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１．平成18年８月期の連結業績（平成17年９月１日～平成18年８月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月期 2,861 23.6 △431 ― △437 ―

17年８月期 2,314 ― 352 ― 278 ―

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年８月期 △830 ― △18,595 51 ― ― △16.5 △7.0 △15.3

17年８月期 △1,596 ― △41,711 25 ― ― △45.0 6.2 12.0

（注）①持分法投資損益 18年８月期 ―百万円 17年８月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年８月期       44,674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、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。

 ⑤潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが、１株当たり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 （百万円未満切捨て）

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

18年８月期 5,941 5,208 87.0 115,177 72

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８月期       44,733株 17年８月期 42,151株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨て）

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８月期 △607 △1,060 44 1,606

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19年８月期の連結業績予想（平成18年９月１日～平成19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

中間期 1,600 △150 △160

通　期 4,000 110 51

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　    1,140 円  10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の８ページを参照して下さい。
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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います。 

当社

株式会社エスエス研究所

株式会社インクルーズ　　※２

  プロダクツ

　当社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いま

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るコンサルティン

グや実験的なシステム開発を請け負っ

ております。 

当社

Winnow Technologies Inc.  

  サービス

　携帯電話に特化した広告事業やメ

ディア配信サービス等を展開していま

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、当連結会計年度よりコンテンツ＆

　　    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 

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

　当社グループの主なビジネスドメインである携帯電話向けソフトウェア及び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、新たな技術によって高機能化する携帯電話をベースに、新サービスが次々と生まれてきて

いる状況にあります。

　そのような中、当社グループは「日本発世界」を基本理念の中心に据え、先進的な研究開発と収益の中心である

システム開発及びシステム運用並びにエンドユーザー向けサービスについて、それぞれをバランスよく構築するこ

とにより、それぞれ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。

　今後ともこれらを推し進めていくことにより、次世代の技術と潜在的な顧客ニーズを結びつけ市場を創造してい

くという弊社独自のポジショニングを維持していくことができるものと確信しております。

 

（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、各期の業績を総合的に勘案しつつ株主様への利益配分策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統合的に勘案し、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、多機能化する携帯電話関連のテクノロジーと多様なサービスを効果的に結

び付けることにより、いかに安定した収益を確保していくかが重要であると考えております。これまでに構築して

きましたアライアンス関係をベースに、エンドユーザーに向けたサービスを実現するためのシステム提供を行うこ

とにより、効率的かつ安定的な収益確保の仕組み構築を目指しております。

 　具体的には、携帯電話に搭載されることが予想される新しい技術をベースに新サービスを実現するための技術開

発を先行して行い、当該技術をサービス事業者に提供することにより、エンドユーザーからの収益の一部をロイヤ

リティとして確保する等、収益形態を多様化、安定化でき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が重要であると認識しており、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基準

として定め、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） 親会社等に関する事項

記載すべき事項はありません。

 

 (7)  その他、会社の経営上重要な事項

 記載すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、さらなる原油高の高騰が懸念されるものの、企業収益の改善とそれに伴

う設備投資の増加により、徐々に景気回復が進んでいる状況にあります。　

　当社グループをとりまく環境といたしましては、決済機能、認証機能をはじめとする、高機能化、多機能化した

携帯電話端末の普及が進んでおり、生活に密着したリアルなサービスとの連携が次々と実用化されていく中、そこ

から派生して新たなサービスが生まれてくるという流れが生まれてきております。　

　このような状況におきまして、当社グループは常に先端的なポジショニングを維持することにより、携帯電話を

利用した様々なサービスを実現するためのシステムをタイムリーに提供すべく積極的に事業を展開してまいりまし

た。なお当連結会計年度におきましては、新たに株式会社コネクトリプロ、有限会社Mobile１、有限会社１８の３

社を連結子会社とすることにより、多様化していくマーケットニーズに当社グループとして効果的に対応していく

ための体制づくりを目指しております。社内体制面につきましては、拡大、多様化する外部環境に対応していくた

め、多種多様なバックグラウンドを持った人材の拡充を進めるとともに、広範な技術領域、技術レベルをカバーす

べく、積極的な人材確保を図っております。

 

事業別の概況は以下の通りであります。

（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、非接触ＩＣ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等が順調に増えております。しかしながらプロジェクト規模の大型化、複雑化

に伴い顧客からの要求レベルも高度化しており、当初想定以上の外注費の発生に見舞われるケースが散見され、

営業利益率が大幅に低下する結果となりました。

　現在当社グループといたしましては利益率の回復を目指して、効率的に開発を進める体制の整備を進めており

ます。

　この結果、当事業の売上高は1,371百万円（前年同期比17.7％増）、営業利益は158百万円（前年同期比49.5％

減）となりました。

（プロダクツ事業）　

プロダクツ事業につきまして、新製品のリリースは順次進んだものの、販売体制の構築が遅れたことが影響し、

高い利益率が見込めるソフトウエアプロダクトの販売が進まない結果となりました。一方、当社グループの強み

である特殊なハードウェアを絡めた開発案件は増加しており、ハードウェア開発チームの増強により当事業の規

模拡大を目指していく方針であります。

　この結果、当事業の売上高は667百万円（前年同期比6.8％減）、営業利益は87百万円（前年同期比76.7％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、当社開発リソースの逼迫により他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138百万円（前年同期比46.3％減）、営業利益は49百万円（前年同期比70.2％減）となりま

した。しかしながら当社グループといたしましては、重要な事業であるとの認識に変わりはなく、より高い利益

率確保のために、当事業により得たノウハウを他の事業に展開していく流れを強化することが重要であると考え

ております。

 　　 （サービス事業）

 　　　　 サービス事業につきましては、連結子会社である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

したものであります。同社の売上高が、当連結会計年度より12カ月分計上されることとなったことから、当事業

の売上高は684百万円（前年同期比288.2％増）と大幅に増加しましたが、同時に同社において大規模な人材採用

を実施したこと等が影響し、営業損失は54百万円（前年同期は10百万円の利益）となりました。当社グループと

いたしましては、引き続きこの事業の強化を重要な経営課題として注力しております。

 

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高2,861百万円（前年同期比23.6％増）、営業損失431百万円（前年同

期は352百万円の利益）、経常損失437百万円（前年同期は278百万円の利益）、当期純損失830百万円（前年同期は

1,596百万円の損失）となりました。

　なお、当連結会計年度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。
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（2）財政状態

ａ．当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,619百万円

減少し（前年同期は1,469百万円の増加）、当連結会計年度末には1,606百万円となりました。　

　また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

 

（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使用した資金は607百万円（前年同期は103百万円の増加）となりまし

た。

　これは主に、投資有価証券評価損301百万円及び減価償却費112百万円等があったものの、税金等調整前当期純

損失869百万円及び法人税等の支払額166百万円等の減少要因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1,060百万円（前年同期は3,761百万円の減少）となり

ました。

　これは主に、投資有価証券の売却による収入200百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出797百

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44百万円（前年同期は5,127百万円の増加）となりまし

た。

　これは主に、長期借入金の返済による支出105百万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76百万円等によるものであります。

 

 

ｂ．当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成17年８月期 平成18年８月期 

 
（自　平成16年９月１日

　至　平成17年８月31日）

（自　平成17年９月１日

　至　平成18年８月31日）

自己資本比率（％） 74.3 87.0

時価ベースの自己資本比率（％） 277.6 203.9

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18年８月期については営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・

　　　カバレッジ・レシオを算出しておりません。

 

－ 6 －



 (3) 事業等のリスク

 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、技術の進捗が著しく、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従って行われてお

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

採用により徐々に属人的な要素の軽減は進んでおりますが、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。

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制定等、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、当該規制に対応す

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、当社のノウハウ等を権利保護した場合においても、他社が類似のノウハ

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

　当社の第三者の知的財産権を侵害することのないように当社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、当社の業

績に影響を与える可能性があります。 
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  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不正に入手さ

れる可能性があります。

　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

  当社はシステム開発やその運営保守、又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、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、社内管

理を徹底しておりますが、万一これら情報が社外に流出した場合、当社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、結果として当社の業績に影響を与える可能性があります。

 ⑪　投資について

  当社はビジネス展開を補完することを目的に、積極的に買収、子会社設立、資本業務提携を進めております。投資

の際には事前にリスクとリターンを評価し実行しておりますが、投資先の事業の状況が当社の業績に与える影響を確

実に予測するのは困難であり、投資先の事業の進捗状況によっては当社の業績に影響を与える可能性があります。

（4）次期の見通し

次期につきましては、多機能化した携帯電話の普及による新たなサービスの広がりにより、当社のシステム開発

に対するニーズはますます高まっていくものと考えております。案件の大型化、長期化の傾向も出てきております

が、グループ企業内での適切なリソース配置を進めていくことにより対応していきます。

　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つつ、収益

の多様化、安定化を図っていく所存です。

　これらにより次期の連結業績見通しにつきましては、売上高4,000百万円（前年同期比39.8%増）、経常利益110百

万円（前年同期は437百万円の損失）、当期純利益51百万円（前年同期は830百万円の損失）を予定しております。

平成19年８月期（予想） 平成18年８月期（実績）

金額（百万円） 百分比（％）
前期比増加率

（％）
金額（百万円） 百分比（％）

売　 　　上　　 　高 4,000 100.0 39.8 2,861 100.0

経　  常　　利　　益 110 2.8 ― △437 △15.3

当　期　純　利　益 51 1.3 ― △830 △29.0

１株当たり当期純利益      1,140円  10銭         △18,595円  51銭

 

単体業績見通しにつきましては、売上高1,700百万円（前年同期比15.5%増）、経常利益100百万円(前年同期は204百

万円の損失）、当期純利益100百万円（前年同期は610百万円の損失）を予定しております。

 

（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。予想にはさまざま

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て下さい。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   3,226,588   1,606,648  

２．受取手形及び売掛金   545,111   587,050  

３．たな卸資産   51,583   127,710  

４．繰延税金資産   20,037   55,013  

５．その他   23,323   53,420  

貸倒引当金   △16,901   △18,649  

流動資産合計   3,849,743 58.2  2,411,194 40.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

（1）建物  30,471   53,723   

 　　減価償却累計額  3,409 27,062  8,699 45,023  

（2）工具器具備品  278,708   234,001   

 　　減価償却累計額  42,406 236,301  97,610 136,391  

 　有形固定資産合計   263,363 4.0  181,414 3.1

２．無形固定資産        

（1）営業権   ―   38,800  

（2）連結調整勘定   ―   205,706  

（3）その他   152,710   154,226  

 　 無形固定資産合計   152,710 2.3  398,733 6.7

３．投資その他の資産        

（1）投資有価証券   2,262,196   2,820,571  

（2）長期貸付金   8,200   ―  

（3）繰延税金資産   968   9,225  

（4）敷金保証金   73,654   114,828  

（5）その他  ※１  8,511   5,050  

投資その他の資産合計   2,353,530 35.5  2,949,675 49.6

固定資産合計   2,769,605 41.8  3,529,823 59.4

資産合計   6,619,348 100.0  5,941,017 100.0
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前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   131,590   144,608  

２．短期借入金   115,334   90,000  

３．１年内返済予定長期借入
金

  29,760   30,288  

４．未払法人税等   159,559   9,873  

５．賞与引当金   8,843   5,100  

６．その他   126,193   93,748  

流動負債合計   571,281 8.6  373,618 6.3

Ⅱ　固定負債        

１．転換社債型新株予約権付
社債

  900,000   ―  

２．長期借入金   95,610   89,663  

３. 繰延税金負債   118,524   232,534  

４．退職給付引当金   14,655   16,667  

５．その他   ―   19,819  

固定負債合計   1,128,789 17.1  358,683 6.0

負債合計   1,700,070 25.7  732,302 12.3

（少数株主持分）        

 少数株主持分   ― ―  ― ―

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  2,806,287 42.4  ― ―

Ⅱ　資本剰余金   3,084,412 46.6  ― ―

Ⅲ　利益剰余金   △1,185,909 △17.9  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   187,063 2.8  ― ―

Ⅴ　為替換算調整勘定   41,550 0.6  ― ―

Ⅵ　自己株式 ※３  △14,127 △0.2  ― ―

資本合計   4,919,277 74.3  ― ―

負債、少数株主持分及び資
本合計

  6,619,348 100.0  ― ―
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前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

 　１.資本金   ― ―  3,261,859 54.9

 　２.資本剰余金   ― ―  3,536,567 59.5

 　３.利益剰余金   ― ―  △2,016,645 △34.0

 　４.自己株式   ― ―  △14,570 △0.2

 　　株主資本合計   ― ―  4,767,211 80.2

 Ⅱ　評価・換算差額等        

 　１.その他有価証券評価差
　
　　　額金

  ― ―  342,218 5.8

 　２.為替換算調整勘定   ― ―  42,814 0.7

 　　評価・換算差額等合計   ― ―  385,033 6.5

 Ⅲ　少数株主持分   ― ―  56,470 1.0

 　　純資産合計   ― ―  5,208,715 87.7

 　　負債純資産合計   ― ―  5,941,017 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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
（％）

Ⅰ　売上高   2,314,889 100.0  2,861,913 100.0

Ⅱ　売上原価   1,275,974 55.1  2,007,711 70.2

売上総利益   1,038,914 44.9  854,202 29.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１,２  686,309 29.7  1,285,698 44.9

営業利益又は営業損失
（△）

  352,605 15.2  △431,495 △15.1

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  657   1,215   

２．受取配当金  277   3,000   

３. 為替差益  ―   1,071   

４．その他  711 1,646 0.1 1,573 6,861 0.2

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  3,124   8,147   

２．創立費償却  ―   971   

３．開業費償却  4,110   ―   

４．新株発行費  17,144   3,278   

５．社債発行費  7,380   ―   

６．企業買収関連費用  12,793   ―   

７．為替差損  30,782   ―   

８．その他  1 75,335 3.3 392 12,791 0.4

経常利益又は経常損失
（△）

  278,915 12.0  △437,425 △15.3

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※３ 19,650   ―   

２．貸倒引当金戻入益  512   ―   

３. 持分変動利益  ― 20,162 0.9 10,625 10,625 0.4
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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
（％）

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※４ 297   8,639   

２．本社移転費用  23,850   ―   

３．関係会社出資金評価損  23,174   9,496   

４. 固定資産臨時償却費  ※５  ―   11,514   

５. 事務所移転費用  ―   12,050   

６．連結調整勘定償却額  1,713,705   ―   

７．減損損失  ※６  ―   99,999   

８．投資有価証券評価損  ― 1,761,027 76.1 301,114 442,815 15.5

税金等調整前当期純損失   1,461,949 △63.2  869,615 △30.4

法人税、住民税及び事業
税

 151,849   6,192   

法人税等調整額  △17,467 134,381 5.8 △35,668 △29,475 △1.1

少数株主損失   ―   9,403 0.3

当期純損失   1,596,331 △69.0  830,735 △29.0
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

  連結剰余金計算書  

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   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

 2,053,941 2,053,941

Ⅲ　資本剰余金期末残高   3,084,412

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   410,421

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．当期純損失  1,596,331 1,596,331

Ⅲ　利益剰余金期末残高   △1,185,909
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 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 

平成17年８月31日　残高 2,806,287 3,084,412 △1,185,909 △14,127 4,690,663

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 455,571 452,155   907,726

当期純損失   △830,735  △830,735

自己株式の取得    △443 △443

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計 455,571 452,155 △830,735 △443 76,547

平成18年８月31日　残高 3,261,859 3,536,567 △2,016,645 △14,570 4,767,211

  

 評価・換算差額等

少数株主

持分 
純資産合計 

 

その他

有価証券

評価差額金 

為替換算

調整勘定 

 評価・換算

差額等合計

平成17年８月31日　残高 187,063 41,550 228,613 ―  4,919,277

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     907,726

当期純損失     △830,735

自己株式の取得     △443

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
155,154 1,264 156,419 56,470 212,889

連結会計年度中の変動額合計 155,154 1,264 156,419 56,470 289,437

平成18年８月31日　残高 342,218 42,814 385,033 56,470 5,208,715
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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９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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  △1,461,949 △869,615

減価償却費  43,519 112,041

固定資産臨時償却費  ― 11,514

減損損失  ― 99,999

連結調整勘定償却額  1,713,705 41,141

貸倒引当金の増減額  1,593 1,747

賞与引当金の増減額  1,595 △3,743

退職給付引当金の増減額  2,495 2,011

受取利息及び受取配当金  △934 △4,215

支払利息  3,124 8,147

為替差損益  △367 ―

新株発行費  17,144 3,278

社債発行費  7,380 ―

開業費償却  4,110 ―

企業買収関連費用  12,793 ―

投資有価証券評価損  ― 301,114

関係会社出資金評価損  23,174 9,496

本社移転費用  18,415 ―

事務所移転費用  ― 7,131

売上債権の増減額  △199,267 △39,678

たな卸資産の増減額  12,682 △75,935

仕入債務の増減額  △14,050 13,018

未収消費税等及び未払消
費税等の増減額

 △11,577 △13,918

その他  66,414 △40,134

小計  240,000 △436,597

利息及び配当金の受取額  936 4,059

利息の支払額  △3,500 △8,649

法人税等の支払額  △133,836 △166,201

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 103,599 △607,388
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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

   

投資有価証券の取得によ
る支出

 △1,731,796 △797,890

投資有価証券の売却によ
る収入 

 ― 200,000

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支
出

※２ △1,185,474 △226,447

有形固定資産の取得によ
る支出

 △240,536 △59,554

無形固定資産の取得によ
る支出

 △84,155 △63,324

営業譲受による支出 ※３ △450,000 △48,500

企業買収関連費用の支出  △12,793 ―

敷金保証金の差入による
支出

 △46,073 △62,338

敷金保証金の回収による
収入

 3,706 21,163

その他  △14,336 △23,817

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,761,459 △1,060,707

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  57,000 △25,334

長期借入れによる収入  110,000 100,000

長期借入金の返済による
支出

 △21,183 △105,419

転換社債型新株予約権付
社債の発行による収入

 4,992,620 ―

少数株主の払込による収
入 

 ― 76,500

株式の発行による収入  13,126 7,599

自己株式の取得による支
出

 △8,327 △443

その他  △16,147 △8,721

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 5,127,088 44,182
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 367 3,973

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

 1,469,596 △1,619,939

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残
高

 1,756,991 3,226,588

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残
高

※１ 3,226,588 1,606,648
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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９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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.

  ㈱エスエス研究所

  ㈱NTCホールディングス

  スカイメディア㈱

  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。

　㈱エスエス研究所、㈱NTCホール

ディングス、スカイメディア㈱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、

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。

 （1）連結子会社の数　　７社

 連結子会社の名称

　Winnow Technologies Inc.

  ㈱エスエス研究所

  ㈱NTCホールディングス

  ㈱インクルーズ

　㈲Mobile１

  ㈲１８

　㈱コネクトリプロ

  ㈲Mobile1及び㈲１８については、

当連結会計年度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。

　㈱コネクトリプロについては、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。

　なお、スカイメディア㈱は、平成

18年２月13日に社名変更し、㈱イン

クルーズとなっております。

 （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、

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。

　なお、同社は平成18年６月29日付

で清算しております。

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、

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。

　　　　同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

 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

㈱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、㈱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、㈱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。

  連結子会社のうちWinnow Technologies

Inc.の決算日は６月30日、㈱インクルーズ

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、㈱エスエス研究所の決算日は、平

成18年６月22日付の定時株主総会決議によ

り、３月31日から８月31日に変更しており

連結決算日と一致しております。当事業年

度は５ケ月決算となっておりますが、連結

財務諸表の作成にあたっては、平成17年９

月１日から平成18年８月31日までの財務諸

表を使用しております。

　㈲Mobile１の決算日は９月30日、㈲１８

の決算日は12月31日ですが、両社は平成18

年８月１日に新設合併により消滅し、㈱

Mobile１が設立されたことから、７月31日

を決算日として連結しております。

　㈱NTCホールディングスの決算日は８月

31日ですが、同社は平成18年８月14日付で

㈱インクルーズに吸収合併されているため、

８月13日を決算日として連結しておりま

す。

　なお、㈱コネクトリプロの決算日は、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

 （1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ　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。

ロ　たな卸資産

　　商品

　　　　―――――― 

 

  　　製品

 　　　　 ―――――― 

イ　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（評価差額は全部純資産直入

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　

　　同左

 

ロ　たな卸資産

　　商品

  　先入先出法による原価法を採用し

ております。

  　　製品

  　先入先出法による原価法を採用し

ております。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 

 

 

 

  

 

 

 

 （2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法

  　  原材料

　　　　―――――― 

 

 

 

  　　仕掛品

  　個別法による原価法を採用してお

ります。

  イ　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

 ロ　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。

 

 

ハ　長期前払費用

   定額法を採用しております。

  　  原材料

  　リサイクル用携帯電話については

先入先出法、その他の原材料につい

ては移動平均法による原価法を採用

しております。

  　　仕掛品

  　 同左

 

  イ　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　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。

ハ　長期前払費用

   同左

 （3）繰延資産の処理方法 イ　創立費

　　　　―――――― 

 

ロ　開業費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。 

ハ　新株発行費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。 

ニ　社債発行費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。 

イ　創立費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。 

ロ　開業費

　　　　―――――― 

 

ハ　新株発行費

  　　同左

 

ニ　社債発行費

　　　　　　 ―――――― 
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 （4）重要な引当金の計上

基準

イ　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。 

ロ　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

間を基礎に当連結会計年度の負担に

属する支給見込額を計上しておりま

す。

 ハ　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。

イ　貸倒引当金

  同左

 

 

 

 

 

ロ　賞与引当金

　同左

 

 

 

 ハ　退職給付引当金

  同左

 

 

 

 

 （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。 

  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。 

　なお、在外連結子会社においては、主

として通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理を採用しております。

  （6）その他の連結財務諸

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。

消費税等の会計処理

　    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方法

は、全面時価評価法によっております。

      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、原則

としてその投資効果の発現すると見積も

られる期間で償却することとしておりま

す。

　なお、当社をとりまく事業環境は急速

な技術革新や競争激化が進行しており、

当社が当連結会計年度において実施した

複数の企業買収の主目的は、多種多様な

分野・業態への今後の展開のための研究

開発に資することにあるため、その投資

効果の発現する期間を合理的に見積もる

ことが極めて困難であることから、発生

時に全額を償却しております。

  連結調整勘定の償却については、原則

としてその投資効果の発現すると見積も

られる期間で償却することとしておりま

す。　
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 ７．利益処分項目等の取扱

いに関する事項

　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。

　      　　―――――― 

 

 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ケ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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  会計処理の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 ――――――  (固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計年度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。

　これにより税金等調整前当期純損失は、99,999千円増

加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。　

 ――――――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

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5,152,244千円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。
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追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

 ※１　非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

関係会社出資金　　　　　０千円

 ※１．　　　　　　　―――――

 

 ※２　当社の発行済株式総数は、普通株式42,522.51株であ

ります。

 ※２．　　　　　　　―――――

※３　当社が保有する自己株式の数は、普通株式371.51株

であります。 

 ※３．　　　　　　　―――――
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

  ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額

 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用及び金額

 は次のとおりであります。

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 

役員報酬 137,485千円

給与手当 346,070千円

支払手数料 134,788千円

研究開発費 177,910千円

貸倒引当金繰入額 4,127千円 

賞与引当金繰入額 509千円 

退職給付費用 220千円 

連結調整勘定償却額 41,141千円 

  ※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、82,991千円

 であります。

  ※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、177,910千円

 であります。

  ※３　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．　　　　　　　―――――

  ※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　　　　工具器具備品　　　　　　　　　　　　 297千円

  ※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　　　　工具器具備品　　　　　　　　　　　 　984千円

　　　　ソフトウェア　　　　　　　　　　　 7,654千円

  ※５．　　　　　　　―――――   ※５．固定資産臨時償却費の内容は次のとおりでありま

 す。

  ソフトウェア　　　　　　　　　　　11,514千円

  ※６．　　　　　　　―――――   ※６．減損損失

　当連結会計年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所 

賃貸用音楽ダウン

ロード端末
工具器具備品  東京都新宿区

 （減損損失の認識に至った経緯）

当社が所有する賃貸リース用資産としての音楽ダウン

ロード端末については、設置店舗数の伸び悩みから、一

部が遊休状態となっております。これらについては将来

の利用見込みが極めて不透明であるため、当該資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失99,999千円

を特別損失に計上しております。

 （減損損失の金額）

種類 金額

 工具器具備品 99,999千円

 （グルーピングの方法）

当社は、主として事業の区分をもとに概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資

産のグルーピングを行っており、現在遊休状態にあり、

今後も事業の用に供する予定が極めて不透明なものに

ついては遊休資産としてグルーピングしております。

 （回収可能価額の算定方法等）

 回収可能価額は正味売却価額より算定しております

が、特定の相手先に対して賃貸する目的で製造された

機器であり、売却可能性がないため、備忘価額によっ

ております。
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　（連結株主資本等変動計算書関係）

 　当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

　　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
 

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式（注）１ 42,522.51 2,582.9 ― 45,105.41

　合　計 42,522.51 2,582.9 ― 45,105.41

自己株式

普通株式（注）２ 371.51 0.9 ― 372.41

 合　計 371.51 0.9 ― 372.41

 　　（注）１．転換社債型新株予約権付社債の権利行使により増加した普通株式の数2,097.9株と、

　　　　　　　 新株予約権の権利行使により増加した普通株式の数485株であります。

 　　　　　２．自己株式の増加は端株の買取によるものであります。
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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９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 ※１　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

 ※１　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８月31日現在） （平成18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 

現金及び預金勘定  1,606,648千円 

現金及び現金同等物  1,606,648千円 

 ※２　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 

   （１） 株式の取得により新たに株式会社エスエス研究

所を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びに株式会社エスエス研究所株式の取

得価額と株式会社エスエス研究所取得のための支

出（純額）との関係は次のとおりであります。

 

  （千円）

流動資産  143,571

固定資産  10,320

連結調整勘定  241,369

流動負債  △166,102

固定負債  △29,160

株式会社エスエス研究所

株式の取得価額
 200,000

株式会社エスエス研究所

現金及び現金同等物
 △13,731

差引：株式会社エスエス

研究所取得のための支出
 186,268

 ※２　出資持分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 

 （１） 出資持分の取得により新たに有限会社Mobile１を

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに有限会社Mobile１出資持分の取得価額

と有限会社Mobile１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。

  （千円）

流動資産  4,979

固定資産  1,079

連結調整勘定  92,249

流動負債  △21,182

有限会社Mobile１出資持

分の取得価額
 77,125

有限会社Mobile１現金及

び現金同等物
 △4,183

差引：有限会社Mobile１

取得のための支出
 72,941

  （２） 株式の取得により新たにスカイメディア株式会

社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びにスカイメディア株式会社株式の取

得価額とスカイメディア株式会社取得のための支

出（純額）との関係は次のとおりであります。

  （千円）

流動資産  77,673

固定資産  44,340

連結調整勘定  738,732

流動負債  △134,187

固定負債  △4,559

スカイメディア株式会社

株式の取得価額
 722,000

スカイメディア株式会社

現金及び現金同等物
 △48,148

差引：スカイメディア株

式会社取得のための支出
 673,851

  （２） 出資持分の取得により新たに有限会社18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

に有限会社18出資持分の取得価額と有限会社18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。

  （千円）

流動資産  23,866

固定資産  1,085

連結調整勘定  154,598

流動負債  △5,719

有限会社18出資持分の取

得価額
 173,830

有限会社18現金及び現金

同等物
 △20,324

差引：有限会社18取得の

ための支出
 153,506
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

（３） 株式の取得により新たに株式会社NTCホールディ

ングス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株式会社NTCホールディングス

株式の取得価額と株式会社NTCホールディングス取

得のための支出（純額）との関係は次のとおりで

あります。

  （千円）

流動資産  44,861

固定資産  335

連結調整勘定  283,604

流動負債  △801

株式会社NTCホールディング

ス株式の取得価額
 328,000

株式会社NTCホールディング

ス現金及び現金同等物
 △2,645

差引：株式会社NTCホール

ディングス取得のための支

出

 325,354

 

 ※３　営業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内

訳 

当連結会計年度に営業の譲受けにより増加した資産

の主な内訳は次のとおりであります。

  （千円）

 固定資産  450,000

 資産合計  450,000

 ※３　営業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内

訳 

当連結会計年度に営業の譲受けにより増加した資産

の主な内訳は次のとおりであります。

  （千円）

 固定資産  48,500

 資産合計  48,500

   ４　重要な非資金取引の内容

 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使

 （千円）

転換社債型新株予約権付社債

の新株予約権の行使による資

本金増加額

2,050,002

転換社債型新株予約権付社債

の新株予約権の行使による資

本準備金増加額

2,049,997

新株予約権の行使による転換

社債型新株予約権付社債減少

額

4,100,000

   ４　重要な非資金取引の内容

 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使

 （千円）

転換社債型新株予約権付社債

の新株予約権の行使による資

本金増加額

450,001

転換社債型新株予約権付社債

の新株予約権の行使による資

本準備金増加額

449,998

新株予約権の行使による転換

社債型新株予約権付社債減少

額

900,000
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①　リース取引

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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

　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．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

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）

工具器具備品 34,269 19,175 15,094

合計 34,269 19,175 15,094

 
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 24,761 16,375 8,386

合計 24,761 16,375 8,386

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等

　　未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 6,925千円

１年超 8,894千円

合計 15,820千円

 

１年内 5,602千円

１年超 3,291千円

合計 8,894千円

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

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

支払リース料 7,312千円

減価償却費相当額 6,700千円

支払利息相当額 431千円

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

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

 

 ２．貸主側  ２．貸主側

①　リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 ①　リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累

計額及び期末残高

 
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

 
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 100,000 38,840 61,159

合計 100,000 38,840 61,159

 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 21,242千円

 １年超 42,842千円

 合計 64,085千円

 １年内 33,445千円

 １年超 32,175千円

 合計 65,621千円
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 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 3,000千円

減価償却費 3,075千円

受取利息相当額 418千円

受取リース料 36,000千円

減価償却費 35,765千円

受取利息相当額 4,202千円

 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。

 ④　利息相当額の算定方法

同左

 

　　（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。
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年８月31日）

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
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

当連結会計年度（平成18年８月31日）

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
株式 240,000 817,000 577,000

　　　　　　　　　  小計 240,000 817,000 577,000

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの
株式 23,460 23,460 ―

 　　　　　　　　　  小計 23,460 23,460 ―

合計 263,460 840,460 577,000

 　　（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、51,540千円の減損処理を

　　　　　 行っております。

 

 　　　 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９月１日　至　平成18年８月31日）

            売却損益の合計額の重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

 ３．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 1,960,111

非上場転換社債型新株予約権付社債 20,000

 　　（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について、249,574千円の減損処理を

　　　　　 行っております。 
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③　デリバティブ取引

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）

当社グループは、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。

当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

当社グループは、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。

④　退職給付

 １．採用している退職給付制度の概要

 一部の連結子会社では、退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。

 ２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

(1）退職給付債務（千円） 14,655 16,667

(2）退職給付引当金（千円） 14,655 16,667

 ３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

勤務費用（退職給付費用） 2,495 4,280

 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　退職給付債務の算定に当たっては、簡便法（自己都合退職による期末要支給額の100％を退職給付債務とする方

法）を採用しております。

　　⑤　ストック・オプション等関係

 　　 　有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
　（平成17年８月31日）

当連結会計年度
　（平成18年８月31日）

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

（単位：千円）　　　　　　　 （単位：千円）　　　　　　　

繰延税金資産（流動）   

税務上の繰越欠損金  16,820

未払事業税否認額  15,089

賞与引当金否認額  2,997

貸倒引当金繰入限度超過額  1,791

営業権償却超過額  1,053

一括償却資産損金算入限度超過額  677

開業費償却超過額  330

その他  356

小計  39,115

評価性引当額  △19,078

 繰延税金資産（流動）合計  20,037

繰延税金資産（固定）   

税務上の繰越欠損金  44,791

関係会社出資金評価損  9,429

　退職給付引当金繰入限度超過額  5,306

  貸倒引当金繰入限度超過額  4,997

　開業費償却超過額  1,323

 営業権償却超過額  968

　一括償却資産損金算入限度超過額  382

  　小計  67,198

 評価性引当額  △56,418

繰延税金資産（固定）合計  10,780

繰延税金負債（固定）   

 その他有価証券評価差額金  △128,336

  繰延税金負債（固定）合計  △128,336

繰延税金負債の純額  △97,520

繰延税金資産（流動）   

税務上の繰越欠損金  61,884

未払事業税否認額  2,838

賞与引当金否認額  2,144

貸倒引当金繰入限度超過額  7,621

一括償却資産損金算入限度超過額  1,743

その他  1,311

小計  77,544

評価性引当額  △22,530

 繰延税金資産（流動）合計  55,013

繰延税金資産（固定）   

税務上の繰越欠損金  285,309

減損損失否認額  40,689

　固定資産未実現利益  9,225

  退職給付引当金繰入限度超過額  7,008

　固定資産臨時償却費否認額  3,563

 一括償却資産損金算入限度超過額  1,193

　その他  184

  　小計  347,175

 評価性引当額  △335,702

繰延税金資産（固定）合計  11,472

繰延税金負債（固定）   

 その他有価証券評価差額金  △234,781

  繰延税金負債（固定）合計  △234,781

繰延税金負債の純額  △168,295

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失のため、記載しておりません。

 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左
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⑦　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）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

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

Ⅱ．資産、減価償却費及
び資本的支出

       

資産 531,542 362,889 125,829 369,924 1,390,185 5,229,162 6,619,348

減価償却費 13,492 14,911 2,444 5,343 36,191 7,327 43,519

資本的支出 31,125 96,759 5,685 200,194 333,766 18,925 352,691

　（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

当社グループ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。

 ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産

 
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全社資産の
金額

5,229,162
当社の投資及び運用資金（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。 
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当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31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）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する
売上高

1,371,712 667,923 138,014 684,262 2,861,913 ― 2,861,913

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高

7,627 19,000 ― 2,850 29,477 △29,477 ―

計 1,379,339 686,923 138,014 687,112 2,891,390 △29,477 2,861,913

営業費用 1,220,397 599,324 88,101 741,993 2,649,817 643,592 3,293,409

営業利益 158,942 87,599 49,913 △54,881 241,573 △673,069 △431,495

Ⅱ．資産、減価償却費及
び資本的支出

       

資産 491,091 593,737 21,557 554,859 1,661,245 4,263,611 5,924,857

減価償却費 17,425 53,870 2,602 31,134 105,032 7,008 112,041

減損損失 ― ― ― 99,999 99,999 ― 99,999

資本的支出 20,011 93,892 2,736 78,489 195,129 8,462 203,591

　（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、当連結会計年度よりコンテンツ
＆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

当社グループ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

654,069 当社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

 
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全社資産の
金額

4,263,611
当社の投資及び運用資金（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。 
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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９月１日　至平成17年８月31日）

　当連結会計年度において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの

資産の金額の合計額に占める割合がいずれも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。

当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

　当連結会計年度において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの

資産の金額の合計額に占める割合がいずれも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）

　当連結会計年度において、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。

当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

　当連結会計年度において、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。

⑧　関連当事者との取引

 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）

 取引に重要性がないため記載しておりません。

 当連結会計年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

 取引に重要性がないため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

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

１株当たり純資産額 115,177.72円

１株当たり当期純損失金額 18,595.51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。

　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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり当期純損失金額   

 当期純損失（千円） 1,596,331 830,735

 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） 1,596,331 830,735

　期中平均株式数（株） 38,271 44,674

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

新株予約権１種類（目的となる株

式の数470株）

新株予約権４種類（目的となる株

式の数2,670株）
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日

    至　平成18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で新株予約権

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) 新株予約権発行の要領

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

 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

 ――――――
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日

    至　平成18年８月31日）

 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。

　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

行使価額
=
調整前

行使価額
× 

１

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。

既発行

株式数
＋

新規発行株

式数
×

１株当たり

払込金額

調整後

行使価額
=
調整前

行使価額
× 

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。
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日

    至　平成18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 新株予約権の行使の条件

 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. その他の消却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。

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。

 ――――――
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日

    至　平成18年８月31日）

３．スカイメディア株式会社による有限会社モバイルワン、

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モバイルワ

ン及び有限会社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。

有限会社モバイルワン

(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　             173,830千円

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　              77,125千円

 ――――――
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５．生産、受注及び販売の状況

（1）生産実績

 

 事業の種類別セグメントの名称

 

当連結会計年度

（自　平成17年９月１日

　至　平成18年８月31日）

前年同期比（％)

システムソリューション事業（千円） 1,074,986 136.4

プロダクツ事業（千円） 367,147 132.7

コンサルティング事業（千円） 87,910 90.9

サービス事業（千円） 67,815 188.0

合計（千円） 1,597,859 133.4

（注）１.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２.当連結会計年度よりコンテンツ＆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

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度 

 （自　平成17年９月１日

   　至　平成18年８月31日）

 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 1,295,606 109.6 86,411 53.2

プロダクツ事業 621,310 79.5 27,500 37.1

コンサルティング事業 57,556 17.9 1,500 1.7

サービス事業 683,907 376.6 4,945 93.3

合計 2,658,380 107.8 120,356 36.6

（注）１.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２.当連結会計年度よりコンテンツ＆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

 

 事業の種類別セグメントの名称

 

当連結会計年度

（自　平成17年９月１日

　至　平成18年８月31日）

前年同期比（％）

システムソリューション事業（千円） 1,371,712 117.7

プロダクツ事業（千円） 667,923 93.2

コンサルティング事業（千円） 138,014 53.7

サービス事業（千円） 684,262 388.2

合計（千円） 2,861,913 123.6

（注）１.当連結会計年度よりコンテンツ＆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.相手先別の販売実績につきましては、総販売実績に対して100分の10を超える相手先はありませんので、

　　　　 記載を省略しております。

      ３.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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