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１．平成18年２月中間期の連結業績（平成17年９月１日～平成18年２月28日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月中間期 1,274 76.0 △166 ― △172 ―

17年２月中間期 724 ― 36 ― 0 ―

17年８月期 2,314 352 278

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年２月中間期 △166 △90.4 △3,726 23 ― ―

17年２月中間期 △1,727 ― △47,735 09 ― ―

17年８月期 △1,596 △41,711 25 ― ―
（注）①持分法投資損益 18年２月中間期 ―百万円 17年２月中間期 ―百万円 17年８月期 ―百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年２月中間期 44,615株 17年２月中間期 36,189株 17年８月期 38,271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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。
⑤平成17年２月中間期より連結財務諸表を作成しているため、前中間期の対前年中間期増減率については記載しておりません。
⑥潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在しますが、１株当たり中間（当期）純損失が計上されて
いるため記載しておりません。

(2）連結財政状態  （百万円未満切捨）

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

18年２月中間期 6,337 5,663 89.4 126,641 07

17年２月中間期 5,930 2,729 46.0 71,107 21

17年８月期 6,619 4,919 74.3 116,706 06
（注）期末発行済株式数（連結） 18年２月中間期 44,724株 17年２月中間期 38,386株 17年８月期 42,151株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  （百万円未満切捨）

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

18年２月中間期 △179 △1,207 43 1,890

17年２月中間期 △53 △2,199 4,987 4,491

17年８月期 103 △3,761 5,127 3,226

(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 ７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） ３社　 （除外） ―社 持分法（新規） ―社　 （除外） ―社

２．平成18年８月期の連結業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 3,100 △86 △123

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△2,750円20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。
なお、上記予想に関する事項は添付資料（P８）の「通期の見通し」を参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社７社、非連結子会社１社（恒接信息科技（上海）有限公司）から構成されてお

ります。

　携帯電話を中心とした無線通信環境が大きく変化していく中、当社グループは、無線通信にかかわるコアテクノロ

ジーとサービスプロバイダとを技術的に結びつける上で必要不可欠な存在を目指し、携帯電話向けミドルウェアを軸に、

様々なソリューションの提供を行っております。

事業区分 主な事業内容 会社名 

システムソリューション　※１ 　顧客企業向けに、主に携帯電話を利

用したシステム開発、サーバ構築等ソ

リューションを提供しております。

当社

株式会社エスエス研究所

株式会社インクルーズ　　※２

恒接信息科技（上海）有限公司

プロダクツ 　当社グループが蓄積してきたノウハ

ウを、ツールやライブラリ、エンジン

といった形にパッケージし販売する事

業です。また、ハードウェアの設計、

プロトタイプ製作といった、ハードウェ

アソリューションにも取り組んでおり

ます。

当社

Winnow Technologies Inc.

株式会社インクルーズ　　※２

株式会社コネクトリプロ

コンサルティング　　　　※１ 　携帯電話を利用したサービス展開を

検討している顧客企業に向けて、技術

的なアプローチによりコンサルティン

グを実施しております。

当社

Winnow Technologies Inc.

サービス 　携帯電話のエンドユーザーに向けて

直接配信サービスを提供する事業を展

開しております。 

当社

株式会社インクルーズ　　※２

株式会社NTCホールディングス 

有限会社Mobile１

有限会社１８

※１．各事業に含まれるプロジェクトの性質が変化してきたことを考慮し、当中間連結会計期間よりコンテンツ＆ソ

リューション事業からシステムソリューション事業へ、リサーチ＆コンサルティング事業からコンサルティング事

業へ事業区分の名称を変更しております。

 ２．スカイメディア株式会社は、平成18年２月13日に社名変更し、株式会社インクルーズとなっております。
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　事業系統図は次のとおりであります。

［事業系統図］

 

当社 

恒接信息科技（上海）有限公司 

現地情報提供等 ノウハウ・技術提供 

顧客 

Winnow Technologies Inc. 

プロダクト販売 

ライセンス供与 

コンサルティング 

システム開発 

サーバ構築 

ノウハウ・技術提供等 

営業支援 

ノウハウ提供 

営業支援 

 

株式会社エスエス研究所 

外注委託 開発リソース提供 

顧客 顧客 

株式会社コネクトリプロ 

顧客 

技術提供 

プロダクト企画・開発・販売 

株式会社インクルーズ 

株式会社 NTC ホールディングス 

 

サービス提供 

有限会社 Mobile１ 

有限会社１８ 

広告代理業務 広告メディア提供 

顧客 

システム開発 

サービス提供 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社の主なビジネスドメインである携帯電話向けソフトウエア/システム開発分野に関しましては、日本が世界に

先駆けて進んでいる数少ない分野のひとつであると認識しております。当分野におきましてはその技術の移り変わり

が速く、新たな技術をベースとする携帯端末の高機能化に伴い、新サービスが次々と生まれてきている状況にあります。

　当社はこのような状況の中、顧客に最適なソリューションの提供が可能となるよう、「日本発世界」を基本理念の

中心に据え、研究開発事業、システム開発事業、システム運用事業の３つをバランスよく構築することにより、それ

ぞれの事業がポジティブなフィードバックを与え合うような環境作りを心がけております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対しての利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けており、今後事業展開が計画通

りに推移していった場合には、業績などを総合的に勘案し財務体質の強化を図りつつ株主様への利益配当を検討して

いく方針であります。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は投資単位の引き下げにつきまして、株式市場における流動性、幅広い層の投資家の参加を促す観点から適宜

見直しを図っていく方針であります。

　今後、当社株式の株価の推移、業績の推移、株式市場からの要請等を総合的に勘案し、対応を検討してまいります。

(4）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

　当社は今後の事業展開に関しまして、高度化する携帯電話関連のテクノロジーと多様化するサービスをいかに効果

的に結び付けていくかが重要であると考えております。しかしながら、様々なテクノロジーとサービスを全て自社の

みで確保していくのは現実的ではなく周辺企業と積極的にアライアンスを強化していくことが必要であると考えてお

ります。

　具体的には、当社が関与することによりビジネスとして開花することが見込まれる技術的シーズを持っている会社

とのアライアンス（シーズアライアンス）、あるいは携帯電話関連の技術的サポートを必要としている会社とのアラ

イアンス（ソリューションアライアンス）を模索し、当社独自のポジショニングをより強固なものとするよう事業展

開を進めてまいります。

(5）目標とする経営指標

　当社は当業界において常に先進的なポジショニングを維持しつづけることを目指しており、現状における収益力を

勘案しながら、当該ポジショニングを実現するための研究開発及びそこから収益を生み出す為の体制作りを順次進め

ております。

　当社としましてはこれらのバランスを適性に保つ為に、従業員一人当り売上総利益額15,000千円を中期的な目標と

して、適正な人員配置、プロジェクト管理の徹底などによりその確保に努めております。

(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び施策の実施状況

（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、変化の早い事業環境にあって、経営の健全性と迅速な意思決定の両立を実現するためのコーポレート・ガ

バナンスの強化が重要な課題であると考えております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

①　当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　当社の取締役は、常勤取締役５名と社外取締役１名の合計６名から構成されており、社外取締役が常勤取締役

への牽制役として機能しております。監査役につきましても、３名のうち２名は社外監査役であり、取締役の業

務遂行を監督しております。また、監査役会や毎月開催の取締役会のほか、毎週開催のゼネラルマネージャ職以

上によるマネージャミーティングには監査役の参加を要請しており、十分な議論の上、迅速な意思決定ができる

体制の確立を図っております。
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（経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況）

 
株主総会 

取締役会 

取締役 6名 

（内、社外取締役 1名) 

業務担当取締役 部門管理 

 

監査役会 

監査役 3名 

（内、社外監査役 2名) 

選任・解任 

選任・監督 

選任・解任 

代表取締役社長 会計監査人 

 

 

会計監査 

業務監査 連携 

内部監査担当 2名 

 

選任・解任 

連携 

選
任･

解
任 

 

連
携 

 

②　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　特記すべき事項はありません。

③　コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　当社は、個人情報保護法の適正な運用と情報管理の徹底を目指し、2005年９月に情報セキュリティマネジメン

トシステム（ＩＳＭＳ認証基準）の認証取得を受けております。

　また、当中間連結会計期間より新たに週１回のペースで常勤取締役をメンバーとする経営会議を開催すること

とし、複雑化する事業環境に対して的確な状況分析に基づく迅速な経営判断を目指しております。

(7）親会社等に関する事項

　当社は、親会社等はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当中間連結会計期間の概況（平成17年９月１日～平成18年２月28日）

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や設備投資の増加により徐々に景気回復の兆しを見せているとい

えます。

　そのような中、当社グループを取り巻く環境といたしましては、非接触ＩＣ機能等、携帯電話の新機能を利用した

リアルサービスとの連携を実現するためのソリューション提供が順次始まっている段階にあり、当業界においてこれ

まで培ってきたポジショニングを生かし、徐々に当社の技術を収益として実現していくフェーズに入ってきている状

況にあるといえます。

　プロジェクトの大型化、長期化による管理コストの増大や、顧客からの要求レベルの変化に伴う開発体制の見直し

等により、一時的に利益率が低下する結果となっておりますが、当社グループがより効果的に機能する市場環境に

なってきているものと認識しており、広がりを見せる市場に対してグループとして適切に対応していくことが重要で

あると考えております。　

　事業の種類別セグメントの概況といたしましては以下のとおりであります。

（システムソリューション事業）

　システムソリューション事業につきましては、エンターテイメント系の開発が徐々に減少していく中、非接触Ｉ

Ｃ等携帯電話の新機能を利用した新たなサービスを実現するためのソリューション提供のほか、子会社のシステム

開発事業が売上高に寄与しております。しかしながら当該プロジェクトにつきましては規模が大型化、長期化する

傾向にあり、顧客からの要求レベルの高度化に伴い、現在社内の開発体制の見直しと整備をはかっている状況にあ

ります。この結果、当事業の売上高は541百万円（前年同期比 99.7%増）、営業利益は15百万円（前年同期比 

77.1%減）となりました。

（プロダクツ事業）

　プロダクツ事業に関しましては、従来収益の大きな柱となっておりましたソフトウェアプロダクトの販売が落

ち込んでいる上、本来、当中間連結会計期間に予定しておりました新製品のリリースも遅延している状況にあり

ます。結果、当事業からの売上高は333百万円（前年同期比 5.3%減）、営業利益は122百万円（前年同期比 

14.2%減）となりました。

（コンサルティング事業）

　コンサルティング事業につきましては、当社開発リソース逼迫の影響により他の事業へのリソース配分を優先し

た結果、当事業の売上高は90百万円（前年同期比 10.6%減）、営業利益は27百万円（前年同期比 43.1%減）となり

ました。

（サービス事業）

　サービス事業につきましては、子会社の株式会社インクルーズによるモバイル向け広告事業を中心としたもので

あり、当事業の売上高は309百万円（前年同期は実績なし）、営業損失は0百万円（前年同期は実績なし）となりま

した。当中間連結会計期間前半における人員確保及び社内体制整備の遅れが収益に影響しておりますが、昨今景気

回復に伴って広告需要は増加基調にあり、当社グループといたしましては、今後ともこの事業の強化を重要課題と

して取り組んでいく方針であります。

　この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高1,274百万円（前年同期比76.0%増）、経常損失172百万円（前年

同期は0百万円の利益）、中間純損失166百万円（前年同期比90.4%減）となりました。

 なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントの名称を変更しております。変更の内容については、「注

記事項（セグメント情報）」に記載のとおりであります。

(2）財政状態

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少額187百万円及

び長期借入れによる収入100百万円等があったものの、税金等調整前中間純損失187百万円、投資有価証券の取得に

よる支出790百万円及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出226百万円等により、前連結会計年度末

に比べ1,336百万円減少し（前年同期は2,734百万円の増加）、当中間連結会計期間末には1,890百万円となりました。

　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は179百万円（前年同期は53百万円の減少）となり

ました。これは主に、売上債権の減少額187百万円、仕入債務の増加額44百万円等の増加原因に対し、税金等調

整前中間純損失187百万円、法人税等の支払額149百万円及びたな卸資産の増加額95百万円等の減少要因があっ

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）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は1,207百万円（前年同期は2,199百万円の減少）

となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出790百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による支出226百万円等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）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は43百万円（前年同期は4,987百万円の増加）とな

りました。これは主に、長期借入金の返済による支出90百万円等の減少要因があったものの、長期借入れによ

る収入100百万円及び少数株主の払込による収入57百万円等の増加要因によるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。

17年２月中間期 18年２月中間期 17年８月期

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

自己資本比率（％） 46.0 89.4 74.3

時価ベースの自己資本比率（％） 437.5 334.5 277.6

債務償還年数（年） ― ― 2.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 29.6

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

(注)１　営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用し

ております。

 ２　平成17年２月中間期及び平成18年２月中間期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業

キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。
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 (3）通期の見通し

  当期につきましては、決済機能、認証機能をはじめとする、多機能化した携帯電話の普及がますます進んでいくこ

とにより、一般事業者による携帯電話を利用した新たなサービスの開始などが本格化していくものと見込んでおりま

す。当社グループといたしましては、これら新たなサービスを実現するためのソリューションをタイムリーに提供す

ることによって安定した収益の確保を目指しております。

　また、多様なサービスと先進的なテクノロジーをつなぐという当社グループのポジショニングを維持しつつ、今後

は、よりダイレクトにエンドユーザーにアプローチする形でサービス事業への取り組みを積極的に進めていくことに

より、収益を確保していく所存であります。

　当中間期において完成が遅れておりました新規ソフトウェアプロダクトにつきましては、順次リリースを計画して

おり、また平成18年3月に札幌において開設しました開発拠点も当連結会計年度中には本格稼動していくものと見込

んでおります。

　一方で米国子会社のWinnow Technologies Inc.に関しましては、当中間期に見込んでおりました製品の納入が遅延

しており、完成に向けた追加コストも予想以上に増加している状況にあります。同社製品及び技術に対する引き合い

は非常に強く、当連結会計年度中には第一号製品の納入が完了するものと見込んでおりますが、収益的には不確定な

要因となっております。

　これらにより連結業績見通しにつきましては、平成18年4月13日に発表しましたとおり、売上高3,100百万円、経常

損失86百万円、当期純損失123百万円、単体業績見通しにつきましては、売上高1,400百万円、経常損失35百万円、当

期純損失38百万円を予想しております。

 （注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不

確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に

依拠して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。

 

 (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その他に関する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、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上、或いは当社の事

業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、情報開示の観点から積極的に開示しております。な

お、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方

針でありますが、当社株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行

われる必要があると考えられます。また、以下は本株式への投資に関連する全てのリスクを網羅するものではなく、

当中間連結会計期間末において入手された情報に基づき合理的と判断したものを記載しております。

 ①　技術・サービスの変化について

　当社が事業を展開している携帯電話を中心としたモバイルインターネット関連業界は、技術の進歩が著しく、そ

の技術を利用したサービスも急激に変化しております。

　このような状況の中、当社の事業領域において、常にトップレベルの技術力を維持するためには継続的な研究開

発が必要となり、これには相当の時間と費用がかかる可能性があります。

　また、新しい機能を搭載した携帯電話の投入やシステムの変更等は通信キャリアの事業方針により大きく影響を

受けるものと考えられます。当社はこれらの状況変化に適時に対応してまいりますが、万一対応できなかった場合、

当社の業績に影響を与える可能性があります。

 ②　保守運用業務取引の永続性について

　当社の行っている事業のうち、保守運用業務に関しましては、各々の取引に応じた期間の契約にしたがって行わ

れております。通常システム開発事業における、保守運用業務につきましては、取引の永続性が認められるケース

が一般的でありますが、当社の場合一定の期間で終了する契約もしくは、一定期間終了後同期間自動更新等という

契約になっており、取引の永続性が保証されているものではありません。

　このため、何らかの理由により予定していた取引の打ち切り等があった場合、当社の事業戦略及び業績その他に

重要な影響を与える可能性があります。

 ③　特定人物への依存について

　当社の主な事業推進者は、代表取締役社長の加来徹也であり、当社設立直後から経営者として、経営方針、経営

戦略の決定をはじめ、企画、営業、技術等の各方面の事業推進において重要な役割を果たしております。優秀な人

材の確保により属人的な要素の軽減を図っておりますが、何らかの理由により同氏が業務を執行できない事態と

なった場合、当社の事業戦略及び業績その他に重要な影響を与える可能性があります。
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 ④　人材の獲得について

　当社が今後成長していくためには、携帯端末向けのシステム技術者、システム提供のための企画、営業担当者及

び拡大する組織に対応するための管理担当者など、各方面での優秀な人材をいかに確保していくかが重要になります。

　当社では優秀な人材の確保のために努力を続けておりますが、適切な人材確保及び配置に失敗した場合、当社の

業務に支障が出る可能性があります。 

 ⑤　法的規制等について

現在、当社グループの事業を推進するうえで、直接的影響を受けるような法的規制はありません。しかし、今後

において法令の適用及び新法令の規定等、当社グループの事業を規制する法令等が制定された場合、当該規則に対

応するため、コスト増加等、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 ⑥　特許権の取得について

当社グループは開発したシステムやビジネスモデル等に関して、特許権の対象となる可能性のあるものについて

は、積極的にその取得を目指して対応しておりますが、当社グループのノウハウ等を権利保護した場合においても、

他者が類似のノウハウ等について権利取得した場合、当社グループの事業が制約される可能性があります。

 ⑦　その他の財産権について

　当社グループは第三者の知的財産権を侵害することのないように、当社グループ及び外部への委託等により調査

を行っております。しかし、これらの調査が十分かつ妥当であるという保証はありません。万一、当社グループが

第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者から損害賠償請求や使用差止請求等の訴えを起こされる可能

性があり、これらに対する対価の支払等が発生する可能性があります。

　また、当社グループが所有する知的財産権に関しましても第三者に侵害される可能性があります。こうした場合、

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　プログラム不良について

　当社の開発したプログラムその他のソフトウェア又はハードウェアに不良箇所が発生した場合、これら当社製品

を使用したサービスの中断・停止やコンテンツ及びユーザーデータの破損等が生じる可能性があります。当社はこ

れら当社製品を納品する前に社内において入念なチェックを行っておりますが、このような事態が発生した場合、

損害賠償や信用力の低下等のリスクが想定され、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 ⑨　システムダウンについて

　当社の事業のうちシステムソリューション事業の一部につきましては、当社のサーバ等を介してサービスの提供

を行っているものがあり、自然災害や事故等により当社のサーバ等が作動不能や停止する可能性があります。

　また、外部からの不正な手段による侵入等の犯罪や当社担当者の過誤等により、重要なデータの消失や流出の可

能性があります。

　このような事態が発生した場合、損害賠償や信用力の低下等のリスクが想定され、当社の業績に影響を与える可

能性があります。 

 ⑩　個人情報の管理について

　当社グループはシステム開発やその運営保守またはサービス事業の遂行過程において、最終ユーザーの個人情報

を取り扱う可能性があります。この点に関しましては、当社において情報セキュリティマネジメントシステムの認

証取得を受ける等のほか、社内管理を徹底しておりますが、万一これらの情報が社外に流出した場合、当社グルー

プへの損害賠償請求や社会的信用の失墜につながる恐れがあり、結果として当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   4,491,863   1,890,336   3,226,588  

２．受取手形及び売掛金   371,875   360,081   545,111  

３．たな卸資産   74,520   147,647   51,583  

４．その他   18,166   76,754   43,360  

貸倒引当金   △15,538   △16,734   △16,901  

流動資産合計   4,940,887 83.3  2,458,086 38.8  3,849,743 58.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※  45,975   284,095   263,363  

２．無形固定資産           

 (1) 連結調整勘定  ―   226,277   ―   

 (2) その他  111,762 111,762  197,475 423,753  152,710 152,710  

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  706,181   3,046,986   2,262,196   

(2) その他  125,829 832,010  124,362 3,171,348  91,334 2,353,530  

固定資産合計   989,748 16.7  3,879,197 61.2  2,769,605 41.8

資産合計   5,930,635 100.0  6,337,283 100.0  6,619,348 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   209,170   176,318   131,590  

２．短期借入金   58,334   90,000   115,334  

３．１年内返済予定長期
借入金

  14,994   30,288   29,760  

４．賞与引当金   7,248   3,000   8,843  

５．その他   98,808   86,399   285,753  

流動負債合計   388,555 6.6  386,005 6.1  571,281 8.6

Ⅱ　固定負債           

１．転換社債型新株予約
権付社債

  2,760,000   ―   900,000  

２．長期借入金   21,559   104,807   95,610  

３．退職給付引当金   12,160   15,712   14,655  

４．その他   18,839   119,100   118,524  

固定負債合計   2,812,558 47.4  239,619 3.8  1,128,789 17.1

負債合計   3,201,114 54.0  625,625 9.9  1,700,070 25.7

          

（少数株主持分）           

少数株主持分   ― ―  47,762 0.7  ― ―

          

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,873,486 31.6  3,261,679 51.4  2,806,287 42.4

Ⅱ　資本剰余金   2,152,930 36.3  3,536,507 55.8  3,084,412 46.6

Ⅲ　利益剰余金   △1,317,063 △22.2  △1,352,155 △21.3  △1,185,909 △17.9

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  28,155 0.5  183,564 2.9  187,063 2.8

Ⅴ　為替換算調整勘定   4,284 0.0  48,869 0.8  41,550 0.6

Ⅵ　自己株式   △12,272 △0.2  △14,570 △0.2  △14,127 △0.2

資本合計   2,729,521 46.0  5,663,895 89.4  4,919,277 74.3

負債、少数株主持分及
び資本合計

  5,930,635 100.0  6,337,283 100.0  6,619,348 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   724,313 100.0  1,274,934 100.0  2,314,889 100.0

Ⅱ　売上原価   465,031 64.2  870,205 68.3  1,275,974 55.1

売上総利益   259,281 35.8  404,729 31.7  1,038,914 44.9

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※１  223,141 30.8  571,719 44.8  686,309 29.7

営業利益又は営
業損失（△）

  36,140 5.0  △166,990 △13.1  352,605 15.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  351   224   657   

２．受取配当金  275   600   277   

３．為替差益  ―   885   ―   

４．その他  ― 626 0.1 1,073 2,783 0.2 711 1,646 0.1

Ⅴ　営業外費用           

  １．支払利息  ―   3,658   3,124   

２．創立費償却  ―   971   ―   

３．開業費償却  3,871   ―   4,110   

４．新株発行費  8,731   3,277   17,144   

５．社債発行費  7,380   ―   7,380   

６．企業買収関連費
用

 12,793   ―   12,793   

７．為替差損  3,201   ―   30,782   

８．その他  ― 35,977 5.0 390 8,298 0.6 1 75,335 3.3

経常利益又は経
常損失（△）

  789 0.1  △172,505 △13.5  278,915 12.0

 Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却
益

※２ ―   ―   19,650   

 ２．貸倒引当金戻入
益

 ―   166   512   

 ３．持分変動利益  ― ― ― 9,000 9,166 0.7 ― 20,162 0.9

Ⅶ　特別損失           

  １．固定資産除却損 ※３ ―   2,654   297   

２．本社移転費用  3,597   ―   23,850   

３．関係会社出資金
評価損

 ―   9,496   23,174   

４．固定資産臨時償
却費

※４ ―   11,514   ―   

５．連結調整勘定償
却額

 1,713,705 1,717,302 237.1 ― 23,665 1.9 1,713,705 1,761,027 76.1

税金等調整前中
間（当期）純損
失

  1,716,513 △237.0  187,003 △14.7  1,461,949 △63.2

法人税、住民税
及び事業税

 1,507   8,720   151,849   

法人税等調整額  9,463 10,971 1.5 △29,240 △20,520 △1.6 △17,467 134,381 5.8

少数株主損失   ― ―  237 0.1  ― ―

中間（当期）純
損失

  1,727,485 △238.5  166,245 △13.0  1,596,331 △69.0

          

12



(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 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   1,030,471  3,084,412  1,030,471

Ⅱ　資本剰余金増加高        

１．新株予約権行使によ
る新株式の発行

 1,122,459 1,122,459 452,095 452,095 2,053,941 2,053,941

Ⅲ　資本剰余金中間期末
（期末）残高

  2,152,930  3,536,507  3,084,412

       

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   410,421  △1,185,909  410,421

Ⅱ　利益剰余金減少高        

１．中間（当期）純損失  1,727,485 1,727,485 166,245 166,245 1,596,331 1,596,331

Ⅲ　利益剰余金中間期末
（期末）残高

  △1,317,063  △1,352,155  △1,185,909
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純損失  △1,716,513 △187,003 △1,461,949

　減価償却費  14,026 53,482 43,519

　連結調整勘定償却額  1,713,705 20,570 1,713,705

　貸倒引当金の増減額  230 △166 1,593

  賞与引当金の増減額  ― △5,843 1,595

  退職給付引当金の増減額  ― 1,056 2,495

  受取利息及び受取配当金  △626 △957 △934

  支払利息  ― 3,658 3,124

　為替差損益  202 ― △367

　新株発行費  8,731 3,277 17,144

　社債発行費  7,380 ― 7,380

　開業費償却  3,871 ― 4,110

　企業買収関連費用  12,793 ― 12,793

固定資産臨時償却費  ― 11,514 ―

  関係会社出資金評価損  ― 9,496 23,174

　売上債権の増減額  △22,330 187,289 △199,267

　たな卸資産の増減額  △10,254 △95,754 12,682

　仕入債務の増減額  65,735 44,728 △14,050

　未収消費税等及び未払消費税等の増減額  △16,505 △8,521 △11,577

　その他  17,141 △63,277 84,829

小計  77,586 △26,451 240,000

　利息及び配当金の受取額  626 824 936

  利息の支払額  ― △4,426 △3,500

　法人税等の支払額  △131,226 △149,535 △133,836

　　営業活動によるキャッシュ・フロー  △53,013 △179,587 103,599
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

　投資有価証券の取得による支出  △443,781 △790,690 △1,731,796

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出

 △1,185,474 △226,447 △1,185,474

有形固定資産の取得による支出  △1,157 △37,726 △240,536

無形固定資産の取得による支出  △53,730 △40,344 △84,155

営業譲受による支出  △450,000 △45,000 △450,000

企業買収関連費用の支出  △5,136 ― △12,793

敷金保証金の差入による支出  △46,043 △43,217 △46,073

敷金保証金の回収による収入  ― ― 3,706

その他  △13,846 △23,577 △14,336

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,199,169 △1,207,002 △3,761,459

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

 　　 短期借入金の増減額  ― △25,334 57,000

 　　 長期借入れによる収入  ― 100,000 110,000

 　　 長期借入金の返済による支出  ― △90,275 △21,183

転換社債型新株予約権付社債の発行に
よる収入

 4,992,620 ― 4,992,620

少数株主の払込による収入  ― 57,000 ―

株式の発行による収入  8,948 7,359 13,126

自己株式の取得による支出  △6,472 △443 △8,327

その他  △7,840 △4,381 △16,147

　　財務活動によるキャッシュ・フロー  4,987,256 43,925 5,127,088

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △202 6,412 367

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  2,734,871 △1,336,252 1,469,596

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,756,991 3,226,588 1,756,991

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※ 4,491,863 1,890,336 3,226,588
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前連結会計年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

(1）連結子会社の数　４社

　　連結子会社の名称

　　Winnow Technologies Inc.

　　(株)エスエス研究所

　　(株)NTCホールディングス

　　スカイメディア(株)　

Winnow Technologies Inc.に

ついては、当中間連結会計期間

において、新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。

　(株)エスエス研究所、(株)

NTCホールディングス、スカイメ

ディア(株)については、当中間

連結会計期間において株式の取

得によって子会社としたため、

連結の範囲に含めております。

　なお、(株)エスエス研究所、

(株)NTCホールディングス、スカ

イメディア(株)については、平

成17年２月28日を当社による支

配獲得日とみなして連結財務諸

表を作成しております。した

がって当該３社につきましては

平成17年２月28日現在の貸借対

照表のみを連結しております。  

(1）連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

Winnow Technologies Inc.

(株)エスエス研究所

(株)NTCホールディングス

(株)インクルーズ

(有)Mobile１

(有)１８

(株)コネクトリプロ

(有)Mobile１、(有)１８につ

いては、当中間連結会計期間に

おいて持分の取得によって子会

社としたため、連結の範囲に含

めております。

  (株)コネクトリプロについて

は、当中間連結会計期間におい

て新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。

　なお、スカイメディア(株)は、

平成18年２月13日に社名変更し、

(株)インクルーズとなっており

ます。

 

 

 (1）連結子会社の数　４社

　　連結子会社の名称

　　Winnow Technologies Inc.

　　(株)エスエス研究所

　　(株)NTCホールディングス

　　スカイメディア(株)　

 Winnow Technologies Inc.に

ついては、当連結会計年度にお

いて新たに設立したため、連結

の範囲に含めております。

　(株)エスエス研究所、(株)

NTCホールディングス、スカイメ

ディア(株)については、当連結

会計年度において株式の取得に

よって子会社としたため、連結

の範囲に含めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(2) 非連結子会社の名称等

恒接信息科技（上海）有限公司

（連結の範囲から除いた理由）

恒接信息科技（上海）有限公

司は小規模会社であり、総資産、

売上高、中間純損失及び利益剰

余金等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

ないためであります。

(2) 非連結子会社の名称等

恒接信息科技（上海）有限公司

（連結の範囲から除いた理由）

同左

 (2) 非連結子会社の名称等

恒接信息科技（上海）有限公司

 （連結の範囲から除いた理由）

 恒接信息科技（上海）有限公

司は、小規模会社であり、総資

産、売上高、当期純損失及び利

益剰余金等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

ないためであります。 

２．持分法の適用に関す

る事項

持分法を適用していない非連

結子会社（恒接信息科技（上

海）有限公司）は、中間純損失

及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の

適用から除外しております。

同左  持分法を適用していない非連

結子会社（恒接信息科技（上

海）有限公司）は、当期純損失

及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の

適用から除外しております。
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前連結会計年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項

　連結子会社のうちWinnow 　

Technologies Inc.の中間決算日

は12月31日であります。中間連

結財務諸表の作成にあたっては、

同中間決算日現在の財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っており

ます。

　また、(株)エスエス研究所の

中間決算日は９月30日、スカイ

メディア(株)の中間決算日は１

月31日でありますが、当中間連

結会計期間においては、支配獲

得日とみなしている平成17年２

月28日現在の貸借対照表のみを

連結しております。

　なお、(株)NTCホールディング

スの中間決算日は、中間連結決

算日と一致しております。

　連結子会社のうちWinnow 　

Technologies Inc.の中間決算日

は12月31日、(株)インクルーズ

の中間決算日は１月31日であり

ます。中間連結財務諸表の作成

にあたっては、同中間決算日現

在の財務諸表を使用し、中間連

結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な

調整を行っております。

　また、(株)エスエス研究所の

中間決算日は９月30日、(有)

Mobile１の中間決算日は３月31

日、(有)１８の中間決算日は６

月30日であります。中間連結財

務諸表の作成にあたっては、中

間連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用し

ております。

　なお、(株)NTCホールディング

ス及び(株)コネクトリプロの中

間決算日は、中間連結決算日と

一致しております。

 連結子会社のうちWinnow 　

Technologies Inc.の決算日は６

月30日、スカイメディア(株)の

決算日は７月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたって

は、決算日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

　また、(株)エスエス研究所の

決算日は３月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたって

は、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用

しております。

　なお、(株)NTCホールディング

スの決算日は、連結決算日と一

致しております。

４．会計処理基準に関す

る事項

（イ）重要な資産の評価基準及び評価

方法

 ①　有価証券

　その他有価証券

時価のあるもの

　中間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）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

（イ）重要な資産の評価基準及び評価

方法

  ①　有価証券

　その他有価証券

時価のあるもの

　　  　   同左

 

 

 

 

時価のないもの

　         同左

 

（イ）重要な資産の評価基準及び評価

方法

  ①　有価証券

　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）を

採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

 ②　たな卸資産

a.原材料

　　　 ―――――

  ②　たな卸資産

a.原材料

移動平均法による原価法を採

用しております。

  ②　たな卸資産

a.原材料

 ―――――

 

 b.仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

 b.仕掛品

           同左

 

 b.仕掛品

　       同左

（ロ）重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

  ①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

  　　主な耐用年数

建物　　　　　３～20年

工具器具備品　４～15年

（ロ）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は定

率法を、また在外連結子会社は

当該国の会計基準の規定に基づ

く加速度償却法及び定額法を採

用しております。

 主な耐用年数

建物　　　　　３～40年

工具器具備品　４～15年

（ロ）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は定

率法を、また在外連結子会社は

当該国の会計基準の規定に基づ

く加速度償却法及び定額法を採

用しております。

  　　主な耐用年数

建物　　　　　３～20年

工具器具備品　４～15年

17



項目

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前連結会計年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しております。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売可

能期間（３年以内）、自社利用

のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用して

おります。また、営業権につい

ては、５年間で毎期均等額を償

却しております。

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売可

能期間（３年以内）、自社利用

のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用して

おります。

 ③　長期前払費用

定額法を採用しております。

③　長期前払費用

　　　　同左

 ③　長期前払費用

　　　　　　　 　同左

（ハ）繰延資産の処理方法

①　創立費

 ―――――

 

②　開業費　

支出時に全額費用処理してお

ります。

③　新株発行費　

支出時に全額費用処理してお

ります。

④　社債発行費

  支出時に全額費用処理してお

ります。

（ハ）繰延資産の処理方法

 ①　創立費

　支出時に全額費用処理してお

ります。 

②　開業費　

 ―――――

 

③　新株発行費　

 同左

 

④　社債発行費

―――――

 

（ハ）繰延資産の処理方法

 ①　創立費

  ―――――

 

②　開業費　

 支出時に全額費用処理してお

ります。

③　新株発行費　

 同左

 

④　社債発行費

支出時に全額費用処理してお

ります。 

 （ニ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

（ニ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

（ニ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左 

 ②　賞与引当金　

　一部の連結子会社では従業員

の賞与の支給に備えるため、支

給対象期間を基礎に当中間連結

会計期間の負担に属する支給見

込額を計上しております。  

②　賞与引当金　

　　同左  

 

②　賞与引当金　

　一部の連結子会社では従業員

の賞与の支給に備えるため、支

給対象期間を基礎に当期の負担

に属する支給見込額を計上して

おります。

 ③　退職給付引当金　

　一部の連結子会社では従業員

の退職給付に備えるため、当中

間連結会計期間末の退職給付債

務（簡便法による期末自己都合

要支給額）を計上しております。

③　退職給付引当金　

同左

③　退職給付引当金　

　一部の連結子会社では従業員

の退職給付に備えるため、当連

結会計年度における退職給付債

務（簡便法による期末自己都合

要支給額）を計上しております。
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前連結会計年度

（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

 （ホ）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。

 

 

  

 

（ヘ）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

（ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ヘ）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　 同左

（ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

 

  

  

 

（ヘ）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 

消費税等の会計処理

　 同左

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（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 同左
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会計処理の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号　平成15

年10月31日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はあ

りません。

 ―――――
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

（外形標準課税）

　「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、当中間連結会計期間から

「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4,977千円増加し、営業利益及び経

常利益が4,977千円減少し、税金等調

整前中間純損失が4,977千円増加して

おります。

　　　　　――――― （外形標準課税）

　「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15,319千円増加し、営業利益及び

経常利益が15,319千円減少し、税金

等調整前当期純損失が15,319千円増

加しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

前連結会計年度末
（平成17年８月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額

40,235千円

 

※　有形固定資産の減価償却累計額

77,459千円

 

※　有形固定資産の減価償却累計額

45,815千円

 

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主

なもの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

なもの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

なものは次のとおりであります。

役員報酬 28,370千円

給与手当 63,058千円

支払手数料 40,705千円

旅費交通費 15,476千円

研究開発費 22,804千円

貸倒引当金繰入額 230千円

役員報酬 69,895千円

給与手当 125,930千円

支払手数料 93,005千円

研究開発費 84,814千円

賞与引当金繰入額 582千円

退職給付費用 169千円

連結調整勘定償却

額

 

20,570千円

役員報酬 99,811千円

給与手当 168,330千円

支払手数料 123,005千円

研究開発費 82,991千円

貸倒引当金繰入額 2,105千円

賞与引当金繰入額 1,429千円

退職給付費用 232千円

 ※２　　　　―――――  ※２　　　　―――――  ※２　固定資産売却益の内容は次のと

おりであります。

工具器具備品 19,650千円

 ※３　　　　――――― ※３　固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。

 ※３　固定資産除却損の内容は次のと

おりであります。

ソフトウェア 2,654千円 工具器具備品 297千円

 ※４　　　　――――― ※４　固定資産臨時償却費の内容は次

のとおりであります。

 ※４　　　　―――――

ソフトウェア 11,514千円
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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中間期末残

高と中間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17年２月28日現在）

現金及び預金勘定 4,491,863千円

現金及び現金同等物 4,491,863千円

 （平成18年２月28日現在）

現金及び預金勘定 1,890,336千円

現金及び現金同等物 1,890,336千円

 （平成17年８月31日現在）

現金及び預金勘定 3,226,588千円

現金及び現金同等物 3,226,588千円
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①　リース取引関係

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

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.　借主側

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中間

期末残高相当額

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.　借主側

①　リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

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.　借主側

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)

中間期末
残高相当
額
(千円)

工具器具備
品

31,061 15,219 15,842

合計 31,061 15,219 15,842

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

工具器具備
品

24,769 13,264 11,505

合計 24,769 13,264 11,505

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)

工具器具備
品

34,269 19,175 15,094

合計 34,269 19,175 15,094

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料期末残高相当額

　１年内 7,235千円

　１年超 9,326千円

　合　計 16,561千円

　１年内 6,479千円

　１年超 5,627千円

　合　計 12,106千円

　１年内 6,925千円

　１年超 8,894千円

　合　計 15,820千円

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、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

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 2,949千円

減価償却費相当額 2,548千円

支払利息相当額 351千円

支払リース料 3,936千円

減価償却費相当額 3,589千円

支払利息相当額 245千円

支払リース料 7,336千円

減価償却費相当額 6,505千円

支払利息相当額 678千円

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。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

２.　貸主側

―――――

２.　貸主側

①　リース物件の取得価額、減価償

却累計額、減損損失累計額及び

中間期末残高

２.　貸主側

①　リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び期末残高

取得価額
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

中間期末
残高
(千円)

工具器具備
品

100,000 20,957 79,042

合計 100,000 20,957 79,042

取得価額
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末残高
(千円)

工具器具備
品

66,666 3,075 63,591

合計 66,666 3,075 63,591

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 32,610千円

１年超 49,109千円

合　計 81,720千円

１年内 21,242千円

１年超 42,842千円

合　計 64,085千円

③　受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

③　受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

受取リース料 18,000千円

減価償却費 17,882千円

受取利息相当額 2,302千円

受取リース料 3,000千円

減価償却費 3,075千円

受取利息相当額 418千円

④　利息相当額の算定方法

　利息相当額の各期への配分方

法については、利息法によって

おります。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損

損失はありません。

④　利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券関係

前中間連結会計期間末（平成17年２月28日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 75,000 122,400 47,400

合計 75,000 122,400 47,400

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 583,781

当中間連結会計期間末（平成18年２月28日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 115,000 424,500 309,500

合計 115,000 424,500 309,500

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 2,602,486

非上場転換社債型新株予約権付社債 20,000

前連結会計年度末（平成17年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 115,000 430,400 315,400

合計 115,000 430,400 315,400

２．時価評価されてい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 1,831,796
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③　デリバティブ取引関係

前中間連結会計期間（自平成16年９月１日　至平成17年２月28日）、当中間連結会計期間（自平成17年９月１

日　至平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年９月１日　至平成17年２月28日）

コンテンツ
＆ソリュー
ション事業
（千円）

 
プロダクツ

事業
（千円）

リサーチ＆
コンサル
ティング事

業

（千円）

サービス事業

（千円）

 
計

（千円）

消去又
は全社

（千円）

 
連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する
売上高

271,342 351,737 101,234 ― 724,313 ― 724,313

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高

― ― ― ― ― ― ―

計 271,342 351,737 101,234 ― 724,313 ― 724,313

営業費用 204,173 208,482 52,375 ― 465,031 223,141 688,173

営業利益 67,168 143,255 48,858 ― 259,281 △223,141 36,140

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。

２．各区分に属する主な事業内容

事業区分 事業内容

コンテンツ＆ソリューション事業
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステ

ム開発、サーバ構築、運用等

プロダクツ事業

当社が蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を容易にす

るユーティリティ・ソフト）やライブラリ（プログラムの

集合体）、エンジン（特定の処理を行う際の中心機能）と

いったソフトウエア、プロダクツとして提供する事業及び、

ハードウエアの設計、開発、販売等

リサーチ＆コンサルティング事業

移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサー

ビス展開を検討している企業向けのコンサルティング及び

システム開発等

サービス事業 エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供

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

 
当中間連結会計期間

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能営

業費用の金額
223,141 当社の管理部門に係る費用であります。
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当中間連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）

システムソ
リューショ
ン事業
（千円）

 
プロダクツ

事業
（千円）

コンサル
ティング事

業

（千円）

サービス事業

（千円）

 
計

（千円）

消去又
は全社

（千円）

 
連結

（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する
売上高

541,994 333,246 90,470 309,223 1,274,934 ― 1,274,934

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高

5,022 ― ― 2,070 7,092 △7,092 ―

計 547,016 333,246 90,470 311,293 1,282,026 △7,092 1,274,934

営業費用 531,624 210,308 62,683 312,229 1,116,846 325,078 1,441,924

営業利益 15,391 122,937 27,786 △936 165,179 △332,170 △166,990

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。

　なお、各事業に含まれるプロジェクトの性質が変化してきたことを考慮し、当中間連結会計期間よりコン

テンツ＆ソリューション事業からシステムソリューション事業へ、リサーチ＆コンサルティング事業からコ

ンサルティング事業へ事業区分の名称を変更しております。この変更による影響額はありません。

２．各区分に属する主な事業内容

事業区分 事業内容

システムソリューション事業
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステ

ム開発、サーバ構築、運用等

プロダクツ事業

当社が蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を容易にす

るユーティリティ・ソフト）やライブラリ（プログラムの

集合体）、エンジン（特定の処理を行う際の中心機能）と

いったソフトウエア、プロダクツとして提供する事業及び、

ハードウエアの設計、開発、販売等

コンサルティング事業

移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサー

ビス展開を検討している企業向けのコンサルティング及び

システム開発等

サービス事業 エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供

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

 
当中間連結会計期間

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能営

業費用の金額
332,170 当社の管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

コンテンツ
＆ソリュー
ション事業
（千円）

 
プロダクツ

事業
（千円）

リサーチ＆
コンサル
ティング事

業

（千円）

サービス事業

（千円）

 
計

（千円）

消去又は
全社

（千円）

 
連結

（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する
売上高

1,165,240 716,322 257,049 176,277 2,314,889 ― 2,314,889

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高

― 3,255 ― 2,058 5,313 △5,313 ―

計 1,165,240 719,577 257,049 178,335 2,320,203 △5,313 2,314,889

営業費用 850,743 343,428 89,705 168,064 1,451,942 510,342 1,962,284

営業利益 314,497 376,149 167,343 10,270 868,260 △515,655 352,605

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。

２．各区分に属する主な事業内容

事業区分 事業内容

コンテンツ＆ソリューション事業
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステ

ム開発、サーバ構築、運用等

プロダクツ事業

当社が蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を容易にす

るユーティリティ・ソフト）やライブラリ（プログラムの

集合体）、エンジン（特定の処理を行う際の中心機能）と

いったソフトウエア、プロダクツとして提供する事業及び、

ハードウエアの設計、開発、販売等

リサーチ＆コンサルティング事業

移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサー

ビス展開を検討している企業向けのコンサルティング及び

システム開発等

サービス事業 エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供

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

 
当連結会計年度

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能営

業費用の金額
512,600 当社の管理部門に係る費用であります。

30



ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年９月１日　至平成17年２月28日）、当中間連結会計期間（自平成17年９月

１日　至平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成16年９月１日　至平成17年２月28日）、当中間連結会計期間（自平成17年９月

１日　至平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

　海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

 １株当たり純資産額 71,107.21円

 １株当たり中間純損失

金額
47,735.09円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失であるため記載しておりませ

ん。

 １株当たり純資産額 126,641.07円

 １株当たり中間純損失

金額
3,726.23円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失であるため記載しておりませ

ん。

 １株当たり純資産額 116,706.06円

 １株当たり当期純損失

金額
41,711.25円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、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。

（注）１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（千円） 1,727,485 166,245 1,596,331

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  ―  ― 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
1,727,485 166,245 1,596,331

普通株式の期中平均株式数（株） 36,189 44,615 38,271

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権付社債１種類

（目的となる株式の数

4,046株）、新株予約権３

種類（新株予約権の目的

となる株式の数3,190株）

新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数2,757株）

新株予約権付社債１種類

（目的となる株式の数

2,097.90株）、新株予約

権４種類（新株予約権の

目的となる株式の数3,281

株）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

────── ────── １．　転換社債型新株予約権付社債の

新株への転換

当社が平成16年９月30日に発行

した第１回無担保転換社債型新株

予約権付社債（総額5,000,000千

円）につき、平成17年９月１日付

（700,000千円）、平成17年９月６

日付（200,000千円）で、新株予約

権の権利行使による新株への転換

が行われました。その内容は以下

のとおりであります。

(1)　転換社債型新株予約権付社債

の減少額

 900,000千円

 (2)　資本金の増加額

450,001千円 

 (3)　資本剰余金の増加額

 449,998千円

 (4)　増加した株式の種類及び株数

 普通株式　2,097.90株

 

２．　平成17年11月25日開催の当社第

６期定時株主総会において、ストッ

クオプションとして新株予約権を

発行する決議をいたしました。そ

の概要は次のとおりであります。

 (1)　株主以外の者に対し特に有利

な条件をもって新株予約権を

発行する理由

　当社及び当社子会社の取締

役及び従業員の業績及び企業

価値の向上に対する意欲や士

気を高めるとともに、優秀な

人材を確保することを目的と

し、当社の取締役、監査役、

従業員、社外協力者及び当社

子会社の取締役、監査役、従

業員、社外協力者に対し、新

株予約権を発行するものであ

ります。

 (2)　新株予約権割当の対象者

①　新株予約権割当の対象者

　　当社の取締役、監査役、従

業員、社外協力者及び当社子

会社の取締役、監査役、従業

員、社外協力者
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

────── ────── ②　新株予約権の目的となる株式

の種類及び数

　当社普通株式1,000株を上限

とする。

  なお、本株主総会決議後に

おいて当社が株式の分割また

は併合を行う場合、次の算式

により目的となる株式の数を

調整するものとする。ただし、

かかる調整は、新株予約権の

うち、当該時点で行使されて

いない新株予約権の目的とな

る株式の数について行われ、

調整の結果生じる１株未満の

端株については、これを切り

捨てるものとする。

 調整後株式数=調整前株式数×

　　　　　　　　分割・併合の比率

 ③　新株予約権の総数

　1,000個を上限とする。

（新株予約権１個につき普通

株式１株。ただし、前項に定

める株式の数の調整を行った

場合は、同様の比率で調整を

行う。） 

 ④　新株予約権の発行価額

 　　無償で発行するものとする。

 ⑤　各新株予約権の行使に際して

払い込みをなすべき金額

  新株予約権１個当たりの払

込金額は、次により決定され

る１株当たりの払込金額（以

下「行使価額」という。）に

前項③に定める新株予約権１

個の株式数を乗じた金額とす

る。

　行使価額は、新株予約権の

発行する日の属する月の前月

の各日（取引が成立していな

い日を除く。）における東京

証券取引所における当社普通

株式の終値の平均値に1.05を

乗じた金額とし、１円未満の

端数は切り上げる。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

────── ────── 　ただし、当該金額が発行日

の前日の終値（取引が成立し

ない場合は、その前日の終値）

を下回る場合には、当該終値

とする。

　なお、株式分割又は株式併

合を行う場合は、次の算式に

より行使価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数

は切り上げる。

 

調整後
＝ 

調整前 
× 

１ 

行使価額 行使価額 分割・併合の比率 

 また、新株予約権発行日後

に、時価を下回る価額で新株

の発行又は自己株式の処分を

行う場合（新株予約権、平

成14年４月１日改正前商法

第280条ノ19の規定に基づく

新株引受権及び同改正前商法

第341条ノ８の規定に基づく

新株引受権付社債にかかる新

株引受権の行使による場合を

除く。）は、次の算式により

行使価額は調整され、調整に

より生じる１円未満の端数は

切り上げる。なお、次の算式

において、「既発行株式数」

とは、当社の発行済株式総数

から当社の保有する自己株式

数を控除した数をいうものと

する。

　　　　　　

調整後
＝ 

調整前 

行使価額 行使価額 

既発行 
＋ 

新規発行

株式数 
× 

１株当たり

払込金額 

× 
株式数 新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 

　上記のほか、新株予約権発

行日後に、当社が他社と合併

する場合、会社分割を行う場

合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じ、発

行価額の調整を必要とする場

合には、必要かつ合理的な範

囲で発行価額は適切に調整さ

れるものとする。

35



前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

────── ────── ⑥　新株予約権の権利行使期間

平成18年１月１日から

 平成27年11月25日まで

 ⑦　新株予約権の行使条件

a.　各新株予約権の一部行使

はできないものとする。 

 b.　その他の条件については、

本株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と新

株予約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契約書」

に定めるところによる。

 ⑧　新株予約権の消却事由及び条

件

 a.　当社が消滅会社となる合

併契約書、当社が完全子会

社となる株式交換契約書、

または当社が分割会社とな

る会社分割についての分割

計画書・分割契約書につい

て株主総会の承認（株主総

会の承認を要しない会社分

割の場合は取締役会決議）

がなされたとき、ならびに

株式移転の議案につき株主

総会の決議がなされたとき

は、新株予約権を無償にて

消却することができる。

 b.　新株予約権者が死亡した

場合は、新株予約権を無償

にて消却することができる。

 c.　その他の事由及び消却条

件については、本株主総会

決議及び新株予約権発行に

かかる取締役会決議に基づ

き、別途当社と新株予約権

者との間で締結する「新株

予約権割当契約書」に定め

るところによる。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

────── ────── ⑨　新株予約権の譲渡制限

　新株予約権の譲渡について

は、当社取締役会の承認を要

するものとする。

 ⑩　その他

新株予約権の発行に関する

詳細については、取締役会決

議及び「新株予約権割当契約

書」に定めるところによる。

 

  ３．　スカイメディア株式会社による有

限会社Mobile１、有限会社１８の子

会社化について

　当社の完全子会社であるスカイ

メディア株式会社は、モバイル広

告事業拡大のため、平成17年10月

21日付の取締役会決議に基づき、

平成17年10月24日付でインター

ネットコンテンツ事業を行う有限

会社Mobile１及び有限会社１８を

出資口取得により子会社化するこ

とを決定致しました。なお、取得

資金のうち250,000千円につきまし

ては、当社からの貸付金によって

おります。

 有限会社Mobile１

 (1)　取得した相手会社等の名称

 株式会社Neo Holdings、個人社

員

 (2)　事業内容

インターネットコンテンツ事業 

 (3)　資本金　　　 　　3,000千円

 (4)　出資口の取得日

 平成17年10月24日

 (5)　取得出資口数　　　　　60口

 (6)　取得後持分比率　　　　100%

 (7)　取得対価　　　　77,125千円
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

   有限会社１８

 (1)　取得した相手会社等の名称

 個人社員

 (2)　事業内容

 インターネットコンテンツ事業 

 (3)　資本金　　　 　　3,000千円

 (4)　出資口の取得日 

 平成17年10月24日

  (5)　取得出資口数　　　　　60口

 (6)　取得後持分比率　　  　100% 

 (7)　取得対価　　 　173,830千円
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメント
当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日） 前年同期比（％）

システムソリューション事業 486,426 214.9

プロダクツ事業 128,605 59.9

コンサルティング事業 104,119 174.9

サービス事業 39,470 ―

合計 758,623 151.5

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
 ２．当中間連結会計期間よりコンテンツ＆ソリューション事業からシステムソリューション事業へ、リサーチ＆コンサルティング事業

からコンサルティング事業へ事業区分の名称を変更しております。

(2）受注状況

　当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

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

システムソリューション事業 582,213 244.8 202,737 181.0

プロダクツ事業 269,132 74.5 10,000 53.3

コンサルティング事業 210,565 174.2 128,853 303.7

サービス事業 303,923 ― ― ―

合計 1,365,835 189.6 341,590 197.2

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
 ２．当中間連結会計期間よりコンテンツ＆ソリューション事業からシステムソリューション事業へ、リサーチ＆コンサルティング事業

からコンサルティング事業へ事業区分の名称を変更しております。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメント
当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日） 前年同期比（％）

システムソリューション事業 541,994 199.7

プロダクツ事業 333,246 94.7

コンサルティング事業 90,470 89.4

サービス事業 309,223 ―

合計 1,274,934 176.0

(注)　１．当中間連結会計期間よりコンテンツ＆ソリューション事業からシステムソリューション事業へ、リサーチ＆コンサルティング事業
からコンサルティング事業へ事業区分の名称を変更しております。

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主要な販売先及び当該販売実績の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

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

(株)メディアリング 114,438 15.8 ― ―

(株)第一興商 93,396 12.9 ― ―

３．当中間連結会計期間の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10以上の相手先がないため、

主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合の記載を省略しております。

４．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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