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１．平成18年12月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を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 ％

平成18年６月中間期 535 1.7 △105 － △116 －

平成17年６月中間期 526 △29.7 △124 － △125 －

平成17年12月期 1,142 △21.9 △248 － △251 －

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

平成18年６月中間期 △125 － △1,915 14

平成17年６月中間期 △263 － △4,492 01

平成17年12月期 △452 － △7,552 28

（注）①期中平均株式数 平成18年６月中間期 65,760.5株　平成17年６月中間期 58,627.3株   平成17年12月期 59,981.6株

    ②会計処理の方法の変更 無

  ③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。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

平成18年６月中間期 3,488 1,599 45.9 22,886 62

平成17年６月中間期 1,626 1,398 85.9 22,985 97

平成17年12月期 1,554 1,217 78.3 19,723 66

（注）①期末発行済株式数 平成18年６月中間期 69,892株 平成17年６月中間期 60,832株 平成17年12月期 61,742株

②期末自己株式数 平成18年６月中間期 1,838株 平成17年６月中間期 3,048株 平成17年12月期 3,048株

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～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

通　期 1,430 15 5

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　89円18銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

平成17年12月期 － － － － － －

平成18年12月期（実績） － － － － － －

平成18年12月期（予想） － － － － － －

※　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については、中間決算短信（連結）の添付資料の8ページ「通期の見通し」を参照して下

さい。
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７．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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   539,965   693,071   559,082  

２．受取手形   1,316   105   382  

３．売掛金   255,231   181,721   198,849  

４．たな卸資産   99,693   22,007   74,605  

５．繰延税金資産   49,938   2,755   3,801  

６．その他   44,083   13,094   45,101  

貸倒引当金   △24,677   △12,320   △9,130  

流動資産合計   965,551 59.4  900,435 25.8  872,692 56.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  96,656   87,223   97,999  

２．無形固定資産           

(1)ソフトウェア  118,062   90,210   97,169   

 (2)ソフトウェア仮勘
定

 －   1,650   －   

(3)コンテンツ  54,435   64,786   62,136   

(4)その他  4,867 177,366  4,211 160,858  4,526 163,831  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  14,670   12,099   12,362   

(2)関係会社株式  260,000   2,232,073   260,000   

(3)差入保証金  102,702   70,091   143,215   

(4)その他  12,758   17,966   5,657   

貸倒引当金  △8,951 381,180  △3,562 2,328,668  △4,933 416,301  

固定資産合計   655,204 40.3  2,576,750 73.9  678,132 43.6

Ⅲ　繰延資産   5,644 0.3  11,355 0.3  3,934 0.3

資産合計   1,626,399 100.0  3,488,541 100.0  1,554,759 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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   86,298   46,642   64,382  

２．短期借入金   －   130,000   130,000  

３．未払金   55,503   1,643,846   60,301  

４．未払法人税等   3,931   4,724   8,073  

５．返品調整引当金   7,049   2,985   9,383  

６．その他 ※２  8,281   6,596   5,243  

流動負債合計   161,064 9.9  1,834,795 52.6  277,383 17.9

Ⅱ　固定負債           

 １．社債   50,000   40,000   45,000  

２．退職給付引当金   14,633   13,467   14,139  

３．事業損失引当金   1,199   －   458  

４．繰延税金負債   1,219   686   －  

固定負債合計   67,051 4.1  54,153 1.5  59,597 3.8

負債合計   228,116 14.0  1,888,949 54.1  336,980 21.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   783,900 48.2  － －  788,450 50.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  514,400   －   518,950   

２．その他資本剰余金           

(1)資本準備金減少差
益

 700,000   －   700,000   

(2)自己株式処分差益  12,760   －   12,760   

資本剰余金合計   1,227,160 75.4  － －  1,231,710 79.2

Ⅲ　利益剰余金           

１．任意積立金           

(1)特別償却準備金  2,116   －   2,116   

２．中間(当期)未処理
損失

 543,602   －   733,245   

利益剰余金合計   △541,486 △33.3  － －  △731,129 △47.0

Ⅳ　その他有価証券評価

差額金
  － －  － －  39 0.0

Ⅴ　自己株式   △71,291 △4.3  － －  △71,291 △4.6

資本合計   1,398,282 86.0  － －  1,217,778 78.3

負債資本合計   1,626,399 100.0  － －  1,554,759 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,020,350 29.2  － －

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  －   750,850   －   

(2)その他資本剰余金  －   723,178   －   

資本剰余金合計   － －  1,474,028 42.3  － －

３．利益剰余金           

(1)その他資本剰余金           

特別償却準備金  －   1,357   －   

繰越利益剰余金  －   △858,427   －   

利益剰余金合計   － －  △857,070 △24.6  － －

４．自己株式   － －  △42,989 △1.2  － －

株主資本合計   － －  1,594,318 45.7  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  △197 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  △197 △0.0  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  5,470 0.2  － －

純資産合計   － －  1,599,591 45.9  － －

負債純資産合計   － －  3,488,541 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   526,388 100.0  535,528 100.0  1,142,126 100.0

Ⅱ　売上原価   244,387 46.4  271,875 50.8  517,965 45.3

売上総利益   282,000 53.6  263,652 49.2  624,161 54.7

Ⅲ　販売費及び一般管理

費
※３  406,716 77.3  369,581 69.0  872,397 76.4

　　　営業損失   124,716 23.7  105,928 19.8  248,236 21.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,282 0.4  210 0.1  5,287 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  2,912 0.5  11,077 2.1  8,869 0.8

　　　経常損失   125,346 23.8  116,795 21.8  251,819 22.1

Ⅵ　特別利益           

１．関係会社株式売却益  799   －   799   

２．その他特別利益  － 799 0.1 2,616 2,616 0.5 － 799 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．たな卸資産評価損  71,158   －   73,670   

２．たな卸資産廃棄損  －   －   10,386   

３．固定資産除却損  37,275   7,775   46,408   

４．臨時償却費  12,936   －   3,059   

５．投資有価証券評価損  531   －   531   

６．関係会社株式売却損  12,717   －   13,697   

７．損害賠償和解金  － 134,618 25.5 － 7,775 1.5 3,318 151,071 13.2

税引前中間（当
期）純損失

  259,165 49.2  121,954 22.8  402,090 35.2

法人税、住民税及
び事業税

 1,533   1,961   3,626   

法人税等調整額  2,656 4,189 0.8 2,024 3,985 0.7 47,280 50,907 4.5

中間（当期）純損
失

  263,354 50.0  125,940 23.5  452,998 39.7

前期繰越損失   218,033   －   218,033  

抱合せ株式消却損   62,214   －   62,214  

中間(当期)未処理
損失

  543,602   －   733,245  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
788,450 518,950 712,760 1,231,710 2,116 △733,245 △731,129 △71,291 1,217,739

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 231,900 231,900  231,900     463,800

特別償却準備金の取崩し（千

円）
    △759 759 －  －

中間純損失（千円）      △125,940 △125,940  △125,940

自己株式の処分（千円）   10,418 10,418    28,301 38,720

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
231,900 231,900 10,418 242,318 △759 △125,181 △125,940 28,301 376,579

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,020,350 750,850 723,178 1,474,028 1,357 △858,427 △857,070 △42,989 1,594,318

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
39 39 － 1,217,778

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）    463,800

特別償却準備金の取崩し（千

円）
   －

中間純損失（千円）    △125,940

自己株式の処分（百万円）    38,720

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

△236 △236 5,470 5,233

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△236 △236 5,470 381,813

平成18年６月30日　残高

（千円）
△197 △197 5,470 1,599,591
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 当社は、前会計期間に引き続き、当中

間会計期間においても、105百万円の営

業損失および125百万円の中間純損失を

計上しております。

また、平成18年４月27日付で子会社化

したBeijing Lele Interactive 

Science and Technology Co., Ltd.の

株式取得費用のうち当中間会計期間末

で1,576百万円の未払が残っており、平

成18年７月３日付で子会社化した

Tianjin Century Communication 

Technology Co.,Ltd.、および

Guangzhou Yeahcom Communication 

Technology Co.,Ltd.についても今後そ

れぞれ約10億円、約16億円の株式取得

費用の支払を予定しております。一方、

65ページの「重要な後発事象」に記載

のとおり、当社は平成18年３月７日付

でBBMFグループとの間で締結した資本

業務提携に基づき、同グループに対し

て54,700株の新株予約権を付与いたし

ましたが、平成18年８月11日付で同資

本業務提携を解消したことにより、同

グループは新株予約権行使の権利を喪

失いたしました。これにより、BBMFグ

ループの新株予約権行使による資金調

達は実施出来なくなりました。

当該状況により、当社は「継続企業の

前提に関する開示について」（日本公

認会計士協会監査委員会報告第74号）

に基づき、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在していると判断してお

ります。

営業損失および中間純損失となった主

たる要因としては、前事業年度におい

て、プロダクト事業について、流通形

態の転換に伴う素材集パッケージ・ソ

フト市場全体の縮小が予想以上に速く

進展したため、販売が予定を下回った

こと、またWebコマース事業について、

予定していたシステム開発の進捗が遅

れ、結果として新規サービスが実施で

きなかったことなどにより、売上高が

計画を達成できなかったことによるも

のであります。

当社は、当営業年度において、248百万

円の営業損失および452百万円の当期純

損失を計上する結果となりました。当

該状況により、当社は「継続企業の前

提に関する開示について」（日本公認

会計士協会監査委員会報告第74号）に

基づき、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在していると判断しており

ます。

この主たる要因としては、プロダクト

事業において、流通形態の転換に伴う

素材集パッケージソフト市場全体の縮

小が予想以上に速く進展したため、販

売が予定を下回ったこと、またWebコ

マース事業において、予定していたシ

ステム開発の進捗が遅れ、結果として

新規サービスが実施できなかったこと

などにより、売上高が計画を達成でき

なかったことによるものであります。

当社は、当該状況を解消すべく経営の

再構築を進めております。翌会計年度

に向けての対応策としては、①Webコ

マース事業において、遅延していたシ

ステム開発とコマースサイトのリニュー

アルを実現し、新規サービスの実施等

によって会員数の増大および一人あた

り売上単価の向上を図るとともに、新

規コンテンツ獲得を目的とした業務提

携を推進する、②プロダクト事業にお

いて、販売管理体制を再構築し、製作・

流通・管理コストの削減と将来発生し

得る在庫リスクの低減を図る、などを

検討しており、これらの施策を通じて、

売上および利益の向上を目指してまい

ります。また販売費及び一般管理費に

ついても、プロダクト事業における販

売管理コストの低減のほか、本社事務

所賃借の一部解約による支払家賃の減

少などによって、さらなるコスト削減

を計画しております。

この結果として、当社は、平成18年度

の営業利益の黒字化を見込んでおりま

す。

財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の

影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 当社は、当該状況を解消すべく経営の

再構築を進めております。当事業年度

における対応策としては、Webコマース

事業において、ユーザビリティ向上・

新規サービス投入を目的とした新シス

テムの開発とコマース・サイトのリ

ニューアルに着手いたしました。また、

業務提携による新規コンテンツ獲得を

強化し、会員数の増大および一人あた

り売上単価の向上を図ってまいりま

す。

プロダクト事業においては、本年３月

に締結した㈱イーフロンティアとの業

務提携拡充により、販売管理体制の抜

本的な再構築を図ってまいります。今

後当社が開発する素材集パッケージ・

ソフトについてはほぼ全てのタイトル

について、製造・物流・販売を㈱イー

フロンティアが行い、当社は㈱イーフ

ロンティアへのパッケージ化許諾料を

収益として計上して行くこととなりま

す。これにより、同社の持つ高い営業

力とブランド力を活用した販売展開に

よる販売量増加と安定収益確保を図る

とともに、製作・流通・管理コストの

削減と今後発生し得る在庫リスクの低

減を図ります。

また、販売費及び一般管理費について

も、プロダクト事業における販売管理

コストの低減のほか、本社事務所賃借

の一部解約による支払家賃の減少など

によって、さらなるコスト削減を進め

てまいります。

さらに、モバイル事業においては、本

年４月の中国の有力モバイルコンテン

ツ・プロバイダーであるLeleの子会社

化により、当社グループは今後中国に

おけるモバイル事業展開を進めていく

ためのプラットフォームを確立するこ

とになります。今後は、当社の保有す

る膨大な画像コンテンツをLeleに提供

することによりLeleのプロダクト・レ

ンジを広げるなど、既存事業とモバイ

ル事業のシナジーを追求してまいりま

す。

これらの結果として、当社は、当中間

会計期間において前年同期と比較して

営業赤字の削減を達成しており、また

当事業年度通年での営業利益の黒字化

を見込んでおります。

──────

－ 8 －



前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── また、資金調達に関しては、BBMFグルー

プに代わる新しい戦略パートナーとの

資本業務提携関係を構築するため、現

在複数の候補先との間で、具体的な条

件面での交渉に入っております。

財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の

影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 

──────
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間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、売却原価は総

平均法により算定）

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

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、売却原価は総平均

法により算定）

 時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2)たな卸資産

製品・商品

総平均法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法

(2)たな卸資産

製品・商品

　同左

仕掛品

同左

貯蔵品

同左

(2) たな卸資産

製品・商品

　同左

仕掛品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

 (2)無形固定資産

商標権

定額法(10年)

ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアに

ついては見込販売有効期間（３

年）、自社利用目的のソフト

ウェアについては社内における

見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法

(2)無形固定資産

商標権

同左

ソフトウェア

同左

(2)無形固定資産

商標権

同左

ソフトウェア

同左

 コンテンツ

定額法（３年）

コンテンツ

同左

コンテンツ

同左

 (3)長期前払費用

定額法

(3)長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

同左

 (4)少額減価償却資産

取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については３年間の

均等償却

(4)少額減価償却資産

同左

(4)少額減価償却資産

同左

－ 10 －



項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

３．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。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

 (2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務（期末自己都合退職金要支

給額の100％）の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。

(2)退職給付引当金

同左

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

期末自己都合退職金要支給額を

退職給付債務として計上してお

ります。

 (3)返品調整引当金

製品の返品による損失に備える

ため、返品予測高に対する売買

利益相当額を計上しております。

(3)返品調整引当金

同左

(3)返品調整引当金

同左

 (4)事業損失引当金

事業の撤退による損失に備える

ため、 将来負担することが見

込まれる損失見込額を計上して

おります。

(4)　　　 ──────

 

(4)事業損失引当金

事業の撤退による損失に備える

ため、 将来負担することが見

込まれる損失見込額を計上して

おります。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間会計

期間末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。

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

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。

５．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 同左

６．その他中間財務諸表（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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間から「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

準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準

適用指針第6号）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。

──────

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の

分の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第5号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第8号　平成

17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,594,121千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

──────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

（中間個別貸借対照表）

「差入保証金」は、前中間会計期間末は、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において

資産の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前中間会計期間末の「差入保証金」の金額は51,190千円であ

ります。

──────

追加情報

 該当事項はありません。

注記事項

　（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　      118,202千円         123,811千円         122,019千円

※２　消費税等の表示方法

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

※２　消費税等の表示方法

同左

※２　　　　──────

 

　３　当社は運転資金の効率的な調達を行な

　　　う為、㈱ＵＦＪ銀行とコミットメント

　　　ライン設定契約を締結しております。

　　　この契約に基づく当中間会計期間末現

　　　在の借入実行状況は次のとおりであり

　　　ます。

   （1)コミットメントの総額：150,000千円

　  (2)借入未実行残高：　    150,000千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　３　　　　──────　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　３　当社は運転資金の効率的な調達を行な

　　　う為、㈱ＵＦＪ銀行とコミットメント

　　　ライン設定契約を締結しております。

　　　この契約に基づく当事業年度末現在の

　　　借入実行状況は次のとおりでありま

　　　す。

   （1)コミットメントの総額：150,000千円

　  (2)借入未実行残高：　     20,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１　営業外収益の主要科目 ※１　営業外収益の主要科目 ※１　営業外収益の主要科目

為替差益 2,024千円

受取利息 226千円

受取利息 65千円 為替差益 4,889千円

受取利息 307千円

※２　営業外費用の主要科目 ※２　営業外費用の主要科目 ※２　営業外費用の主要科目

支払利息 1,105千円

新株発行費償却  1,051千円

開発費償却 399千円

為替差損 7,088千円

新株発行費償却 2,455千円

支払利息 744千円

投資分配損 2,834千円

支払利息 2,368千円

新株発行費償却 2,102千円

開発費償却 799千円

社債発行費償却 516千円

※３　研究開発費の総額

販売費及び一般管理費に含まれる研究

開発費

※３　研究開発費の総額

販売費及び一般管理費に含まれる研究

開発費

※３　研究開発費の総額

販売費及び一般管理費に含まれる研究

開発費

  　　　　　　　   4,624千円   　　　　　　　   9,300千円 　　 　　　　　　　7,987千円

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額

有形固定資産   23,658千円

無形固定資産 53,809千円

有形固定資産 11,435千円

無形固定資産 41,336千円

有形固定資産 28,572千円

無形固定資産 99,794千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） 3,048 － 1,210 1,838

合計 3,048 － 1,210 1,838

（注）普通株式の自己株式の減少1,210株は、新株予約権の行使による自己株式の移転による減少であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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

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

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

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

 
工具器具備
品

合計

取得価額相当
額
（千円）

5,896 5,896

減価償却累計
額相当額
（千円）

4,964 4,964

中間期末残高
相当額
（千円）

931 931

 
工具器具備
品

合計

取得価額相当
額
（千円）

3,709 3,709

減価償却累計
額相当額
（千円）

247 247

中間期末残高
相当額
（千円）

3,462 3,462

 
工具器具備
品

合計

取得価額相当
額
（千円）

3,897 3,897

減価償却累計
額相当額
（千円）

3,507 3,507

期末残高相当
額
（千円）

389 389

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 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内      1,018千円

１年超      0千円

合計      1,018千円

１年内 717千円

１年超 2,755千円

合計 3,472千円

１年内 429千円

１年超 －千円

合計 429千円

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、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      660千円

減価償却費相当額      589千円

支払利息相当額   31千円

支払リース料 477千円

減価償却費相当額 442千円

支払利息相当額 27千円

支払リース料 2,060千円

減価償却費相当額 1,863千円

支払利息相当額 55千円

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

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成17年12月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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　（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 1．当社は、平成18年６月７日開催の

臨時取締役会において、中国・アジ

ア地域でのモバイルコンテンツ事業

展開の拡大に伴い、同地域での経理

および業務の管理・監督を目的とし

た地域統括子会社DEX Asia Limited

の設立を決議し、平成18年７月３日

付で同社を設立いたしました。

(1）DEX Asia Limitedの概要

①会社の目的

・中国・東南アジア地域で当社が

買収した会社の管理・統括（人

員の派遣も含む）

・新規買収案件の調査

・中国・東南アジア地域でのモバ

イルコンテンツ事業に関しての

情報収集

・同地域名関連会社の中間持株会

社機能

②会社の概要

本拠地　　：香港

登記住所　：British Virgin 

Islands

株主　　　：当社（100％）

資本金　　：462百万円

代表者　　：リン ハウ アルバー

ト

従業員　　：当初は2～3名程度

設立年月日：平成18年７月３日

　当社は、平成18年３月７日開催の取

締役会において、下記のとおり第三

者割当による新株式発行および新株

予約権の発行を決議いたしました。

また、平成18年３月29日付で新株式

の発行価額および新株予約権の発行

価額が払い込まれました。

(1）新株および新株予約権の発行理由

当社は既存のイラスト等デザイン用

デジタルコンテンツの製作・ネット

販売事業を展開しており「具満タ

ン」シリーズなど業界のデファクト

スタンダードともいえる製品を送り

出してまいりました。一方で、財務

的には、プロダクト事業における売

り上げの伸び悩み等により平成17年

12月期には連結ベースで1,415百万

円（前年同四半期比37.6%減）の売

上にもかかわらず269百万円の営業

損失、273百万円の経常損失、470百

万円の純損失を計上するなど、非常

に厳しい状況が続いておりまし

た。

このような状況下、当社が今後の業

績回復およびその拡大を達成するた

めには、新たな事業の核が必要であ

ると認識し、モバイルコンテンツ市

場への参入を視野に入れて、昨年12

月にはBBMFグループの人員を含む複

数の取締役を迎え入れるとともに、

新たな代表取締役を選任致しました。

その後も、有力企業との業務提携お

よび人員の拡充や国内外におけるM&A

を含めた新たな事業開発などの積極

的な投資が有効であるとの認識に基

づき、引続き業務提携・資本増強に

ついて複合的に検討しておりました

が、今回、BBMFグループと業務全般

に関する包括的な業務提携を行い、

加えて第三者割当増資に応じていた

だくことが最善であるとの結論に至

りました。

今回の第三者割当により調達する資

金（新株発行および新株予約権発行

による調達額約468百万円。予定額）

につきましては、M&Aを含む新事業

開発投資および運転資金に充当する

予定であり、新規コア事業であるモ

バイルコンテンツ事業その他の関連

成長分野におけるM&Aを通じた国内

外における市場開拓等により経営基

盤の強化および拡大が図れるものと
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 2．当社は、平成18年６月12日開催の

臨時取締役会において、当社の

100％子会社である地域統括会社DEX 

Asia Limitedを通じて、中国の有力

モバイルコンテンツ・プロバイダー

であるTianjin Century 

Communication Technology 

Co.,Ltd.の持株会社であるCentury 

Star Field Limitedの全株式を取得

し子会社することを決議し、平成18

年７月３日付で株式の受渡を完了い

たしました。

(1）取得の理由

当社は、新たな事業の核としてモバ

イルコンテンツ事業確立に向け積極

的に取り組んでおりますが、このた

び中国天津市に本拠を置く有力モバ

イルコンテンツ・プロバイダー

Tianjin Century Communication 

Technology Co.,Ltd.（以下Century

という）を子会社化いたしました。

同社の強みは、その技術力、開発力

にあり、SMS（ショート・メッセー

ジ・サービス）とWAP（ワイヤレス・

アプリケーション・プロトコル）、

IVR（インタラクティブ・ボイス・

レスポンス）等のサービスを組み合

わせたプラットフォーム横断的な新

規プロダクト開発・提供に力を入れ

ております。

当社は、インターネットでのモバイ

ルコンテンツ・ダウンロードサイト

運営会社Beijing Lele 

Interactive Science and 

Technology Co., Ltd.（以下Leleと

いう）の子会社化に引き続きCentury

を子会社化することで、同国におけ

るモバイルコンテンツ事業基盤を一

層強化することとなります。マーケ

ティング力に強みを持つLeleと開発

力に強みを持つCenturyを当社傘下

で互いにパートナーとすることで、

将来に向けての大きなシナジー効果

を見込めるものと考えております。

考えています。また、将来に亘る新

株予約権行使による調達額約3,715

百万円（予定額）についても同様で

す。

BBMFグループは世界20カ国・地域以

上でモバイルコンテンツの製作・配

信をしており、国内ではNTTドコモ、

AU、ボーダフォンの３社すべてにモ

バイルコンテンツを配信しておりま

す。特にモバイルゲームの分野では

リーディングカンパニーのひとつで

あり、同グループとの戦略的業務・

資本提携は当社がモバイルコンテン

ツ市場に参入するにあたり大きく資

するものであると考えます。当社は

今回の同グループとの資本提携およ

び業務提携が大きな効果を生み、当

社の株主価値が最大化されることを

期待しております。

(2）第三者割当による新株式発行の概

要

①新株予

約権の

目的た

る株式

の種類

及び数

当社普通株式　54,700株

なお、当社が株式分割ま

たは株式併合を行う場合、

次の算式により目的たる

株式の数を調整するもの

とする。ただし、かかる

調整は本件新株予約権の

うち、当該時点で権利行

使していない新株予約権

の目的たる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端

数は切り捨てる。

調整後
株式数

＝
調整前
株式数

×
分割・併
合の比率

また、発行日後に、当社

が他社と吸収合併もしく

は新設合併を行い新株予

約権が承継される場合、

当社が完全子会社となる

株式交換もしくは株式移

転を行い新株予約権が承

継される場合、または人

的分割をする場合、当社

は、合併比率等に応じ必

要と認める株式数の調整

を行うものとする。
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── (2）取得する子会社の概要

①商号：

　Century Star Field Limited

②代表者：

　HUANG,Guo Qiang

③登記住所：

　British Virgin Islands

④設立年月日：

　平成18年５月１日

⑤主な事業の内容：

　モバイルコンテンツ・プロバイ

ダーであるTianjin Century 

Communication Technology 

Co.,Ltd.の持株会社

⑥決算期：

　12月31日

⑦発行済株式総数：

　普通株１株

⑧当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。 

(3）Centuryの概要

①商号：

　Tianjin Century Communication 

Technology Co.,Ltd.

②代表者：

　HUANG,Guo Qiang

③所在地：

　中国天津市

④設立年月：

　平成13年11月

⑤主な事業の内容：

　モバイルコンテンツの配信

⑥決算期：

　12月31日

⑦資本の額：

　10.1百万元（約148百万円）

⑧従業員数：

90名

⑨当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。 

⑩直近事業年度の業績の動向

　（平成17年12月期）

 百万人民元 百万円

 売上高 46.5 674.3

 経常利益 16.7 242.2

 当期純利益 16.1 233.5

 総資産 32.0 464.0

 株主資本 21.2 307.4

 (注)1人民元＝14.5円にて換算。未監査。

②発行す

る新株

予約権

の総数

5,470個（各新株予約権の

目的たる株式数は10株。

但し、本要項１に定める

株式数の調整を行った場

合には、同様の調整を行

う。）

③各新株

予約権

の発行

価額

金1,000円とする（一株

につき金100円）

④新株予

約権の

払込期

日

平成18年３月29日

⑤各新株

予約権

の行使

に際し

て払込

をなす

べき金

額

本新株予約権１個の行使

に際して払込をすべき額

は、行使価額（以下に定

義する。）に各新株予約

権の目的となる株式数を

乗じた額とする。

本新株予約権の行使に際

して株式１株当たりの払

込金額（以下「行使価

額」という。）は、当初

金68,000円とする。

なお、本新株予約権発行

後、当社が、株式分割、

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

ずる１円未満の端数は切

り上げる。

調整後
行使価
額

＝
調整前
行使価
額

×

1

分割・
併合の
比率
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── (4）DEX Asia Limitedによる取得株式

数および取得前後の所有株式の状況

取得前の所有株式数：

　－株（所有割合－％）

取得株式数：

　１株

取得後の所有株式数：

　１株（所有割合100.0％）

(5）株式の取得先

①商号：

　Century Wireless Limited

　（100％）

②代表者：

　HUANG,Guo Qiang

③登記住所：

　British Virgin Islands

④主な事業の内容：

　投資事業

⑤当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。

(6）日程

平成18年４月14日

　事前合意書締結

平成18年６月12日

　株式譲渡契約書締結

平成18年７月３日

　株式受渡

(7）今後の見通し

中国の携帯電話総数は平成17年末現

在で約4億台と推計されていますが、

近い将来6億台にまで達するものと

見込まれます。このような状況の下、

同国における携帯電話向け付加価値

サービスについても高成長の持続が

見込まれております。当社は引き続

き、Leleを中核とし、モバイルコン

テンツ・プロバイダーとの提携を進

めることで、モバイル関連事業の推

進、および当社資源の有効的活用を

進めて行く予定です。

当社は、本事業年度においてCentury

を完全子会社化いたしましたが、現

時点においてCenturyからの配当方

針等のグループ戦略を検討中である

ため、単体業績に与える影響は未確

定であります。

また、当社が時価を下回

る価額で新株を発行し、

または自己株式を処分す

る場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調

整による１株未満の端数

は切り上げる。但し、算

式中の「既発行株式数」

には、当社が保有する自

己株式を含まない。

既発

行株

式数

＋

新規

発行

(処

分)株

式数

×

１株

当り

の払

込価

額

調整

後行

使価

額

＝

調整

前行

使価

額

×

新規発行(処

分)前の株価

既発行株式数＋新

規発行(処分)株式

数

このほか、本新株予約権

を発行する日の後に、当

社が他社と吸収合併もし

くは新設合併を行い新株

予約権が承継される場合、

当社が完全子会社となる

株式交換もしくは株式移

転を行い新株予約権が承

継される場合、又は人的

分割をする場合、当社は、

合併比率等に応じ合理的

な範囲で行使価額を調整

するものとする。

⑥新株予

約権を

行使す

ること

を得べ

き期間

平成18年３月30日から平

成21年３月29日までとし、

消却の公告があった場合、

消却の前日までとする。

但し、行使期間の最終日

が銀行営業日でない場合

には、その前銀行営業日

を最終日とする。

⑦新株予

約権の

行使の

条件

①本件新株予約権の行使

は１新株予約権単位

（新株予約権１個）で

行うものとし、各新株

予約権の一部行使は認

められないものとする。
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 3．当社は、平成18年６月23日開催の

臨時取締役会において、当社の

100％子会社である地域統括会社DEX 

Asia Limitedを通じて、中国の有力

モバイルコンテンツ・プロバイダー

であるGuangzhou Yeahcom 

Communication Technology 

Co.,Ltd.の持株会社である

Linktech Technologies Ltd.の全株

式を取得し子会社することを決議し、

平成18年７月３日付で株式の受渡を

完了いたしました。

(1）取得の理由

当社は、従来からの主力事業である

デザイン事業に加えて、成長著しい

中国、東南アジア地域での携帯電話

向けコンテンツ配信事業、IT事業を

新たな事業の核と位置付けており、

先般完全子会社化を発表いたしまし

たモバイルコンテンツ・ダウンロー

ドサイト運営会社Beijing Lele 

Interactive Science and 

Technology Co., Ltd.（以下Leleと

いう）を軸に中国国内事業の構築を

急いでおります。

Guangzhou Yeahcom Communication 

Technology Co.,Ltd.（以下GYCTと

いう）は、SMS（ショート・メッセー

ジ・サービス）、MMS（マルチメディ

ア・メッセージング・サービス）、

WAP（ワイヤレス・アプリケーショ

ン・プロトコル）、IVR（インタラ

クティブ・ボイス・レスポンス）等、

携帯電話向けの高付加価値サービス

を主要な事業とし、平成17年末現在

で570千人の月間有料会員を有して

おります。特にSMSに関しては、中

国の二大移動通信キャリアである

China MobileおよびChina Unicomの

両社より中国全土でのサービスライ

センスを取得しております。

本買収により、Leleを中心とする当

社モバイルコンテンツ事業の華南地

域での有力コンテンツ・プロバイ

ダーを確保することとなり、事業規

模・サービス地域の拡大のみならず、

収益面でも大きく寄与するものと期

待されます。

②権利者が１個または複

数の本件新株予約権を

行使した場合に、当該

行使により当該権利者

に対して発行される株

式数は整数（会社が単

元株制度を導入した場

合には、一単元の株式

数の整数倍）でなけれ

ばならず、１株（会社

が単元制度を導入した

場合は一単元の株式

数）未満の部分につい

ては株式は割り当てら

れないものとする。

③権利者は、行使しよう

とする日の前日までに

会社の指定する行使請

求書を会社に提出した

場合に限り、本件新株

予約権を行使すること

が出来るものとする。

⑧新株予

約権の

消却事

由及び

消却の

条件

①権利者が本新株予約権

に関して当社と締結し

た契約が解除され又は

終了した場合（当社が

解除事由に該当するこ

とにより権利者が解除

した場合を除く。）に

は、会社は当該本件新

株予約権を新株予約権

１個あたりの発行価額

をもって消却すること

ができる。

②権利者が本件新株予約

権を放棄した場合、当

社は当該本件新株予約

権を無償で消却するこ

とができる。

⑨譲渡制

限

本件新株予約権を譲渡す

るには、当社取締役会の

承認を要する。

⑩新株予

約権証

券の発

行

新株予約権証券は、権利

者の請求があるときに限

り発行する。なお、新株

予約権証券を発行する場

合において、各新株予約

権証券が表章する新株予

約権の個数は、各新株予

約権証券の定めるところ

による。
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── (2）取得する子会社の概要

①商号：

　Linktech Technologies Ltd.

②代表者：

　Chen Junfeng

③登記住所：

　British Virgin Islands

④設立年月日：

　平成18年４月18日

⑤主な事業の内容：

　モバイルコンテンツ・プロバイ

ダーであるGuangzhou Yeahcom 

Communication Technology 

Co.,Ltd.の持株会社

⑥決算期：

　12月31日

⑦発行済株式総数：

　普通株１株

⑧当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。 

(3）GYCTの概要

①商号：

　Guangzhou Yeahcom 

Communication Technology 

Co.,Ltd.

②代表者：

　Chen Junfeng

③所在地：

　中国広州市

④設立年月：

　平成15年１月

⑤主な事業の内容：

　China MobileおよびChina Unicom

携帯電話向け付加価値（WVAS）コ

ンテンツ・プロバイダー

⑥決算期：

　12月31日

⑦資本の額：

　10百万元（約139百万円）

⑧従業員数：

70名

⑨当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。 

⑩直近事業年度の業績の動向

　（平成17年12月期）

 百万人民元 百万円

 売上高 26.1 363.0

 売上総利益 14.9 206.0

 販管費 5.4 74.5

 当期純利益 9.1 127.0

 (注)1人民元＝13.9円にて換算。未監査。

⑪新株予

約権の

行使に

より発

行する

新株の

発行価

額中、

資本に

組み入

れない

額

当該新株の発行価額に0.5

を乗じた金額とする。た

だし、計算の結果、１円

未満の端数が生じる場合

には、その端数を切り捨

てた額とする。

⑫新株予

約権の

行使に

より発

行する

新株に

対する

配当金

本新株予約権の行使によ

り交付された当社普通株

式の配当金又は商法第293

条ノ５に定められた金銭

の分配（中間配当金）に

ついては、本新株予約権

の行使が１月１日から６

月30日までの間になされ

たときは１月１日に、７

月１日から12月31日まで

の間になされたときは７

月１日に、それぞれ当社

普通株式の交付があった

ものとみなしてこれを支

払う。

会社法に基づく剰余金の

配当（会社法第454条５項

に規定された金銭の分配

である中間配当金を含

む。）については、当該

配当を受領する権利を有

する株主を確定するため

の基準日以前に本件新株

予約件の行使請求により

交付された当社普通株式

を、当該基準日において

発行済みの他の当社普通

株式（会社が保有する当

社の普通株式を除く。）

と同様に取り扱うものと

する。
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── (4）DEX Asia Limitedによる取得株式

数および取得前後の所有株式の状況

取得前の所有株式数：

　－株（所有割合－％）

取得株式数：

　１株

取得後の所有株式数：

　１株（所有割合100.0％）

(5）株式の取得先

①商号：

　Yeahcom Limited（51％）

　Jasper Dragon Holdings Limited

（49％）

②代表者：

　Yeahcom Limited：Chen Junfeng

　Jasper Dragon Holdings 

Limited：Dhen Jianfang

③登記住所：

　British Virgin Islands

④主な事業の内容：

　投資事業

⑤当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。

(6）日程

平成18年５月22日

　事前合意書締結

平成18年６月28日

　株式譲渡契約書締結

平成18年７月３日

　株式受渡

(7）今後の見通し

中国の携帯電話総数は平成17年末現

在で約4億台と推計されていますが、

近い将来6億台にまで達するものと

見込まれます。このような状況の下、

同国における携帯電話向け付加価値

サービスについても高成長の持続が

見込まれております。当社は引き続

き、Leleを中核とし、モバイルコン

テンツ・プロバイダーとの提携を進

めることで、モバイル関連事業の推

進、および当社資源の有効的活用を

進めて行く予定です。

当社は、本事業年度においてGYCTを

完全子会社化いたしましたが、現時

点においてGYCTからの配当方針等の

グループ戦略を検討中であるため、

単体業績に与える影響は未確定であ

ります。

⑬割当対

象者、

及び対

象者に

割当て

るべき

新株予

約権の

数

第三者割当の方法により、

次の通り割り当てる。

SCD Swiss Content ＆ 　

Design Holding GmbH　

　5,470個

⑭株式交

換及び

株式移

転時の

取扱

当社が完全子会社となる

株式交換又は株式移転を

行う場合は、本件新株予

約権にかかる義務を、当

該株式交換又は株式移転

により完全親会社に承継

させる。但し、当該株式

交換にかかる株式交換契

約書又は当該株式移転に

かかる株主総会決議にお

いて、承継される新株予

約権について次の方針に

沿った内容の定めがなさ

れた場合に限る。なお、

会社法施行日をもって、

本新株予約権にかかる義

務の承継については完全

親会社の新株予約権の交

付として、必要な読み替

えを行うものとする。

①目的たる完全親会社の

株式の種類

完全親会社の普通株式

②目的たる完全親会社の

株式の数

株式交換又は株式移転

の比率に応じて調整す

る。調整後の１株未満

の端数は切り上げる。

③権利行使に際して払い

込むべき金額

株式交換又は株式移転

の比率に応じて調整す

る。調整後の１円未満

の端数は切り捨てる。
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 4．当社は、平成18年８月11日開催の

当社取締役会において、BBMFグルー

プとの間で締結している資本業務提

携契約の解消を決議いたしました。

(1）解消の理由

当社とBBMFグループは、当社が新た

な事業の核として検討しているモバ

イルコンテンツ・ビジネスを含めた

当社新規事業への円滑な参入を実現

し、相互の事業における相乗効果を

追求するとともに、当社の経営基盤

の安定化・強化を図ることを目的と

して、平成18年３月７日付で資本業

務提携契約を締結するとともに、

BBMFグループへの第三者割当および

新株予約権付与を実施いたしまし

た。

しかしながらその後、企業買収の方

向性、買収資金の調達方針などの点

で両者の考え方に隔たりがあること

が明らかとなり、結果として現状の

ままでは当社の株主価値の向上を図

ることが難しいとの結論に至り、今

般契約の解除条項の定めに基づき資

本業務提携を解消することを決議し、

BBMFグループに対して通知いたしま

した。

(2）契約の相手会社の名称

BBMF Corporation

(3）解消の時期

平成18年８月11日

(4）契約の内容

①当社のモバイル事業への新規参入

に際して必要となる技術情報、ノ

ウハウなどの提供。

②BBMFグループの保有するモバイル

コンテンツの提供。

③当社による合併・買収対象（BBMF

グループを含む）の斡旋・紹介。

④BBMFグループによる資金調達の支

援。

⑤その他モバイル事業への新規参入

や合併・買収に関する事項。

(5）契約の解消が営業活動等へ及ぼす

重要な影響

当社は現在の事業計画について今後

とも継続して推進して行く考えであ

ることから、現在のところ、今回の

資本業務提携の解消が当社業績に与

える影響はないものと判断しており

ますが、今後事業計画の展開に重要

な変更が生じた場合には、速やかに

開示いたします。

④権利行使期間、その他

の権利行使の条件、消

却事由等

権利行使期間について

は本要項６に定める期

間とする。また、その

他の権利行使の条件及

び消却事由等は、本要

項７及び８に準じて、

会社の取締役会が決定

する。

⑤取締役会による譲渡承

認について

本新株予約権の譲渡に

ついて、完全親会社の

取締役会の承認を要す

るものとする。

⑮行使手続、

行使請

求受付

場所、

行使の

際の払

込取扱

場所

権利者は、当社の指定す

る行使請求書に新株予約

権証券を添付の上で当社

に提出し、かつ払込金額

の全額を支払う。但し、

新株予約権証券が不発行

の場合、かかる証券の添

付は不要とする。

行使請求受付場所：

当社コーポレート業務グ

ループ総務部

払込取扱場所：

株式会社三菱東京UFJ銀

行　飯田橋支店

⑯要項の

効力

証券取引法に基づく有価

証券届出書による届出の

効力が生じることをもっ

て、要項の効力が発生す

る。

（注）１．新株予約権の申込期間

平成18年３月23日から平成

18年３月29日まで

２．新株予約権の発行日

平成18年３月29日

３．新株予約権の発行価額の総

額

5,470,000円
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── (6）今後の見通しについて

当社は、経営基盤の安定化・強化を

図るとともに、現在のモバイルコン

テンツ事業をさらに推進させて行く

ため、今後BBMFグループに代わる新

たな戦略的パートナーとの資本業務

提携関係の構築を目指してまいりま

す。

また、資本業務提携契約に基づき

BBMFグループに付与されていた新株

予約権について、今後提携する新た

な戦略的パートナーへ割り当てるこ

とも検討してまいります。

４．新株予約権の行使の際の払

込金額の総額

3,719,600,000円

同金額は上記要項５記載の

新株予約権行使に際しての

１株当たり払込金額に、上

記要項１記載の本新株予約

権の目的である当社普通株

式の総数たる54,700株を乗

じた金額である。なお、行

使価額が修正又は調整され

た場合には、上記金額は増

加又は減少する。また、新

株予約権の権利行使期間内

に行使が行われない場合お

よび当社が新株予約権を消

却した場合及び新株予約権

者がその権利を喪失した場

合には、上記金額は減少す

る。

５．新株予約権の行使により発

行する株式の発行価額の総

額　　　　

3,725,070,000円

同金額は本注３．記載の本

新株予約権の発行総額と本

注４．記載の本新株予約権

の行使の際の払込金額の総

額を加えた金額である。な

お、行使価額が修正または

調整された場合には、上記

金額は増加又は減少する。

また、新株予約権の権利行

使期間内に行使が行われな

い場合および当社が新株予

約権を消却した場合及び新

株予約権者がその権利を喪

失した場合には上記金額は

減少する。
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── ────── ６．新株予約権の発行価額およ

び行使の際の払込金額の算

定理由

当社は所定の条件の下にブ

ラックショールズモデルを

用いて本新株予約権の理論

価値（オプションバリュー）

を算出した。また本新株予

約権の発行決議に先立つ当

社普通株式の株式価格、新

株予約権の発行要項等諸事

情を勘案し、総合的に検討

した。これらを前提に、上

記理論価値のレンジの範囲

内で、かつ新株予約権の発

行により企図される目的が

達成される限度として1,000

円を本新株予約権の１個当

りの発行価額とした。また、

本新株予約権の行使時の払

込金額は、本新株予約権の

発行決議の前日である平成

18年３月６日の東京証券取

引所における当社普通株式

の普通取引の終値（69,000

円）を参考として、68,000

円（1.4％ディスカウント）

とした。
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