率化を目指して

おります。当社グループのミドルウェア・フレームワークは、各OS上のミドルウェアの共通化を可能にする土台（フレー

ムワーク）を提供することにより、このような開発のさらなる効率化の需要に対応できるものと考えております。

　一方、家電市場向けでは、Blu-ray Disc Associationに参加するなど、次世代のデジタル家電の規格に応じて製品を供

給すべく、研究開発を進めております。

　また、既にカメラ付携帯電話とPictBridge対応プリンタを直接接続して写真を印刷できるミドルウェア「MoPiD」も製品

化し、携帯電話機メーカーや移動体通信事業者向けに提供を開始しています。また、組み込み向けFlashプレーヤー「Flash 

Lite」の提供も開始しています。

　今後も、研究開発型企業として新しい技術を追い求めるだけでなく、各技術の事業性を厳しく見極めながら、市場性が

あり、かつ当社グループの競争優位を確保できる技術を取捨選択し、効率的な営業活動を行い収益事業化していく所存です。

　長期戦略は既存技術の用途を拡大していく戦略です。すでに携帯電話以外でも当社製品はデジタルテレビやビデオカメ

ラ、プリンタ等に搭載され、コンテンツを閲覧するブラウザを制御したり、グラフィカルな操作画面などのJavaアプリケー

ションを動作させています。

　今後は、DVDレコーダやHDDレコーダなど高性能AV機器向けのJBlendや、超小型精密機器やICカード向けのpicoJBlend、

小型携帯AV機器向けのLCD等に内蔵されユーザーインタフェースを構築するnanoJBlend等のより広範囲の用途に対応するさ

まざまなJBlendを開発・提供していく方針です。

　これら経営戦略を確実に遂行することにより、結果として以下(6)に記載する会社の対処すべき課題を解決あるいは軽減

するものと認識しております。

(6) 会社の対処すべき課題

ア. 海外携帯電話市場での展開について

　米国および欧州においては、引き続き当社の現地子会社が現地顧客へのソリューションを提供し、中国を含むアジア地

域においては、iaSolution Inc.と同社の地域子会社及び拠点（上海、北京）が中心となって事業展開をしております。し

かし、その他の地域とりわけ北欧および韓国においてはさらなる顧客サポート強化が必要と考えております。

イ. ソリューションとしての製品提供体制について

　当社グループの顧客である携帯電話機メーカーは、製品ラインアップを充実させるために多くの機種で汎用プラット

フォームを採用しています。それらの機種では、短いサイクルで製品を出荷していくために実装工数が少なくインテグレー

ションが容易なプラットフォームに対応したソリューションが求められています。

　当社はJavaVMの高速化とエクステンションの多様化というコア部分に注力して来たため、汎用プラットフォームに対応

した製品の開発および提供が課題となっていましたが、iaSolution Inc.との統合により高度なソリューションにも対応可

能な開発体制となりました。コア部分に強みを持つ当社のJBlendと実装部分に強いiaSolution Inc.の主力製品iaJETを統

合して顧客に提供することにより、性能を高めながらもプラットフォームとの結合が容易になり、開発工数削減が可能に
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なります。また、統合ソリューションであるため製品の理解が深まり、検証工数の削減にもつながります。今後さらに多

くの顧客製品で利用していただけるよう、各種汎用プラットフォームに対応した製品を開発していく必要があります。

ウ. 顧客との共同開発体制構築について

　当社グループが事業を展開していく上で顧客、とりわけ移動体通信事業者や携帯電話機メーカーとの緊密な関係を如何

に維持しさらに向上させていけるかが重要な鍵となります。

　国内においては、当社は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと次期FOMA向けの統一Javaプラットフォーム共同開発を行

い、商用端末に搭載されるに至りました。さらに同社との業務・資本提携により、次世代のJavaの開発ならびにJava以外

のソフトウェアの開発に協力してまいります。これらの開発作業を円滑に進めるためにも同社が携帯電話機の開発拠点を

置く神奈川県横須賀市に開発センターを開設し、同社との綿密な共同開発体制を構築いたしました。

　海外においても北京（中国）に開発センターを設置して、中国の移動体通信事業者であるChina Mobile Communications 

Corporationとの共同開発を進めてまいります。

　このように、顧客に対しより迅速に先進的な技術を提供する体制を構築することで、当社グループ製品の付加価値を高

め、収益性を向上させてまいります。

エ. 携帯電話におけるJava実行環境の用途拡大

　現在、携帯電話におけるJava実行環境の利用は、ゲームなどのコンテンツをダウンロードして実行するコンテンツプレ

イヤー（コンテンツ実行環境）形態が主体となっており、Java実行環境を限定的に活用しているにすぎません。携帯電話

の多くの機能はJava以外のプログラミング言語を使う従来の方法で作成され、最初から機器に組み込まれて提供されてい

ます。ユーザーは携帯電話を購入して即座にさまざまな機能を利用することができますが、新しい機能を追加・更新した

り、不要な機能の入れ換えをすることはできません。

　しかし、これらの機能をJavaアプリケーションとして作成すれば、ユーザーは必要な機能をゲームと同様に取捨選択す

ることができ、個々人の用途や嗜好に合わせた携帯電話を利用することができるようになります。　　　　

　今後当社グループでは、さまざまな機能のJavaアプリケーションが動作するシステムプラットフォームとして活用でき

るよう開発・提供し、携帯電話におけるJBlend採用の拡大・強化を促進していく必要があります。

オ. 新技術研究開発について

　ソフトウェア基盤技術や応用製品を含むあらゆる先端技術は、一般的に技術が普及して市場が安定することによって付

加価値が低減し、収益性が悪化してしまいます。

　こういった状況において事業を安定的に継続させるためには、新たなソフトウェア基盤技術の研究開発を積極的に行い、

既存事業の収益の伸びが鈍化する前にその成果を基にした新たな事業を立ち上げて、付加価値の高い製品群を維持してい

く必要があります。顧客や市場のニーズを的確に把握し、機動的で効率の良い製品開発を続けていくために、協力会社と

の連携や社内体制の強化・改善を常に意識し、努力してまいります。

カ. 携帯電話以外におけるJava実行環境の活用

　すでに携帯電話以外でもJBlendはデジタルテレビやビデオカメラ、プリンタ等に搭載され、コンテンツを閲覧するブラ

ウザを制御したり、グラフィカルな操作画面などのJavaアプリケーションを動作させています。今後は、DVDレコーダや

HDDレコーダなど高性能AV機器向けのJBlendや、超小型精密機器やICカード向けのpicoJBlend、小型携帯AV機器向けのLCD

等に内蔵されユーザーインタフェースを構築するnanoJBlend等のより広範囲の用途に対応するさまざまなJBlendを開発・

提供していく必要があります。

キ. 他のソフトウェアベンダーとの協業について

　携帯電話などの製品には機能ごとに数多くのソフトウェアが組み合わされており、当社グループの顧客はそのソフトウェ

アをひとつに繋ぎあわせる実装作業に多くの工数を費やしています。携帯電話に必要な様々なソフトウェアを、容易に組

み合わせることができる形態で顧客に提供することによって実装作業の工数削減に貢献することが可能です。そのために

は、独自の技術を開発するだけでなく他のソフトウェアベンダーとの協力関係を拡大強化する必要があります。

　また、ソフトウェア基盤技術や応用製品を含むあらゆる先端技術は、一般的に技術が普及して市場が安定することによっ

て付加価値が低減し、収益性が悪化してしまいます。ソフトウェアベンダーの顧客である機器メーカーも製品価格低下の

影響を受けており、機能や納期などソフトウェアベンダーに対する要望も日々強まっています。機器メーカーの厳しい要

望に応えられないソフトウェアベンダーも見られるようになり、これは業界全体に対する信頼を低下させることにつなが

りかねない状況です。

　当社グループは独自の付加価値と信頼性の高い技術を開発するだけでなく、他のソフトウェアベンダーと協力して互い

のソフトウェアの親和性を高め、顧客がより少ない工数で当社製技術を利用できるようにしてまいります。さらに、グルー
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プ戦略の一環として他のソフトウェアベンダーとの関係を強化し、顧客が自ら各種ソフトウェアを開発する必要がないよ

う、安心してソフトウェアベンダー製の組み込み用ソフトウェアを利用できる環境を実現できるよう努力してまいります。

ク. 災害対策について

　現在、当社グループの重要な資産であるソフトウェアは、地震などの自然災害あるいは人的原因等により失わないよう、

適宜、遠隔地に複製を保管するようにしております。そのため東京本社が被災しても重要なソフトウェアを失うことはあ

りませんが、主要な開発設備（サーバー等）は東京本社に集中しており、東京本社被災時にグループ全体の研究開発活動

が機能不全に陥らないよう対策を講じる必要があります。そこで当社グループは、当連結会計年度において遠隔地に開発

設備の複製を用意いたしました。

　また、主要な開発作業が東京本社に集中しないよう、海外だけでなく日本国内でも研究開発作業を行う事業所を分散す

るため事業所の開設を進めております。

ケ. 業務システム構築について

　当社グループでは、事業の本格的なグローバル化に伴い、海外拠点の営業・契約・研究開発・財務・人事等の経営情報

を迅速に把握し、グループ全体の収益を最大限のものとするための経営判断が必要となっております。このため、当社グ

ループでは、的確な経営意思決定を支援するためにこれらの情報を統合的に管理できる業務システム構築に取り組んでお

ります。

コ. 人材の確保について

　当社グループが市場での競争力を維持し、世界的な事業展開を推進するためには、優秀な人材の確保が不可欠です。研

究開発においては特に携帯電話でJava以外の開発を進めていることもあり、新規事業を進めていくにあたりエンジニアを

中心に必要な人材を確保する必要があります。

サ. 特定の顧客への依存からの脱皮について　　 

　当連結会計年度売上高の10％を超える販売先は以下の通りであります。

＜相手先別販売実績＞

　　　　　　相手先

前連結会計年度 当連結会計年度 

　　　　　　　自  平成16年 1月 1日　　　　 

　　　　　　　至  平成16年12月31日 

自  平成17年 1月 1日 

至  平成17年 12月31日

金額（千円） 割合(％) 金額（千円） 割合(％)

Motorola, Inc. 488,466 13.3 1,372,557 27.3

ボーダフォン株式会社 432,422 11.8 647,676 12.9

シャープ株式会社 810,041 22.0 601,228 12.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 このように、当社グループの売上は特定の顧客に依存しています。当社ではこのような大口顧客への販売を維持しながら、

新たな顧客への営業活動を積極的に展開し、高い売上高の顧客の全体数が増えるよう努めてまいります。

(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

a.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、経営の健全性・透明性を確保し、グループ全体の企業価値を向上させることをコーポレート・ガバナンスの基

本的な目的としております。

b.コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

ア.　会社の経営の意思決定、執行および監督に係る経営組織その他のコーポレート・ガバナンスの状況

① 会社の機関の内容

　当社は、監査役制度を採用しております。取締役会を構成する取締役は4名で、内1名は社外取締役であります。また、

監査役会の構成員は3名で、常勤監査役1名を含む全員が社外監査役であります。さらに、監査役制度の下、業務執行を迅

速化しかつ権限と責任を明確化するために、当連結会計年度より執行役員制度を導入いたしました。また、新たに諮問機

関として社外の有識者をアドバイザリー・ボードとし、適時、経営に関する専門的助言を取り込める体制といたしました。

　当社の会議体としては、商法上の決議事項について審議する「取締役会」(Legal Resolution Meeting)を設けておりま

す。取締役会では商法上の決議事項について審議するほか、執行役員ならびに経営戦略会議の監督を行っております。

また、当連結会計年度より、執行役員制度の導入に伴い、グループ全体の経営戦略の迅速な意思決定を行うため、経営戦
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略を審議・検討する取締役ならびに執行役員等で構成される経営戦略会議(Corporate Strategy Meeting)を設けております。

　また、取締役、執行役員等の報酬に関して、「役員報酬会議」を設けております。役員報酬会議は業務執行に携わらな

い取締役を中心に構成されており、役員報酬会議において報酬案を審議することで、その透明性・公平性を担保しており

ます。

 

② 内部統制システムの整備の状況

　従来の取締役会、監査役会による業務執行への監督に加え、当連結会計年度より導入いたしました執行役員制度ならび

に経営戦略会議により、各執行役員による担当部門への監督、取締役・取締役会への報告を定期的に行い、充実した内部

統制の実現を目指しております。経営戦略会議は執行役員と取締役により、グループ全体の経営戦略を中心に審議・検討

することと定め、取締役会は商法上の決議事項となる事項を中心に討議・採決することと定めております。

 また、昨今の会社法の制定や、経済産業省、金融庁の草案を受け、内部統制の基本的要素とされる「統制環境」、「リス

クの評価と対応」、「統制活動」、「情報と伝達」、「モニタリング」、「ＩＴの利用」の社内における組織上の位置付

けやプロセスなど、運用のあり方について、討議・検討しております。

連携

取締役会

内部監査

会計監査人

アドバイザリ
ボード

監査役会

経営戦略会議

執行役員

当社グループ各部門

取締役社長
取締役

業務監査

内部監査

監督

監督

報告

業務監督

選任
解任

報告

選任・監督

監督
内部監査

役員報酬会議

助言

審議・提案

株主総会

選任・監督

選任・解任

討議

 

③ リスク管理体制の整備の状況

　業界リスク、マーケットリスク、戦略意思決定リスク等の戦略リスクについては、「取締役会」（Legal Resolution 

Meeting）及び「経営戦略会議」(Corporate Strategy Meeting)によりリスク管理が行われております。日常の業務活動が

抱える事業リスクについては、執行役員を中心に監査役会、会計監査人、内部監査室、各顧問（会計・税務・法律等）に

よりリスク管理が行われております。

　特に、当社グループの事業の根幹をなすソフトウェア製品とその開発に関しては、平成16年にISO9001を取得し、ソフト

ウェア製品ならびにその開発の品質管理および品質保証を行うことで、ソフトウェア製品の瑕疵の発生の可能性に対し、

リスクを軽減する措置を取ってまいりました。また、さらなるリスク管理について、その方法論の検討を進めております。
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取締役会

内部監査

会計監査人

顧問
(法務・会計)

監査役会

経営戦略会議

執行役員

当社グループ各部門

取締役社長
取締役

監督

業務監督

連携

報告

内部監査

助言

監督

④ 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　内部監査室は、独立した組織として監査によって得られたリスク情報をもとに年間監査計画の監査項目を選定し、内部

監査を実施するほか、内部統制構築に向けて、モニタリング機能を高める努力を続けております。当連結会計年度におい

ては、海外拠点内部監査としてiaSolutionへの監査を実施しました。

　監査役会は3ヶ月に一度もしくは必要に応じて随時開催され、監査方針、年間監査計画に基づき監査を実施しております。

また、監査役は取締役会に出席して役員の業務執行を監督しております。当連結会計年度においては、海外拠点の監査も

実施しております。

　会計監査は、監査方針、年間監査計画に基づき、半期、期末会計監査を実施するほか、四半期ごとのレビューを実施し

ております。当社は監査法人トーマツと監査契約を結び会計監査を受けておりますが、監査結果会議においては、経理財

務部門はもとより、監査役会、内部監査室も同席し、会計監査人と相互に連携して３様監査の充実を図っております。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

　　指定社員　業務執行社員　　　 松野　雄一郎

　　指定社員　業務執行社員　　　 中塚　亨　　

  (注）継続監査年数が7年以内のため年数の記載を省略しております。

　また、監査業務にかかる補助者は公認会計士2名及び会計士補4名です。

 ⑤ その他

 a. 取締役報酬の総額　　　　　61,695千円

　  監査役報酬の総額　　　　　 9,800千円

 b. 監査報酬

　  監査法人トーマツと締結した監査契約に基づく監査証明に係る報酬は18,000千円、それ以外の報酬は4,500千円であり

ます。

イ.会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　当社は、資本的関係として、当社の社外取締役黒崎守峰が取締役を勤めるVL Inc.に出資しております。また、VL Inc.

と当社との間には通例な取引関係が存在します。当社と各社外監査役との間に人的関係・資本的関係等はありません。

ウ.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間（当連結会計年度の末日からさかのぼって1ヶ年）

における実施状況

　取締役会（Legal Resolution Meeting）では、法定事項及び経営に関する重要事項の検討、執行役員が会社の経営方針

に従った業務執行を行なっているかの監督をいたしました。また、本年より、執行役員制度の導入とともに、取締役会と

は別個の会議体として、執行役員と取締役から構成され、グループ全体の経営戦略を討議する経営戦略会議(Corporate 

Strategy Meeting)を設け、アプリックスグループ全体の経営戦略の検討および経営戦略上のリスク管理を行いました。

　平成17年3月より執行役員制度が導入され、各執行役員は、取締役会より付託された権限と責任に基づき、迅速かつ誠実

に、アプリックスグループ各部門の業務執行を行うとともに、経営戦略会議へ参加し、必要な業務報告等を行いました。
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更に、新たに諮問機関として社外の有識者をアドバイザリー・ボードとし、経営戦略に関し、適時助言をうけました。

　監査役会は、新たな監査役監査基準に従い平成16年度決算より、各取締役に監査役会に対し取締役業務執行確認書の提

出を求めることとしました。本年6月には、常勤監査役が連結決算の対象となる海外拠点の視察を行いました。

　コンプライアンスに関しては、社員に対する啓蒙活動の一環として、外部から講師を招きインサイダー取引に関する説

明会の開催、その他、平成17年4月施行の個人情報保護法に対応した個人情報取扱規程制定の制定を行いました。また、随

時、法改正あるいは組織改正に伴い社内規程の見直しを行いました。

 

(8) 親会社等に関する事項

　当社に親会社はありません。

(9) 関係当事者との関係に関する基本方針

　当社は平成17年11月30日に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの業務・資本提携を行い、同12月21日に同社に対して

15,000株の第三者割当増資を実施いたしました。これに伴い、同社は、当社の議決権の14.94％を保有する筆頭株主となっ

ております。

　当社は、同社に対して当社製品のライセンスを供与するとともに、各種ソフトウェアの共同開発、技術動向や事業の状

況に関する情報交換を行うなど密接な協力関係を築いております。なお、同社との取引条件につきましては、妥当性を十

分に検証したうえで行うことを基本方針としております。
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３．経営成績および財政状態

Ⅰ. 当連結会計年度の経営成績（自　平成17年1月1日　至　平成17年12月31日）

 (1)当連結会計年度の概況

　当社グループは、パーソナルコンピュータを含む民生用電子機器向けソフトウェアの基盤となる技術（以下「ソフトウェ

ア基盤技術」という）の研究開発とともに、それらの成果を基にした応用製品の開発および販売、ならびに当社グループ

製品を搭載する機器製品の計画立案および設計等を支援する顧客コンサルティングを行なっております。

　現在主力製品となっている組み込み向けJavaプラットフォーム「JBlend」は、携帯電話などの機器でJavaという技術を

使うための基盤となるソフトウェアです。携帯電話にJBlendを組み込んでJava対応にすることで、多様な機能やサービス

を実現させることができます。

　海外の携帯電話市場においては、Java対応携帯電話向けのサービスが順調に拡大しており、平成17年の世界のJava対応

携帯電話の年間販売台数は、3億5000万台から4億台に達したものと当社では見込んでおります。

　一方、国内のJava対応携帯電話の年間出荷台数は平成16年の約3000万台に対して平成17年は横ばい程度で推移したもの

と当社では推測しております。これは国内携帯電話市場においてはJava対応がさらに進むとされる第３世代（3G）携帯電

話への普及期にあって、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ボーダフォン株式会社による第３世代携帯電話の市場投入

が進む一方で、KDDI株式会社がJavaにかわるアプリケーションの実行環境としてBREWの導入を進めたことなどが影響して

いると判断されます。

　このような内外の市場環境において当社グループの組み込み向けJavaプラットフォームを搭載した機器の年間出荷台数

は、平成15年の2000万台、平成16年の5600万台から、平成17年は7600万台と大幅に拡大し、累計出荷台数は平成17年12月

末時点で約1億7000万台となりました。

　携帯電話をはじめとする民生用電子機器の高機能化に伴ってますます多様化するエンドユーザーのニーズに応えるため

に、当社はより効率的な開発体制の構築を続けております。また、グローバルな事業展開を見せる顧客各社に対して迅速

かつ的確な対応ができるよう、グループ会社と連携して世界の地域別に営業を含む顧客サポート体制を導入いたしました。

また、上記の組織変更に併せ、柔軟かつ迅速な経営判断と経営戦略のために当連結会計年度より執行役員制度を導入して

おります。

　前会計年度のiaSolution Inc.の子会社化にあたって、連結会計制度上は買収時における同社の純資産時価と買収価額と

の差額を連結財務諸表において連結調整勘定として計上し、その後一定の期間において均等償却し、費用化していくこと

とされています。当社では、償却期間を2年とし、償却額は前連結会計年度に1,846,362千円、当連結会計年度に3,692,724

千円、翌連結会計年度に1,846,362千円の償却額を計上すると見込んでおります。なお、これらの連結調整勘定償却は買収

時の資金以外に新たに金銭支出を発生させるものではありません。

　また、当社は平成17年11月30日に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの業務・資本提携を発表し、これに伴い、同12

月21日に同社に対して15,000株の第三者割当増資を行っております。株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと当社は、DoJa/

Javaプラットフォームを共同開発し、商用端末に採用されるなど、強固な協力関係を築いてまいりました。さらに、今後

の第3世代の移動体通信のさらなる普及や、HSDPAを含むいわゆる第3.5世代の移動体通信のサービスを念頭におき、両社の

提携関係を推進し、より高機能な移動体通信端末ソフトウェアを開発、中長期的に安定的に供給することを目的として、

両社間で業務・資本提携契約を締結することといたしました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績については、売上高は5,028,328千円（前連結会計年度比36.7％増）、上記の連結調

整勘定償却額により、営業損失は3,001,605千円（前連結会計年度営業損失1,349,886千円）となりました。なお、償却前

営業利益(EBITDA)につきましては1,243,115千円(前連結会計年度比29.5％増)と黒字を確保いたしました。

　また、経常損失は2,960,640千円（前連結会計年度経常損失1,411,778千円)、当期純損失は法人税等の発生により

3,313,897千円（前連結会計年度当期純損失1,594,439千円）となりました。
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(2)セグメント別業績とその概況

＜品目別販売実績＞

品目別

前連結会計年度 当連結会計年度

　　　　　自  平成16年 1月 1日 

　　　　　至  平成16年12月31日 

　　　　　自  平成17年 1月 1日 

　　　　　至  平成17年12月31日 

金額 割合（％） 金額 割合（％）

(旧ES事業) 携帯電話関連 製品売上 2,420,089 65.8 3,672,040 73.0

技術支援売上 1,028,631 28.0 1,178,335 23.5

その他 666 0.0 219 0.0

小計 3,449,386 93.8 4,850,594 96.5

携帯電話以外 製品売上 53,617 1.5 126,776 2.5

技術支援売上 34,292 0.9 1,700 0.0

その他 15,877 0.4 49,256 1.0

小計 103,787 2.8 177,733 3.5

合計 3,553,174 96.6 5,028,328 100.0

(旧CS事業) 125,491 3.4 － －

合計 3,678,665 100.0 5,028,328 100.0

（注）1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 製品売上とは、ライセンス収入およびロイヤリティ収入からなります。また技術支援売上とは、製品計画や仕様策定等を支援するコ

ンサルティング収入および製品開発を支援するサポート収入等からなります。

3. 携帯電話以外のその他売上には、iaSolution Inc.が販売するゲームなどのコンテンツ売上が含まれております。

4. 当連結会計年度から事業の種類別セグメントを廃止したため、当連結会計年度における前連結会計年度までの旧ＣＳ事業に相当する

販売実績は、内容により携帯電話関連または携帯電話以外に区分しております。

a. 携帯電話やAV機器を含む家電機器向けソフトウェア事業（旧ES事業）

　当連結会計年度において当社グループの組み込み向けJavaプラットフォームは、国内外の多数の機器メーカーや通信事

業者の機器に搭載されました。

　国内においては株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと次期FOMA向けの統一Javaプラットフォーム共同試作開発を行い、

さらに同社の902iシリーズへ採用されるなど、次世代に向けての研究開発を着実に進めておりますが、KDDI株式会社の当

社製品搭載携帯電話の出荷台数減少が影響し、国内顧客向け携帯電話の売上は前連結会計年度実績を下回っております。

　海外市場については米国Motorola, Inc.からの出荷が同社のRAZRシリーズの世界的なヒットなどにより加速しているこ

とに加え、Samsung Electronics Co., Ltd.など新規顧客の開拓による出荷ならびに売上の増加も見られました。また、

iaSolution Inc.の子会社化が効果を発揮し、欧米以外にもアジアに拠点を置く携帯電話メーカーや通信事業者への売上が

拡大しました。また、国内メーカーの輸出用機種の売上も堅調に推移いたしました。

　携帯電話以外の機器では、引き続き三洋電機株式会社のデジタルテレビやパイオニア株式会社製のCATV用セットトップ

ボックスなどにJBlendが搭載されておりますが、携帯電話分野への引き合いが一段と強まる中で、非携帯電話分野への開

発リソース配分や営業体制の更なる整備を進めております。
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＜JBlend（iaJETを含む）搭載製品累計出荷台数の推移＞

 単位：百万台　　　　

 平成16年度 平成17年度 

 第1 第2 第3  第4 第1 第2 第3 第4

 国内顧客向け 5.0 4.9 4.9 4.9 4.2 5.3 5.4 7.0

 海外顧客向け 4.4 5.4 5.6 20.4 15.0 12.2 13.5 13.4

 合　　　　計 9.5 10.3 10.6 25.4 19.2 17.5 18.9 20.4

 累計出荷台数 46.5 56.8 67.5 92.9 112.1 129.7 148.6 169.1

 （注）1． JBlend（iaJETを含む）搭載製品の各出荷台数は、小数点第２位以下を切捨てています。

　　　 2． JBlend（iaJETを含む）搭載製品の各出荷台数は、現時点までにお客様からいただいた出荷台数報告に基づき、当社で集計した

　　　　　 ものです。

　　   3.  実際の出荷台数は上記数値と異なる場合があります。また、過去の出荷台数については最新情報に基づき修正する場合があります。

  当連結会計年度に計上した売上では、後払いロイヤリティならびに前払いロイヤリティがともに大きく貢献し、前連結

会計年度を上回りました。ロイヤリティ収入は、当社製ソフトウェアを搭載した携帯電話等の製品出荷台数に応じて得て

おりますが、そのロイヤリティ収入には、当社顧客からの出荷実績に応じて四半期ごとに支払われる後払いとなるもの（後

払いロイヤリティ）と、まとまった数量分を一括して前払いを受けるもの（前払いロイヤリティ）の2種類があります。当

連結会計年度の後払いロイヤリティは1,476,472千円、前払いロイヤリティは2,030,435千円となりました。

＜ロイヤリティ売上高＞ 

期　別

前連結会計年度

（自  平成16年 1月 1日

　　至　平成16年12月31日）　

当連結会計年度

（自  平成17年 1月 1日

　　至　平成17年12月31日）　

 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

後払いロイヤリティ 598,336 28.0 1,476,472 42.1

前払いロイヤリティ 1,541,444 72.0 2,030,435 57.9

ロイヤリティ合計 2,139,780 100.0 3,506,907 100.0

　(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

b. パーソナルコンピュータ向けソフトウェア事業（旧CS事業）

　当社グループはこれまで、CS事業としてCDやDVDなどの光学メディアに音声・映像・データなどを書き込むパーソナルコ

ンピュータ用パッケージソフトウェア「WinCDR」等の開発・販売を行ってまいりましたが、平成16年10月に台湾のUlead　

Systems, Inc.へのライセンス提供を開始し、自社ブランドのパッケージ製品としての販売を前連結会計年度で終了してお

ります。

　なお、当該事業に関係する開発スタッフ等は既に旧ES事業との統合を終了しており、ライセンス提供業務も旧ES事業と

統合し、当該事業で開発した技術は引き続きパーソナルコンピュータ関連製品や各種電子機器への組み込み用としてライ

センス提供してまいります。
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Ⅱ. 当連結会計年度の財政状態（自　平成17年1月1日　至　平成17年12月31日）

a.　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、危機管理体制や内部管理の強化に向けたシ

ステム構築や、移動体通信事業者や他の組み込みソフトウェア開発企業との連携強化に伴う先行投資が発生し、17,108

,276千円（前連結会計年度末4,425,416千円）となりました。 

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞  

　当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は1,002,725千円（前連結会計年度263,190千円）となりました。

これは、iaSolution Inc.の子会社化に伴う連結調整勘定償却額の影響により税金等調整前当期純損失が2,961,056千円と

なりましたが、連結調整勘定償却額3,692,724千円などを非現金支出として認識したことによるものであります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞  

　当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は1,076,040千円（前連結会計年度8,425,860千円）となりました。

これは株式取得等による支出178,125千円、無形固定資産の取得による支出726,956千円および有形固定資産の取得による

支出30,663千円などを行ったことによるものであります。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は12,803,813千円（前連結会計年度6,723,708千円）となりました。

当社は、平成17年11月30日に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの業務・資本提携を発表し、同12月21日をもって同社

に対し1株あたり865千円で15,000株の第三者割当増資を行っております。この第三者割当増資により総額12,975,000千円

の資金を調達しております。

b.　自己資本比率、債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオ

 前々連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度

 

自  平成15年 1月 1日 

至  平成15年12月31日

自  平成16年 1月 1日 

至  平成16年12月31日

自  平成17年 1月 1日 

至  平成17年12月31日 

自己資本比率（％） 85.1 92.5 92.7

時価ベースの自己資本比率（％） 　　　　　　　692.8 　　　　　　　419.5 614.4

債務償還年数（年） 0.7 2.0 0.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ 42.1 20.8 115.7

（注）1.各指標は、いずれも連結の財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

　　　  自己資本比率：（自己資本/総資産）×100

　　　　時価ベースの株主資本比率：（自己時価総額/総資産）×100

　　　　債務償還年数：有利子負債/営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー/利息の支払額

　　　2.株式時価総額は、当期期末株価終値×期末発行済み株式総数により算出しております。

　　　3.有利子負債とは、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債が対象と

　　　　なります。

　　　4.営業活動によるキャッシュ・フローおよび利息の支払額は、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されて

　　　　いる「営業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いています。
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Ⅲ. 通期の見通し（自　平成18年1月1日　至　平成18年12月31日）

　当連結会計年度において、Java対応携帯電話の出荷台数は、国内では減少が見込まれるものの、海外においては移動体

通信事業者がJavaサービスを拡大しており、Java搭載端末やマルチメディア端末の販売は引き続き順調な増加が期待でき

るものと思われます。このような市場環境において当社グループのJBlendを中心とする製品出荷台数は、海外顧客だけで

なく国内顧客の輸出向けも引き続き伸長し、当連結中間会計期間から下期にかけて成長を維持するものと見込んでおりま

す。加えて、新規顧客の獲得による出荷台数の増加への貢献も見込んでおります。Java以外の技術では、カメラ付携帯電

話とPictBridge対応プリンタを直接接続して写真を印刷できるミドルウェア「MoPiD」や組み込み向けFlashプレーヤー

「Flash Lite」が、製品の高機能化、差別化を望む顧客の採用が増加すると予想しています。以上の要因から、通期の連

結業績につきましては、下記のように見込んでおります。

売 上 高

EBITDA 

営業利益

　6,300百万円

　2,650百万円

　    0百万円

経常利益       0百万円

当期純利益   △800百万円

※EBITDAは償却前営業損益を指し、営業損益から減価償却費の見込み額804百万円ならびに連結調整勘定償却の見込み額
1,846百万円を除いたものになります。

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでお
ります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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４．事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

また、以下の記載は当社グループの事業等に関するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意くだ

さい。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において、当社グループが判断したものです。

1. 当社製品に瑕疵を生じた場合

　当社グループは、当社製ソフトウェアが搭載された民生用機器が広く大量に販売されることから、品質管理を徹底して

おります。平成15年1月には品質保証の国際規格である「ISO9001：2000年版」の認証を取得し、さらなる信頼性の向上に

努めておりますが、万一、当社製ソフトウェアの不具合により、搭載製品の発売遅延や製品回収が発生するような場合に

は、損害賠償や当社製品への信頼性低下などが発生する可能性があります。

2. 当社に起因しない事由により当社製ソフトウェア搭載製品に不具合が生じた場合

　搭載製品の生産過程でのトラブルや当社製品以外のソフトウェアの欠陥など、当社と無関係の事由であっても搭載製品

の生産・発売が遅延した場合は、ロイヤリティ収入による売上計上が遅れるといった影響を与える可能性があります。ま

た、顧客の事業戦略の見直しがあり、当社製ソフトウェア搭載製品の販売が遅延あるいは縮小した場合においても、同様

のリスクがあります。

3. ネットワークセキュリティについて

　企業活動においてコンピュータネットワークや情報システムの果たす役割が高まるに伴い、ソフト、ハードの不具合や

コンピュータウィルスの侵入による情報システムへの支障や情報の漏洩などのリスクも高まります。ソフトウェア業であ

る当社は、機器の管理・保全、セキュリティの高度化、運用ルールの設定や従業員教育に努めておりますが、万一、ネッ

トワークや情報システム機能の機能低下や停止に陥った場合は、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

4. 災害対策について

　現在、当社グループの重要な資産であるソフトウェアおよび経営上重要な情報である契約、財務、人事等のデータは地

震などの自然災害あるいは人的原因等により失わないよう、適宜、遠隔地に複製を保管するようにしていますが、主要な

開発設備（サーバー等）は東京本社に集中しております。地震などの自然災害あるいは人的原因により東京本社の開発設

備が機能しなくなった場合、当社グループ各事業所の研究開発活動に支障をきたす事態が発生し、顧客（特に海外の顧客）

の事業に大きな影響を与える可能性があります。このため、当連結会計年度において当社は、遠隔地に開発設備の複製を

用意し、万が一、東京本社の開発設備が機能しなくなった場合でもグループ全体が機能不全に陥らないよう対策を講じる

ことにいたしました。また、主要な開発作業が東京本社に集中しないよう、海外だけでなく日本国内でも研究開発作業を

行う事業所を分散するため事業所の開設を進めてまいりました。しかし、引き続き主要な開発作業が東京本社に集中し続

けた場合、東京本社の被災等により当社グループの事業活動に大きな影響を被り、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。

5. 知的財産権について

　近年、ネットワーク技術の普及を背景に注目されたビジネスモデル特許に関する状況は沈静化に向かっておりますが、

ソフトウェア業界における標準化団体などにより標準仕様に採用された技術もしくはユーザーによる広い支持を得て実質

的な標準となっている技術について、当該技術と抵触する特許権の存在が主張されるケースが散見されています。また、

各国における知的財産の保護強化政策は、一層積極的に推し進められている状況にあります。

　このような状況下において、当社グループにおきましても特許として登録される可能性のある独自技術については特許

出願を行なうことにより権利化を図るとともに、第三者の知的財産権を侵害する事態を可能な限り回避するべく努力して

まいります。

　しかしながら、当社グループが事業の展開を進めている各国において成立している特許権の全てを検証し、さらに将来

的にどのような特許権が成立するかを正確に把握することは困難です。このため、当社グループの事業に現在利用されて

いる技術と抵触関係をなす特許権などの知的財産権を第三者が既に取得している可能性や、将来的に当社グループ事業に

おける必須技術と抵触関係をなす特許権などの知的財産権が第三者に取得される可能性を完全に否定することはできず、

そのような可能性が実現した場合には当該特許権の知的財産権に関する侵害訴訟の結果として当社グループに損害賠償義

務が課せられたり、事業の全部あるいは一部が差し止められて継続できなくなる可能性があります。

　また、近時においては、職務発明に関する対価の額について、従業員である発明者が会社を相手に訴訟を起こす事態も

報告されています。当社におきましては、発明者に支給される対価の額の算定について職務発明規程を制定しております

が、それにも関わらず成立した特許権について発明者が対価の額を不服として当社グループを訴えた場合には、その結果

が当社の業績に影響を与える可能性があります。
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6. 無形固定資産のソフトウェア価値について

　当社グループが研究開発したソフトウェアの製作費については、「研究開発費等に係る会計基準」等に従い、資産性の

あるものについては無形固定資産として計上し、当連結会計年度末における残高は、1,215,207千円（ソフト仮勘定含む）

となっております。 

　ソフトウェア製作については、事業計画に基づき行っておりますが、その成果物が市場ニーズに合致しない場合などソ

フトウェアの経済的価値が著しく減少する場合には、当該経済価値の減少部分について無形固定資産計上したソフトウェ

アを一時の費用又は損失として処理する必要が生じ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

7. 外国為替相場変動の影響について

　当社グループは、海外顧客との取引が拡大してきており、外貨建売上が増えてきています。また当社グループは、海外

での事業活動費や海外からの技術導入に伴う費用を現地通貨で支払っております。そのため、為替変動によって、円貨で

の当社受取金額および支払金額は変動いたします。また毎四半期末においては、外貨のまま保有している売上代金などの

外貨建資産や負債を財務諸表作成のために円貨に換算するため、外貨ベースでの価値に変動がなくても為替変動により円

貨換算額も変動いたします。

　この外国為替リスクに対応するため、平成15年12月期から先物為替予約を導入しておりますが、先物為替予約により外

国為替変動リスクをすべて排除することは不可能であるため、外国為替変動の影響が当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。

8. 企業買収および戦略的提携に関するリスク 

　当社グループは、将来の企業成長において重要と考える技術開発や有望市場の獲得のため、企業買収や出資を伴う戦略

的提携を行う可能性があります。企業買収や戦略的提携は、十分に検討を行いますが、企業買収や戦略的提携後の事業が

当初計画通りに進捗しない場合や出資先の財政状態が悪化した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。

9. ストックオプション行使による株式価値の希薄化について

　当社は、当社グループの取締役および従業員等に対して業績向上への貢献意欲や経営への参加意識を高めるため、ストッ

クオプションを付与しております。当連結会計年度末における未行使のストックオプションが行使された場合に発行され

ることとなる株式数は2,929.33株であり、発行済株式総数100,414.91株の2.9%に相当しております。これらの権利行使が

行われた場合には、当社の1株当たりの株式価値は希薄化し、当社株価形成に影響を与える可能性があります。また当社は

今後も優秀な人材確保のために、新たにストックオプションを付与する可能性があります。

10. 経営上の重要な契約について

　当社グループの事業におきましては、以下の契約を「経営上の重要な契約」として認識しております。これらの契約が

解除されたり、その他の理由に基づき終了した場合、または円滑に契約が更新されなかった場合には、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。

(１)当社グループが技術等を受け入れている契約

　当社グループが、技術等を受け入れている重要な契約は、以下のとおりです。これらの契約は、当社グループの事業に

必要な特許、技術およびノウハウに関するライセンスを受けるものであり、これらの契約が、解除されたりその他の理由

に基づき終了した場合、または円滑に契約が更新されなかった場合には当社グループの事業に影響を与える可能性があり

ます。特に、米国Sun Microsystems, Inc.とのJavaテクノロジーに係わる一連のライセンス契約は、同社のJavaテクノロ

ジー(技術)を当社が利用するためのライセンス契約であり、当社の事業の基礎をなすものです。従って、同社が当社グルー

プとの契約を解消する場合には、当社グループは現在の事業の収益構造を見直す必要が生じ、業績に重大な影響を与える

可能性があります。
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相手方の名称
国/ 
地域

契約品目 契約内容 契約期間

Sun

Microsystems,Inc.
米国

Technology License

and Distribution

Agreement

(技術ライセンス及び頒

布契約)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジー（eJava、pJavaなど）を

当社製品（JBlend）に組み込んで、販

売（階層的な販売形態またはサブライ

センス等による間接的な形態を含

む。）することを目的とする契約。

平成８年９月30日から

５年間。但し、契約期

間満了の30日前までに

当社からの解約の申出

がない限り、最長５年

間自動継続される。

Commercial Use

License（CLDC）

(商業使用ライセンス)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるCLDCを当社製品

（JBlend）に組み込んで、販売（階層

的な販売形態またはサブライセンス等

による間接的な形態を含む。）するこ

とを目的とする契約。

なお、本契約はSCSL（注）version2.5

の付属書であり、CLDCテクノロジーの

使用にあたっては同契約の条件も適用

される。

平成12年12月22日から

４年間。但し、契約期

間満了の60日前までに

双方いずれからも申出

がない限り、１年間自

動継続され、以降も同

様とする。

CLDC HotSpot

Supplement

(商業使用ライセンス)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるCLDC HotSpotを当

社製品（JBlend）に組み込んで、販売

（階層的な販売形態またはサブライセ

ンス等による間接的な形態を含む。）

することを目的とする契約。

なお、本契約は上記契約

『Commercial Use License

（CLDC）』の付属書であり、CLDC

HotSpotテクノロジーの使用にあたっ

ては、同契約の条件も適用される。

平成14年９月27日から

上記契約

『Commercial Use

License（CLDC）』が終

了するまで。

Commercial Use

License（MIDP）

(商業使用ライセンス)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるMIDPを当社製品

（JBlend）に組み込んで、販売（階層

的な販売形態またはサブライセンス等

による間接的な形態を含む。）するこ

とを目的とする契約。

なお、本契約はSCSL（注）version2.7

の付属書であり、MIDPテクノロジーの

使用にあたっては同契約の条件も適用

される。

平成12年12月22日から

３年間。但し、契約期

間満了の60日前までに

双方いずれからも申出

がない限り、１年間自

動継続され、以降も同

様とする。

Commercial Use

License（MMAPI）

(商業使用ライセンス)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるMMAPIを当社製品

（JBlend）に組み込んで、販売（階層

的な販売形態またはサブライセンス等

による間接的な形態を含む。）するこ

とを目的とする契約。

なお、本契約はSCSL（注）

version2.24の付属書であり、MMAPIテ

クノロジーの使用にあたっては同契約

の条件も適用される。

平成15年2月18日から３

年間。但し、契約期間

満了の60日前までに双

方いずれからも申出が

ない限り、１年間自動

継続され、以降も同様

とする。
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相手方の名称
国/ 
地域

契約品目 契約内容 契約期間

Sun

Microsystems,Inc.
米国

Commercial Use

License（WMA）

(商業使用ライセンス)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるWMAを当社製品

（JBlend）に組み込んで、販売（階層

的な販売形態またはサブライセンス等

による間接的な形態を含む。）するこ

とを目的とする契約。

なお、本契約はSCSL（注）

version2.29の付属書であり、WMAテク

ノロジーの使用にあたっては同契約の

条件も適用される。

平成15年２月18日から

３年間。但し、契約期

間満了の60日前までに

双方いずれからも申出

がない限り、１年間自

動継続され、以降も同

様とする。

Commercial Use

License（CDC/FP）

(商業使用ライセンス)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるCDC/FPを当社製品

（JBlend）に組み込んで、販売（階層

的な販売形態またはサブライセンス等

による間接的な形態を含む。）するこ

とを目的とする契約。

なお、本契約はSCSL（注）version2.8

の付属書であり、CDC/FPテクノロジー

の使用にあたっては同契約の条件も適

用される。

平成15年４月４日から

３年間。但し、契約期

間満了の60日前までに

双方いずれからも申出

がない限り、１年間自

動継続され、以降も同

様とする。

CDC HotSpot

Supplement to the

Sun Community 

Source License

(商業使用ライセンス)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるCDC HotSpotを当

社製品（JBlend）に組み込んで、販売

（階層的な販売形態またはサブライセ

ンス等による間接的な形態を含む。）

することを目的とする契約。

なお、本契約は上記契約

『Commercial Use License

（CDC/FP）』の付属書であり、CDC

HotSpotテクノロジーの使用にあたっ

ては、同契約の条件も適用される。

平成15年９月26日から

上記契約

『Commercial Use

License（CDC/FP）』が

終了するまで。但し、

当社は、契約発効日か

ら１年ごとの更新を望

まない場合には、当該

期間満了日の60日前ま

でに通知を相手方に与

えることにより、同契

約を更新しないことが

できる。

Commercial Use

License（PP）

(商業使用ライセンス)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるPPを当社製品

（JBlend）に組み込んで、販売（階層

的な販売形態またはサブライセンス等

による間接的な形態を含む。）するこ

とを目的とする契約。

なお、本契約はSCSL（注）

version2.21の付属書であり、PPテク

ノロジーの使用にあたっては同契約の

条件も適用される。

平成15年４月４日から

３年間。但し、契約期

間満了の60日前までに

双方いずれからも申出

がない限り、１年間自

動継続され、以降も同

様とする。
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相手方の名称
国/ 
地域

契約品目 契約内容 契約期間

Sun

Microsystems,Inc.
米国

Commercial Use

License（PBP）

(商業使用ライセンス)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるPBPを当社製品

（JBlend）に組み込んで、販売（階層

的な販売形態またはサブライセンス等

による間接的な形態を含む。）するこ

とを目的とする契約。

なお、本契約はSCSL（注）

version2.17の付属書であり、PBPテク

ノロジーの使用にあたっては同契約の

条件も適用される。

平成15年４月４日から

３年間。但し、契約期

間満了の60日前までに

双方いずれからも申出

がない限り、１年間自

動継続され、以降も同

様とする。

Commercial Use

License（RMI）

(商業使用ライセンス)

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるRMIを当社製品

（JBlend）に組み込んで、販売（階層

的な販売形態またはサブライセンス等

による間接的な形態を含む。）するこ

とを目的とする契約。

なお、本契約はSCSL（注）

version2.23の付属書であり、RMIテク

ノロジーの使用にあたっては同契約の

条件も適用される。

平成15年４月４日から

３年間。但し、契約期

間満了の60日前までに

双方いずれからも申出

がない限り、１年間自

動継続され、以降も同

様とする。

Performance Pack

Supplement

当社がSun Microsystems,Inc.のJava

テクノロジーであるJTWIを当社製品

（JBlend）に組み込んで、販売（階層

的な販売形態またはサブライセンス等

による間接的な形態を含む。）するこ

と、並びに、(1）CLDC、

MIDP、WMA、MMAPI及びJTWIテクノロ

ジーの年間サポート費並びにCLDC

HIの年間ライセンス費、(2）CLDC、

MIDP、WMA及びMMAPIのロイヤリティを、

従来の一技術毎の支払いではなく、こ

れらすべての技術をまとめて１パック

として支払うことを目的とする契約。

JTWIとは、CLDC1.0/1.1、MIDP2.0、

WMA及びMMAPIにより構成された技術を

いう。

平成15年９月24日から、

３年間、または、上記

契約書（SCSL（注）を

含む）が終了するまで。

ARM Limited 英国
JTEK License

agreement

ARM Limitedの製品「Jazelleテクノロ

ジー」を当社製品（JBlend）に組み込

んで、販売（階層的な販売形態または

サブライセンス等による間接的な形態

を含む。）することを目的とする契約。

平成13年８月20日から

契約上の義務の不履行

等の事由により解除さ

れるまで有効。

（注）SCSLとは、Sun Community Source Licenseの略であり、米国Sun Microsystems,Inc.のJava２テクノロジーを取得するためのライセンス方

式です。同社のWebサイトにて登録し、［agree］ボタンをクリックするだけで、研究開発ライセンスを受けることができます。商業使用ラ

イセンスに関しては、Commercial Use Licenseを同社と別途締結する必要があります。上記の同社のすべてのCommercial Use Licenseに同

契約が適用されます。

- 20 -



(2) 当社が技術援助等を与えている契約

　当社グループが、技術援助等を与えている重要な契約は、以下のとおりです。これらの契約は当社顧客に対し、当社顧

客が販売或は製造する製品に、当社グループ製品を組み込んで販売することを許諾し、当社顧客からライセンス収入を得

るための契約です。

a. 既存顧客との重要な契約 

　当社グループが、当社顧客に対して技術援助等を与えている契約のうち、今後の売上依存度が高いと予想される重要な

契約は、以下のとおりです。これらが解消される場合又は円滑に契約が更新されなかった場合には、ライセンス収入やロ

イヤリティ収入が減少しまたは売上計上が遅れ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

相手方の名称
国/ 
地域

契約品目 契約内容 契約期間

ボーダフォン株式会社 日本

「アプリックス製

品」に関するライセ

ンス契約書

当社製品（JBlend）を、ボーダフォン

株式会社が発売するJava対応携帯電話

に組み込んで販売することを許諾する

ことを目的とする契約。

平成13年6月1日から3年

間とする。但し、契約

期間満了の2ヶ月前まで

に双方いずれからも申

出がない限り、1年間自

動継続され、以降も同

様とする。

 シャープ株式会社 日本 

 「アプリックス製

品」に関するライセ

ンス契約書

当社製品（JBlend）を、シャープ株式

会社が製造する製品に組み込んで販売

する権利を許諾することを目的とする

契約。

平成14年7月1日から2年

間とする。但し、契約

期間満了の2ヶ月前まで

に双方いずれからも申

出がない限り、1年間自

動継続され、以降も同

様とする。

三洋電機株式会社 日本

「アプリックス製

品」に関するライセ

ンス契約書

当社製品（JBlend）を、三洋電機株式

会社が製造する製品に組み込んで販売

する権利を許諾することを目的とする

契約。

平成14年3月1日から2年

間とする。但し、契約

期間満了の2ヶ月前まで

に双方いずれからも申

出がない限り、1年間自

動継続され、以降も同

様とする。

Motorola,Inc. 米国
Technology License

Agreement

当社製品（JBlend）を、Motorola社が

製造する製品に組み込んで販売する権

利を許諾することを目的とする契約。

平成15年3月28日から3

年間。その後、自動継

続される。但し、平成

18年3月28日以降は、

180日前までに相手方当

事者に通知することに

より、いつでも解約で

きる。

TCL & Alcatel 

Mobile Phones SAS

フラ

ンス

Technology License

Agreement

当社製品（JBlend）を、Alcatel社が

製造する製品に組み込んで販売する権

利を許諾することを目的とする契約。

平成14年9月17日から3

年間。その後、自動継

続される。但し、平成

17年9月17日以降は、

120日前までに相手方当

事者に通知することに

より、いつでも解約で

きる。
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b. 平成17年度に新たに締結された顧客との契約 

　当社グループが当社顧客に対し技術援助等を与えている契約等のうち、新たに締結された顧客との契約は以下のとおり

です。新規顧客との契約締結に際しては、将来の収益見込みに基づき必要な研究開発投資等を実施しているため、これら

の契約に基づく収益が見込み通りに得られなかった場合、先行した研究開発投資等を回収できず、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

相手方の名称
国/ 
地域

契約品目 契約内容 契約期間

株式会社エヌ・ティ

・ティ・ドコモ
日本

JAVAソフトウェア

契約書

FOMA端末向けDoja/Javaプラット

フォームに関するJavaソフトウェ

ア契約。

平成17年11月1日から5

年間。ただし、期間満

了3ヶ月前までに甲乙い

ずれからも書面による

申し出がない場合、さ

らに1年間延長するもの

とし、以後も同様とす

る。

 Samsung Electronics

 Co., Ltd
韓国 

Technology License 

And Support 

Agreement

当社製品（JBlend）を、Samsung社が

製造する製品に組み込んで販売する権

利を許諾することを目的とする契約。

平成17年8月25日から3

年間とする。但し、契

約期間満了の30日以内

までに双方いずれから

も申し出がない限り、1

年間自動継続され、以

降も同等とする。

Chi Mei 

Communication

Systems, Inc.

台湾

Technology　

License　And　

Support Agreement

Chi Mei Communication Systems, 

Inc.社が製造する製品に、当社グルー

プ製品（JBlend）を組み込んで販売す

る権利を許諾することを目的とする契

約。

平成17年5月27日から2

年間有効とする。但し、

契約期間満了の45日以

内までに双方いずれか

らも申し出がない限り、

自動継続される。

(3) その他の契約

a. 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの業務・資本提携について

　当社は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの提携関係を推進し、より高機能な移動体通信端末ソフトウェアの開発

と中長期的な安定供給を通じて両社の相乗的な企業価値の向上を図るため、平成17年11月に同社と業務・資本提携に関す

る契約を締結し、同12月には同社に対して15,000株の第三者割当増資を行っております。

　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは、本契約の効力発生日より3年以内に、当社株式の譲渡、移転、その他の処分（質

入その他担保権の設定を含む）を行う場合、その旨を当社に書面にて通知し、当社の承諾を得ることとなっております。

また、本契約に伴い、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは当社の取締役候補者を1名指名することができ、当社は取締役

選任議案として株主総会に付議する予定であります。

b. 株主間契約について

　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと当社代表取締役である郡山龍は、平成17年11月に、それぞれが保有する当社株式

を第三者に譲渡しようとする場合には他方が優先買取権を有するとともに、当社の株主総会にてその議決権を行使する際

には事前に協議し可能な限り共同で議決権を行使する旨の覚書を締結しております。本覚書は本業務・資本提携を前提と

したものであり、本業務・資本提携の契約が解約された場合には本覚書も解除されます。

　なお、当社は契約当事者ではないため、今後当該契約の内容が変更され、または終了した場合において、その事実を確

実に知りうる立場になく、かかる終了もしくは変更または契約に関するその他の状況につき適時に、または全く、開示す

ることができない可能性があります。
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５．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成16年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 4,425,416 17,283,808

２．売掛金 1,497,906 2,114,748

３．たな卸資産 377 211,440

４．繰延税金資産 58,856 70,849

５．その他 268,851 308,600

６．貸倒引当金 △1,613 △21,881

流動資産合計 6,249,794 47.0 19,967,565 83.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 108,980 117,294

減価償却累計額 50,284 58,695 62,362 54,932

(2）器具備品 367,389 366,664

減価償却累計額 269,510 97,879 281,581 85,083

有形固定資産合計 156,575 1.2 140,015 0.6

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 623,988 1,022,602

(2）ソフトウェア仮勘定 446,623 416,590

(3）連結調整勘定 5,539,086 1,846,362

(4）その他 25,449 20,132

無形固定資産合計 6,635,148 49.8 3,305,687 13.8

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券  98,555 277,347

(2）繰延税金資産 60,051 48,007

(3）敷金・保証金 104,170 118,441

(4）その他 3,781 2,387

投資その他の資産合計 266,559 2.0 446,184 1.9

固定資産合計 7,058,282 53.0 3,891,887 16.3

資産合計 13,308,077 100.0 23,859,453 100.0
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前連結会計年度
（平成16年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 21,759 483,441

２．短期借入金 455,000 340,000

３．１年内返済予定長期借入金 ※１ 34,800 30,700

４．未払金 286,572 339,506

５．未払法人税等 3,800 380,737

６．賞与引当金 21,569 22,330

７．その他 130,779 151,909

流動負債合計 954,281 7.2 1,748,625 7.3

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 30,700 －

２. 長期未払金 1,555 867

３．退職給付引当金 5,705 －

４. 繰延税金負債 1,082 1,887

固定負債合計 39,043 0.3 2,755 0.0

負債合計 993,325 7.5 1,751,380 7.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 6,713,100 50.4 13,232,127 55.4

Ⅱ　資本剰余金 7,628,738 57.3 14,147,764 59.3

Ⅲ　利益剰余金 △2,017,830 △15.1 △5,331,728 △22.3

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 166 0.0 3,791 0.0

Ⅴ　為替換算調整勘定 △9,421 △0.1 64,095 0.3

Ⅵ　自己株式  ※２ － － △7,977 △0.0

資本合計 12,314,751 92.5 22,108,072 92.7

負債及び資本合計 13,308,077 100.0 23,859,453 100.0
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,678,665 100.0 5,028,328 100.0

Ⅱ　売上原価 1,749,047 47.5 2,295,821 45.7

売上総利益 1,929,618 52.5 2,732,506 54.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 3,279,505 89.2 5,734,112 114.0

営業損失 1,349,886 36.7 3,001,605 59.7

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 660 2,546

２．受取配当金 30 60

３．為替差益 － 123,413

４．その他 151 841 0.0 553 126,573 2.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 13,306 8,719

２．為替差損 1,296 －

３．新株発行費 46,337 76,462

４．その他 1,792 62,732 1.7 426 85,608 1.7

経常損失 1,411,778 38.4 2,960,640 58.9

Ⅵ　特別利益

１．賞与引当金戻入益 140 －

２．固定資産売却益 ※３ － 8

３．投資有価証券売却益 － 140 0.0 32,109 32,117 0.6

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※４ 3,224 687

２．固定資産除却損 ※５ 4,892 31,844

３．投資有価証券売却損 109 8,227 0.2 － 32,532 0.6

税金等調整前当期純損失 1,419,865 38.6 2,961,056 58.9

法人税、住民税及び事業税 12,381 346,831

法人税等調整額 163,594 175,975 4.7 6,010 352,841 7.0

少数株主損失 1,402 0.0 － －

当期純損失 1,594,439 43.3 3,313,897 65.9
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(3) 連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 4,032,208 7,628,738

Ⅱ　資本剰余金増加高   

１. 増資による増加 3,578,980  6,487,500  

２. ストックオプションの行
使による増加

17,550 3,596,530 31,526 6,519,026

Ⅲ　資本剰余金期末残高 7,628,738 14,147,764

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △423,391 △2,017,830

Ⅱ　利益剰余金減少高

１．当期純損失 1,594,439 1,594,439 3,313,897 3,313,897

Ⅲ　利益剰余金期末残高 △2,017,830 △5,331,728
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失 △1,419,865 △2,961,056

減価償却費 463,616 551,996

新株発行費 46,337 76,462

連結調整勘定償却額 1,846,362 3,692,724

賞与引当金の増加額 1,044 760

貸倒引当金の増加額 1,614 19,069

退職給付引当金の増加額（△減少額） 1,161 △6,029

受取利息及び受取配当金 △690 △2,606

支払利息 13,306 8,719

固定資産売却損 3,224 687

固定資産除却損 4,892 31,844

投資有価証券売却益 － △32,109

売上債権の増加額 △542,004 △620,879

たな卸資産の減少額(△増加額） 6,359 △211,062

仕入債務の増加額（△減少額） △5,944 308,409

未払金の増加額（△減少額） △141,807 34,885

未払消費税等の増加額（△減少額） △54,797 378

その他 65,010 166,480

小計 287,820 1,058,675

利息及び配当金の受取額 701 2,606

利息の支払額 △12,659 △8,667

法人税等の支払額 △12,671 △49,889

営業活動によるキャッシュ・フロー 263,190 1,002,725
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前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻しによる収入 3,458 －

定期預金の預入による支出 － △166,655

投資有価証券の取得による支出 △88,064 △178,125

投資有価証券の売却による収入 － 37,555

有形固定資産の取得による支出 △28,028 △30,663

有形固定資産の売却による収入 680 243

無形固定資産の取得による支出 △713,735 △726,956

無形固定資産の売却による収入 121 －

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

△7,603,632 －

その他 3,339 △11,439

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,425,860 △1,076,040

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 3,735,000 595,000

短期借入金の返済による支出 △3,867,500 △710,000

長期借入金の返済による支出 △36,400 △34,800

株式の発行による収入 6,894,477 12,961,591

自己株式の取得による支出 － △7,977

少数株主への清算配当金の支払額 △1,869 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,723,708 12,803,813

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,374 △47,637

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △1,436,587 12,682,860

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,862,004 4,425,416

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 4,425,416 17,108,276
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数は７社であり、全ての子

会社を連結の範囲に含めております。

連結子会社の数は６社であり、全ての子

会社を連結の範囲に含めております。

主要な連結子会社の名称

アプリックス・ドット・ネット㈱

Aplix Corporation of America

Aplix Europe GmbH　

iaSolution　Inc.　　　　　他３社

なお、アプリックス・ドット・ネット㈱

は、平成16年11月に清算結了いたしまし

た。　

また、iaSolution　Inc.は、平成16年８

月に株式を取得し当社の100％子会社とな

りました。　

主要な連結子会社の名称

Aplix Corporation of America

Aplix Europe GmbH　

iaSolution　Inc.　　　　　他３社

２．持分法の適用に関する事項 関連会社がないため、該当事項はありま

せん。

　　　　　　　　同左

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

①　有価証券

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

(イ）商品

総平均法による原価法

③　たな卸資産

(イ）仕掛品

　　 個別法による原価法　

(ロ）仕掛品

個別法による原価法

(ロ）貯蔵品

　　　　最終仕入原価法

(ハ）貯蔵品

　　　　最終仕入原価法
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

当社及び国内連結子会社

定率法

在外連結子会社

主に所在地国の会計基準に基づく

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　　　　　　５～15年

器具備品　　　　　　３～15年

①　有形固定資産

当社

同左

在外連結子会社

　　　　　同左

 

 

 

②　無形固定資産

定額法 

 なお、市場販売目的ソフトウェアに

ついては見積販売数量を基準として

販売数量に応じた割合に基づく償却

額と、販売可能期間（３年）に基づ

く償却額のいずれか多い金額をもっ

て償却しており、自社利用ソフトウェ

アについては、社内における利用可

能期間（３～５年）に基づく定額法

によっております。

②　無形固定資産

 

 　　　　　同左

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づき計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

一部の在外連結子会社については、

その国の退職給付制度に基づいて退

職給付引当金を計上しています。

　　　　　　　────

（追加情報） 

従来一部の在外連結子会社については、

その国の退職給付制度に基づいて退職給

付引当金を計上しておりましたが、当該

国の退職給付制度の変更に伴い当連結会

計年度末残高8,699千円については「未払

金」として計上しております。

(4）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨への

換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

なお、在外連結子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は資本

の部における為替換算調整勘定に含めて

計上しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(5）重要なリース取引の

処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

同左

(6）ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　　　為替予約取引

ヘッジ対象

　　　外貨建予定取引

③ ヘッジ方針

海外取引における為替変動に対する

リスクヘッジのため、為替予約取引

を行なっております。なお、リスク

ヘッジ手段としてのデリバティブ取

引は為替予約取引のみ行なうものと

しております。

④ ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段に関する重要な条件がヘッ

ジ対象と同一であり、ヘッジ開始時

及びその後においても継続して相場

変動が完全に相殺されるものである

と想定できる場合にはヘッジの有効

性の判定は省略しております。

① ヘッジ会計の方法

　　　　　　同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　　　　　　　　同左

ヘッジ対象

　　　　　　　　同左

③ ヘッジ方針

　　　　　　同左

④ ヘッジの有効性評価の方法

　　　　　　同左

(7）その他連結財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項

① 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

① 消費税等の処理方法

同左

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６．連結調整勘定の償却に

関する事項

連結調整勘定の償却については、その個

別案件毎に判断し、20年以内の合理的な

年数で償却しております。

　　　　　　　　同左

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分又は損失処理について、連結会計年度

中に確定した利益処分又は損失処理に基

づいて作成しております。

　　　　　　　　同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

同左
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日

 　 至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日

 　 至　平成17年12月31日）

　連結キャッシュ・フロー計算書において、前連結会計年

度まで投資活動によるキャッシュ・フローに区分表示して

いました「投資有価証券の売却による収入」は、当連結会

計年度において金額的重要性が乏しくなったため「その他」

に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度における「投資有価証券の売却に

よる収入」は975千円であります。

　連結キャッシュ・フロー計算書において、前連結会計年

度まで投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含めて表示しておりました「投資有価証券の売却による収

入」は、当連結会計年度において金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度における「投資有価証券の売却に

よる収入」は975千円であります。
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  追加情報

前連結会計年度
（自  平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自  平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ───── 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9

号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後

に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年2月13日　企業会計基準委員会　実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が66,754千円増加し、

営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が、それ

ぞれ66,754千円減少しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成16年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

著作権 －千円 著作権 －千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

１年内返済予定長期借入金 34,800千円

長期借入金 30,700

合計 65,500

 ※２. 　　　　　　─────

１年内返済予定長期借入金 30,700千円

 ※２. 自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式11.85株

あります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当 396,205千円

賞与引当金繰入額 4,755

貸倒引当金繰入額 1,614

退職給付費用 1,161

連結調整勘定償却額 1,846,362

賞与引当金繰入額 4,859千円

貸倒引当金繰入額 19,294

退職給付費用 3,237

連結調整勘定償却額 3,692,724

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費は 187,714千円で

あります。

一般管理費に含まれる研究開発費は 423,517千円で

あります。

※３．　　　　　　　　──── ※３.固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

器具備品 8千円

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

器具備品 2,106千円

商標権 988 

電話加入権 129 

合計 3,224

器具備品 687千円

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

器具備品 1,302千円

ソフトウェア 3,143

商標権 125

特許権 321

合計 4,892

器具備品 401千円

ソフトウェア 14,384

ソフト仮勘定 16,348

商標権 710

合計 31,844
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 4,425,416千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 ―　

現金及び現金同等物 4,425,416

現金及び預金勘定 17,283,808千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 175,531

現金及び現金同等物 17,108,276

※株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たにiaSolution Inc.を連結したこ

とに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにia 

Solution Inc.株式の取得価額とiaSolution Inc.取得のた

めの支出（純額）との関係は次のとおりであります。

流動資産 647,739千円

固定資産 73,192

連結調整勘定 7,385,448

流動負債 △234,666

固定負債 △4,528

iaSolution Inc.株式の取得価額 7,867,185

iaSolution Inc.現金及び現金同等物 △263,553

差引：iaSolution Inc.取得のための

支出

7,603,632
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 21,580 6,591 14,988

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 34,916 14,013 20,903

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,115千円

１年超 10,164

合計 15,280

１年内 7,920千円

１年超 13,643

合計 21,564

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 9,103千円

減価償却費相当額 8,398

支払利息相当額 553

支払リース料 7,595千円

減価償却費相当額 7,421

支払利息相当額 543

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

同左
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②　有価証券

前連結会計年度（平成16年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

(1）株式 1,250 6,225 4,975

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,250 6,225 4,975

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 1,250 6,225 4,975

　　　２．前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年1月１日　至　平成16年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

975 － 109

３．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 92,330

減損処理の方法

（時価のある有価証券）

　時価が取得原価に比べ50％以上下落し回復可能性が見込めない場合、または時価が取得原価に比べ30～

50％程度下落し、かつ、実質価額が50％以上下落し回復可能性が見込めない場合に減損処理を行っております。

（時価のない有価証券）

　株式の実質価額が取得原価に比べ50％以上下落し、かつ、実質価額が50％以上下落し回復可能性が見込め

ない場合に減損処理を行っております。
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当連結会計年度（平成17年12月31日現在）

　　　１．その他有価証券で時価のあるもの

 　　　　　　　該当事項はありません。

 

　　　２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年1月１日　至　平成17年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

37,555 32,109 －

３．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 277,347

減損処理の方法

（時価のある有価証券）

　時価が取得原価に比べ50％以上下落し回復可能性が見込めない場合、または時価が取得原価に比べ30～

50％程度下落し、かつ、実質価額が50％以上下落し回復可能性が見込めない場合に減損処理を行っております。

（時価のない有価証券）

　株式の実質価額が取得原価に比べ50％以上下落し、かつ、実質価額が50％以上下落し回復可能性が見込め

ない場合に減損処理を行っております。
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

（1）取引の内容

デリバティブ取引として、海外取引における為替変動に対

するリスクヘッジのため、為替予約取引を行っております。

（1）取引の内容

　　　　　　　　　　　同左

（2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替相場の変動による損失の

回避等を目的として行っており、投機的な取引は行なわな

い方針です。

（2）取引に対する取組方針

　　　　　　　　　　　同左

（3）取引の利用目的

為替予約取引は、将来の為替相場の変動による損失の回避

等を目的として状況に応じて利用することとしております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行ってお

ります。

・ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段………為替予約取引

　ヘッジ対象………外貨建金銭債務

・ヘッジ方針

社内の規定及びガイドラインに基づき、為替変動リスク

をヘッジしております。そのリスクヘッジのため、　実

需に基づきヘッジ取引を行っております。

・ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段及びヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価

しております。

（3）取引の利用目的

　　　　　　　　　　　同左

（4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有してお

ります。

なお、為替予約取引の契約先は、信用度の高い国内金融機

関であるため、相手側の契約不履行によるいわゆる信用リ

スクはほとんどないと判断しております。

（4）取引に係るリスクの内容

　　　　　　　　　　　同左

（5）取引に係るリスク管理体制

為替予約取引の実行と管理は社内規程に従い、資金担当部

門が行っております。

（5）取引に係るリスク管理体制

　　　　　　　　　　　同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（平成16年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況に

ついては、開示すべき取引残高がないため、記載しておりま

せん。

　　　　　　　　　　　　同左
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④　退職給付関係

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 退職給付制度の概要

子会社であるiaSolution Inc.では台湾の退職給付制度を採

用しており、当連結会計年度末時点の退職給付引当金は5,705

千円となっております。

 

 従来子会社であるiaSolution Inc.については、台湾の退

職給付制度に基づいて退職給付引当金を計上しておりまし

たが、台湾の退職給付制度の変更に伴い当連結会計年度末

残高8,699千円については「未払金」として計上しておりま

す。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成16年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成17年12月31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

賞与引当金 8,733千円

未払事業所税 1,686

ソフトウェア償却 1,866

投資有価証券評価損 2,905

繰越欠損金 87,551

税額控除等 87,826

その他 4,785

繰延税金資産　小計 195,355

評価性引当額 △74,217

繰延税金資産　合計 121,137

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △112

その他 △3,199

繰延税金負債　合計 △3,312

繰延税金資産の純額 117,825

繰延税金資産

賞与引当金 9,086千円

未払事業税 51,938

繰越欠損金 97,567

税額控除

その他

28,477

16,105

繰延税金資産　小計 203,175

評価性引当額 △82,135

繰延税金資産　合計 121,039

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,600

その他 △1,469

繰延税金負債　合計 △4,070

繰延税金資産の純額 116,969

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 42.05％

（調整）

連結調整勘定償却額 △54.68

その他 0.24

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
△12.39

法定実効税率 40.69％

（調整）

繰延税金資産の取崩 △1.95

連結調整勘定償却額 △50.74

その他 0.08

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
△11.92
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日）

ES事業
（千円）

CS事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,553,174 125,491 3,678,665 － 3,678,665

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 3,553,174 125,491 3,678,665 － 3,678,665

営業費用 4,142,125 200,981 4,343,106 685,445 5,028,552

営業利益又は営業損失（△） △588,950 △75,490 △664,441 (685,445) △1,349,886

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 8,769,658 157,975 8,927,634 4,380,443 13,308,077

減価償却費 365,411 81,925 447,337 16,278 463,616

資本的支出 668,635 21,165 689,800 11,303 701,103

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分の主な製品

(1）ＥＳ事業 ……… 組み込み向けJavaプラットフォーム

(2）ＣＳ事業 ……… CD/DVD書き込みソフトウェア

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（644,562千円）の主なものは、親会社本社

の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（4,318,563千円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

当連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　　当社グループが営む事業は単一であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

（追加情報）

　当連結会計年度より、従来CS事業として行っていたコンシューマー向けパッケージソフトウェアの製造・販

売を中止したことにより、ES事業で行っていたライセンス提供による販売と同一の事業形態となりました。こ

れに伴いES事業、CS事業という内部管理目的の事業区分を廃止しております。

　よって、当連結会年度より単一事業区分としたため、事業の種類別セグメントの記載をしておりません。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去
又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び

営業損益
      

 売上高       

(1）外部顧客に

対する売上高
3,546,790 131,874 － 3,678,665 － 3,678,665

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － 305,198 305,198 (305,198) －

計 3,546,790 131,874 305,198 3,983,864 (305,198) 3,678,665

営業費用 3,026,829 2,024,358 280,957 5,332,145 (303,593) 5,028,552

営業利益又は

営業損失（△）
519,960 △1,892,483 24,241 △1,348,281 (1,605) △1,349,886

Ⅱ　資産 15,144,779 6,041,066 107,916 21,293,762 (7,985,685) 13,308,077

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア・・・台湾等

その他の地域・・・アメリカ合衆国、ドイツ

当連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

その他の地域
（千円）

計
（千円）

消去
又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び

営業損益
      

 売上高       

(1）外部顧客に

対する売上高
4,693,964 334,364 － 5,028,328 － 5,028,328

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － 426,379 426,379 (426,379) －

計 4,693,964 334,364 426,379 5,454,708 (426,379) 5,028,328

営業費用 3,948,677 4,112,500 394,677 8,455,855 (425,921) 8,029,933

営業利益又は

営業損失（△）
745,286 △3,778,136 31,702 △3,001,147 (458) △3,001,605

Ⅱ　資産 29,411,313 2,492,059 180,454 32,083,827 (8,224,374) 23,859,453

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア・・・台湾等

その他の地域・・・アメリカ合衆国、ドイツ
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ｃ．海外売上高

　　　　　前連結会計年度（自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

北米 その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高 488,466 482,345 970,811

 Ⅱ　連結売上高 － － 3,678,665

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.3 13.1 26.4

 　　　（注）　1.　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　　　　 2.　本国以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　　（1）北米・・・・・・アメリカ合衆国

　　　　　　　　（2）その他地域・・・フランス等

　　　　　　　 3.　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　　　　　当連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

北米 アジア その他地域 計

 Ⅰ　海外売上高 1,373,391 677,591 337,665 2,388,647

 Ⅱ　連結売上高 － － － 5,028,328

Ⅲ　連結売上高に占める

　　海外売上高の割合（％） 27.3 13.5 6.7 47.5

 （注）　1.　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　　 2.　本国以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　（1）北米・・・・・・アメリカ合衆国

　　　　　 (2) アジア・・・・・中国、台湾、韓国等

　　　　　（3）その他地域・・・フランス、デンマーク等

　　　　 3.　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　　　　 4.　地域区分の表示の変更

　　　　　　　従来は、アジア地域は「その他の地域」に含めて表示しておりましたが、当該地域区分の

　　　　　　売上割合が増加し連結売上高の10％を超えたため、当連結会計年度より「アジア」として

　　　　　　区分表示することに変更いたしました。

　　　　　　なお、前連結会計年度に含まれる「アジア」の海外売上高及び割合は以下のとおりであ　　　

　　　　　　ります。

　　　　　　　アジア・・・185,699千円、5.0％
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⑥　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(3) 子会社等

該当事項はありません。

(4) 兄弟会社等

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(3) 子会社等

該当事項はありません。

(4) 兄弟会社等

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額        436,755円28銭               220,193円22銭

１株当たり当期純損失   60,176円60銭 38,417円55銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、当期純損失を計上している

ため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、当期純損失を計上している

ため記載しておりません。

 

　 当社は、平成17年10月20日付で株式

１株につき３株の株式分割を行っており

ます。

　なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度における

１株当たり情報については、以下のとお

りとなります。

１株当たり純資産額　145,585円09銭

１株当たり当期純損失 20,058円87銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益については、当期

純損失を計上しているため記載しており

ません。

　

　（注）　１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり当期純利益

当期純損失（千円） 1,594,439 3,313,897

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,594,439 3,313,897

期中平均株式数（株） 26,496 86,260

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

（うち新株予約権） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

旧商法第280条ノ19の規定に基づく

新株引受権（ストックオプショ

ン）332.08株

商法第280条ノ20及び商法第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権

（ストックオプション）520株

旧商法第280条ノ19の規定に基づく

新株引受権（ストックオプショ

ン）544.33株

商法第280条ノ20及び商法第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権

（ストックオプション）2,385株
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６．生産、受注および販売の状況

（1）生産実績

　　前連結会計年度および当連結会計年度における生産実績を示すと、次の通りであります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分
当中間連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

前年同期比（％）

 ソフトウェア開発 2,624,987 132.6

(注)　1. 金額は、製造原価によっております。

　　　2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　3. 生産高には社内製作の販売目的ソフトウェア取得高が含まれております。

（2）商品仕入実績

 　商品仕入実績については、当連結会計年度には発生していないため記載しておりません。。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（3）受注状況

ソフトウェア事業の受託開発における当連結会計年度の受注状況及び受注残高を示すと、次のとおりであります。 　

なお、受注状況はJBlend等の当社製ソフトウェアを組込む受託開発作業に関する売上についてのみ算定しています。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

 ソフトウェア事業 531,812 － 265,947 －

　(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4)販売実績

　前連結会計年度および当連結会計年度における販売実績を品目別に示すと、次の通りであります。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

品目別

前連結会計年度 

自  平成16年 1月 1日

 至  平成16年12月31日 

当連結会計年度 

　　　　　自  平成17年 1月 1日 

　　　　　至  平成17年12月31日 

金額 割合（％） 金額 割合（％）

（旧ES事業） 携帯電話関連 製品売上 2,420,089 65.8 3,672,040 73.0

技術支援売上 1,028,631 28.0 1,178,335 23.5

その他 666 0.0 219 0.0

小計 3,449,386 93.8 4,850,594 96.5

携帯電話以外 製品売上 53,617 1.5 126,776 2.5

技術支援売上 34,292 0.9 1,700 0.0

その他 15,877 0.4 49,256 1.0

小計 103,787 2.8 177,733 3.5

合計 3,553,174 96.6 5,028,328 100.0

（旧CS事業） 125,491 3.4 － －

合計 3,678,665 100.0 5,028,328 100.0

（注）1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 製品売上とは、ライセンス収入およびロイヤリティ収入からなります。また技術支援売上とは、製品計画や仕

様策定等を支援するコンサルティング収入および製品開発を支援するサポート収入等からなります。

3.当連結会計年度から事業の種類別セグメントを廃止したため、当連結会計年度における前連結会計年度までの

旧ＣＳ事業に相当する販売実績は、内容により携帯電話関連または携帯電話以外に区分しております。

4．主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先別販売実績

  　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

 自  平成16年 1月 1日  自  平成17年 1月 1日

 至  平成16年12月31日  至  平成17年12月31日

金額 割合(％) 金額 割合(％)

Motorola,Inc. 488,466 13.3 1,372,557 27.3

ボーダフォン株式会社 432,422 11.8 647,676 12.9

シャープ株式会社 810,041 22.0 601,228 12.0

 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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