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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９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 ％

18年９月中間期 514 － △76 － △99 －

17年９月中間期 － － － － － －

18年３月期 1,077 81 84

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９月中間期 △101 － △1,861 57 －  

17年９月中間期 － － －  －  

18年３月期 69 2,054 38 －  
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 18年９月中間期 54,285株 17年９月中間期 －株 18年３月期 33,713株

③会計処理の方法の変更 無

④平成17年９月中間期は中間財務諸表を作成しておりませんので、各項目における業績及び対前年中間期増減率の記載は省略しておりま

　す。

⑤なお、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、前事業年度につきましては新株予約権の残高はありますが当社株式

  は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。また当中間期につきましては１株当たり中間純損失

  が計上されているため、記載しておりません。

(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

18年９月中間期 1,138 1,016 89.3 17,255 23

17年９月中間期 － － － －  

18年３月期 1,192 854 71.7 17,675 57
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 58,910株 17年９月中間期 －株 18年３月期 48,330株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －株

(3）キャッシュ・フローの状況 （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。

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９月中間期 56 △216 252 441

17年９月中間期 － － － －

18年３月期 △90 △204 605 347

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 2,188 263 146

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2,474円73銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 0.0 0.0 0.0

19年３月期（実績） 0.0 －
0.0

19年３月期（予想） － 0.0

(注)上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
　当社は、親会社、子会社及び関連会社を持たず、取引先との関係においても資本及び人的等の面から独立した企業であ
ります。ユーザーインターフェースを快適に動かし、ユーザーに意識されないミドルウェアを世界中に提供し、世界の人々
のコミュニケーションの一層の深化、充実を図ること」を経営理念として、現在、「コンサルティング」、「受託開発」
及び「自社製品開発販売」の３事業を行っております。

 ［事業系統図］
　当社の収益の柱は自社開発したミドルウェア（※１）のライセンス販売であり、平成18年９月中間期においては、総売
上高の56.1％を占めております。その拡販の一環として、まず移動体通信事業者（以下「キャリア」という）及び携帯電
話メーカー（以下「メーカー」という）等に対してコンサルティングを行い、そこで顧客のニーズを正確に吸い上げ、当
社製品を利用したソリューションやサービスの提案を行っており、ひいては、試作の受託開発や当社ミドルウェアのライ
センス販売へと繋げております。さらに採用いただいた当該ミドルウェアの搭載、カスタマイズ及び保守サポート業務の
受託といった二次的なビジネスを展開しております。
　このように当社の３事業はそれぞれが個々に独立しているのではなく、ミドルウェアのライセンス販売を中心として相
互に連動しております。
　また、自社製品の一部の製品の開発につきましては、その製品開発・拡販に向けてシナジー効果が見込まれる企業に呼
び掛け、共同開発パートナーとして製品開発費の一部をご負担いただき、製品販売後に開発費負担比率に応じて利益を分
配する「共同開発型」をとっており、これにより、各製品の開発及び販売に係る事業リスクを軽減しつつも魅力ある自社
製品のラインナップを増加させることを実現しております。さらに一部の製品販売につきましては、販売代理店を通して
販売しており、その場合には販売手数料が発生いたします。
　以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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・試作の受託開発 

・自社のミドルウェア 
製品のライセンス販売 

・ミドルウェアの搭載 
・カスタマイズ 
・保守サポート 

事業間の販売案件の流れ 

サービス等の流れ 

金銭の流れ 

※１　ミドルウェア

　　　OS上で動作し、アプリケーションソフトに対してOSよりも高度で具体的な機能を提供するソフトウェア。OSとアプリケーションソフトの中間的な性格を持っております。
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２．経営方針
（1）会社の経営の基本方針

　現代の私たちの生活を取り巻く携帯電話、テレビ、カーナビ等の多くの情報通信機器の進歩は著しく、特に近年におけ

る機能の高度化・多様化には目を見張るものがございますが、それに伴い、各機器の操作も複雑化してきております。そ

のような中、当社では多様なユーザーの方々がそれぞれの嗜好や使い勝手に合わせ、気軽にそれらの機器に触れ合うこと

ができる「操作感」を大切にしていきたいと考えております。ニーズが技術を進化させ、私たちを取り囲む情報通信機器

は次々と新たなサービスを実現していますが、それらの機器が万能化する時代だからこそ、当社では真に求められるサー

ビスの具現化や、「人」と「機械」の接点に存在するサービスを使いやすく発展させていくことに真摯に取り組まなけれ

ばならないと考えており、ユーザーの目に触れない奥深くに存在する機能だけでなく、最終顧客であるユーザーがストレ

スを感じることなく身近な電子機器に触れ合うことができる社会の実現を目指しております。

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針

  当社は今まで、財務体質を強化するとともに、新製品研究開発投資及び今後の事業展開に備え、内部留保の充実を優先

させていただく方針としており、従来より配当を実施しておりません。今後は株主に対する利益還元を経営の重要な課題

のひとつとして位置付け、事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案し可能な限り早期に配当を実施したいと考え

ておりますが、当面は、安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るため、内部留保に重点を置くこととして

おります。

 

（3）投資単位引き下げに関する考え方及び方針等 

　当社は、比較的小額で株式購入が可能となる投資単位の引下げにつきまして、株式市場活性化のための有用な施策であ

ると認識しており、株式市場で取引可能な株式投資単位に関しては適宜見直しを行っていくことを基本方針としておりま

す。

（4）目標とする経営指標

　当社は平成16年７月12日に設立され、業歴が浅いことがあり、継続的かつ安定的な売上高の確保、特に将来における高

い利益率を見込めるライセンス販売の拡販による売上高の伸長を経営における当面の最優先課題としておりますが、一方

で開発コストの低減化による売上総利益・営業利益の効率改善を進めていくことで、利益率・資本回転率の両面から総資

産当期純利益率（ROA）の向上、更に株主価値向上のために株主資本当期純利益率（ROE）の向上にも努めてまいります。

　

 

（5）中期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　携帯電話の市場が成熟したと見られる日本、韓国及び一部の西欧諸国等を除けば、世界市場における携帯電話の普及は

まだ途上にあり、特にアジアにおいては、近年、大規模な設備投資が少なくて済む無線通信環境の拡大が積極的に行われ、

急速にその普及が進んでおります。一方で日本、韓国及び西欧諸国においては、端末機器の高性能化が著しく進んでおり

ますが、高性能化した端末機器にサービスが追いついていない現状です。

　このような環境の下で当社は、国内外において事業拡大が望めると考えられますが、一方で他社との競争が激化してい

くと思われます。そのような状況下、当社では下記の事項を対処すべき課題として取り組みを進めております。

 

　①優秀な人材の獲得

　当社の最大の武器は、高い技術力と地道なマーケティング活動に基づいた製品開発力でありますが、それらは個々の従

業員に依存したものであり、当社は優秀な人材の獲得と外部への流出を防ぐべく、より魅力的な企業となることを目指し

ております。そのため、様々な社内体制・制度の充実化を推し進めているほか、会社の知名度向上、製品のブランド力の

強化、社会からの信用獲得に務めてまいります。

 

　②グローバル・マーケティング及びアライアンスの強化

　当社はグローバル規模のマーケティング／販売活動を効率的に行うべく、戦略的に海外拠点の設置を検討し、さらにそ

のネットワークを拡大してまいります。現在、主要な顧客がいる地域である韓国のソウル市、フィンランドのエスポー市

及び中国の北京市に拠点を設立しており、それぞれネイティブスピーカーの要員が活動をしているほか、並行して国内外

の販売代理店との業務提携を進めております。

　また高度化かつ多機能化が急速に進んでいる携帯電話端末のプラットフォームは、OSの上に多種多様なミドルウェアが

階層をなす形で複雑に構成されて成り立っておりますが、当社では得意分野の違う国内外のハードウェアベンダー及びミ

ドルウェアベンダー各社等とのアライアンスを戦略的かつ積極的に進めてまいります。これにより、開発及び販売活動を

円滑に推移させ、また相互のシナジー効果を生むことを期待しております。
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　③開発コスト及びリスクの低減と製品ラインナップ及び研究開発の充実化

　設立間もなく、資金調達力に乏しい状況の中、当社では新規サービスの実現や既存製品の機能強化等について研究開発

を推進し、自社製品ラインナップの拡大を推し進めてまいりましたが、一部の製品においては、その開発・拡販に向けて

シナジー効果が見込まれる企業に呼び掛け、共同開発パートナーとして製品開発費の一部を負担いただき、製品販売後に

開発費負担比率に応じて利益を分配する「共同開発型」をとっております。これにより、開発コストの軽減を実現しつつ、

次なる新規製品の研究開発に対する余力の担保が可能となっております。

　また研究開発につきましては、独立した部門を設置し、当社の既存技術の転用・応用及び新技術の開発に向け、組織的

かつ効率的に取り組んでまいります。

（6）親会社等に関する事項

　当社は、親会社等はありません。

（7）内部管理体制の整備・運用状況

　当社では、高成長を維持し継続的に企業価値を高めていくためには、事業規模に相応しい内部管理体制の充実が不可欠

であると認識しており、内部管理体制の強化を図るとともにコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
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３．経営成績及び財政状態
 

１．当中間会計期間の概況（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

（1）経営成績

　当中間会計期間における当社に関連する携帯電話業界におきましては、国内においては次世代（３G）携帯電話への移行

が進む中、平成18年10月から導入された「番号ポータビリティ制度」及びソフトバンクグループによるボーダフォン株式

会社（現：ソフトバンクモバイル株式会社）の買収等の大きな変動要因による影響により、各キャリアならびにメーカー

の競争は一層激化しております。また国外においても同様に３G化・高機能化が進み、携帯電話を活用した情報サービス市

場は拡大してきているほか、現在、南米・中東・アフリカ等の地域においては急激に携帯電話の普及が進んでおり、国内

同様にメーカー間の競争が更に激しくなってきております。

　このように、国内外ともに業界における競争激化が進む中、各社は従来にない新たな機能、サービス、また使い易さを

差別化の重要なポイントとして打ち出していることから、当社が手掛けている新規の機能やサービス強化を実現するミド

ルウェアの活躍の場は今後益々増えてくると予想されます。

　このような状況の中、当社は携帯電話等小型組み込み機器向けのソフトウェア基盤技術の自社開発及び販売（以下「自

社製品開発販売事業」という）、ソフトウェアの受託開発（以下「受託開発事業」という）、及びソフトウェア開発・販

売についてのコンサルティング（以下「コンサルティング事業」という）を行い、上記各３事業とも下記のとおり、順調

に業績を推移させることができました。

　自社製品開発販売事業においては、各製品について国内外における新規販売先に対する業績が好調に推移した結果、売

上高は314,611千円となりました。

　携帯電話上において高度なインターフェース配信が実現可能なフレームワークを提供する「VIVID UI」が、国内大手キャ

リアの携帯電話向けサービスの基礎技術として採用されたほか、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ製携帯電話903iシリー

ズの一部に「着せ替えツール」基礎技術として採用されるなど、先行していた海外向けに続き国内各社への新規の供給が

スタートいたしました。また、携帯電話上で３Dグラフィック等による楽しいメールコミュニケーション手段を提供する

「VIVID Message」につきましても、新たに株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ向けの携帯電話に搭載されるなど順調に推

移いたしました。さらに新製品につきましても、ユーザーがデジタルカメラ搭載の携帯電話を動画撮影のようにスライド

操作を行うことで、簡単にパノラマ画像の作成を実現するミドルウェアである「VIVID Panorama」が完成し、世界大手メー

カーにライセンス供給がスタートいたしました。

　また、受託開発事業及びコンサルティング事業においては、ともに自社製品のライセンス販売に繋がる案件を中心とし

て計画通りに推移しており、その結果、売上高は、受託開発事業において160,354千円、コンサルティング事業は39,620千

円となりました。

　一方、製造原価、販売費及び一般管理費につきましては、いずれもほぼ計画通りに推移いたしました。

　この結果、当中間会計期間における売上高は514,585千円、経常損失は99,203千円、中間純損失は101,055千円となりま

した。
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（2）財政状態

　①当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税引前中間純損失が99,203千円に加え、前

渡金の増加94,500千円、未払費用の減少213,732千円、有形固定資産の取得による支出12,235千円、また、無形固定資産の

取得による支出203,574千円がありましたが、その一方で、新株予約権行使による株式発行収入252,480千円の資金増加と

売上債権の減少が481,296千円あった結果、前事業年度末より93,507千円増加し、当中間会計期間末には441,004千円とな

りました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は56,190千円となりました。これは主に、税引前中間純損失99,203千円、前渡金の増加

94,500千円及び未払費用の減少213,732千円等の減少要因があったものの、売上債権481,296千円の減少等による増加要因

が上回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）

　投資活動の結果使用した資金は216,025千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得12,235千円、及びソフト

ウェアやのれん等の無形固定資産の取得による支出203,574千円など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）

　財務活動の結果得られた資金は252,480千円となりました。これは新株予約権の行使による株式発行によるものでありま

す。

　②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３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

期末 期末 中間

自己資本比率（％） 79.1 71.7 89.3

（注）１．指標の算出は以下の算式を使用しております。

　　　　　自己資本比率：（自己資本／総資産）

　　　２．時価ベースの自己資本比率、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、株式時価、

　　　　　有利子負債及び利払いがないため算定しておりません。

２．通期の見通し（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　下半期の見通しにつきましては、当中間会計期間においてライセンス契約を獲得した国内大手キャリアに対するカスタ

マイズ及び開発ツールの作成等、受託開発事業における売上案件の受注が増加すると見込んでおります。

　一方で、「番号ポータビリティ制度」の影響による国内各キャリア・メーカーの競争は下半期においても一層の激化が

予想されることから、「VIVID Message」及び「VIVID UI」を中心とした自社製品の需要はさらに高まるものと見込んでお

り、海外も含め、自社製品のライセンス販売は引き続き積極的に行っていく方針であります。

　特に国内におきましては、携帯電話業界特有の商慣習等により、受託開発売上及びライセンス売上はともに下半期に集

中する傾向にあるため、それらの売上によって当中間会計期間における損失は解消され、下半期においては黒字化に転じ

るものと見込んでおり、通期における業績予想につきましては、売上高2,188百万円（前年同期比103.2％増）、経常利益

263百万円（前年同期比213.1％増）、当期純利益146百万円（前年同期比111.6％増）の達成を目標にしております。

３．事業等のリスク　

　当社の経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

　また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断において重要であると考えられる事項

については積極的に開示しております。なお、当社はこれらのリスクの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、本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。

　また以下の記載は、当社の事業または本株式の投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんのでご注意く

ださい。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間会計期間末日において当社が判断したものであります。
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（1）共同開発・協業・提携について

　当社は自社製品の開発に係るコスト及びリスク負担を軽減しつつ、魅力的な製品ラインナップの充実を図るために一部

の製品については他社との共同開発を行っております。しかし、共同開発の形態をとった場合、製品販売後にその開発コ

ストの負担比率に応じて利益を分配するため、利益率を引き下げる要因となります。

　また、当社では将来における技術開発や国内外におけるビジネス展開において、戦略的に国内外の企業と協業・提携も

進めております。しかし、今後において予期せぬ事象により当事者間で不一致が生じた場合、シナジー効果が期待できず

当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

（2）新製品開発に関するリスクについて

　当社は研究開発型の企業であり、将来の成長は革新的な新製品の開発と販売の状況に依存します。当社がおかれた業界

は急速な技術的進歩に支えられており、その性質から将来における繁栄の要素は複雑かつ不確実なものであるため多くの

リスクが存在します。当社では製品ラインナップの充実化のため、新製品の開発において状況に応じて共同開発の形を選

択することで開発コストの負担を軽減するなどの策を講じておりますが、当社が市場のニーズを充分に捉えきれず、魅力

的な新製品を開発できない場合には、将来の成長と収益性の低下を招き、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

（3）プログラム等の不良について

　当社の開発したプログラム、その他のソフトウェアまた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テスト・点検を行っておりますが、このような事態が発生した場合には損害賠償

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及ぼす可能性があります。

 

（4）知的財産権について

　当社は自社の技術やノウハウ等の知的財産権を保護するために特許申請を行っておりますが、必ずしもそれが当社の知

的財産権として保護される保証はありません。そのため、当社の知的財産を使って第三者が類似品を開発した際に、それ

を効果的に防止できない可能性があります。

　また当社は第三者の知的財産権を侵害する事態を回避すべく、可能な限りの努力をしてまいりますが、将来において、

当社事業に関連した知的財産権がどのように適用されるかを予想するのは極めて困難であり、万が一、当社が第三者の知

的財産権を侵害していた場合には、当該第三者より損害賠償義務を課せられたり、当該知的財産権に関する対価の支払等

が発生することも考えられ、その場合は当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

（5）外注委託先の確保について

　当社は社内の人員不足の補完及び開発費用削減等を目的に受託開発事業を中心として外注委託を行っており、当社にとっ

て優秀な外注委託先を安定的に確保する事が重要であると考えております。優秀な外注委託先が安定的に確保できない場

合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（6）資金回収期間の資金繰りへの影響について

　通常、当社の自社製品の開発は開始から完成まで約６か月から１年かかります。一方、その際の開発資金は当該製品の

販売後にそのライセンス収入を得ることにより回収していくというビジネスモデルをとっております。そのため、資金回

収までの期間が長くなった場合、またこのような案件が増加すれば、当社の長期的な資金繰りに影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

（7）ユーザー個人の嗜好及び流行の変化について

　当社の現在における営業収益のうち、主要な部分を占める「VIVID Message」等の一部のミドルウェアはエンターテイメ

ント性が高い製品であります。そのため、ユーザー個人の嗜好や流行等の変化により、当社の業績及び財務状況に影響を

及ぼす可能性があります。

 

（8）競合他社の参入及び価格競争について

　当社の主力製品である「VIVID Message」は、若年層向けの電子メールのデコレーションに着目した、今までに無い独自

性が高い製品であるため、現在、国内外において競合他社の製品はありません。しかし、今後携帯電話の３G化が一層進む

ことによりエンターテイメント性の高い電子メールサービスが発信できる環境が整っていくと予想され、それに従い、次

第に当社の優位性は薄まり、競合他社が参入し価格競争が起こる可能性があります。また、キャリアやメーカーが自ら内

製を行うことで競合他社となる可能性があります。その結果、当社は市場シェアを維持し収益性を保つことが困難となり、

当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

－ 7 －



 

（9）売上計上時期の影響について

　当社では、受託開発事業の全般において、取引先から成果物に対する検収を受けることで売上計上を行っております。

また自社製品開発販売事業におけるライセンス販売においては、契約条件等によって売上計上方法が異なることがあるた

め、当社ではソフトウェアに係る会計基準等に基づき売上計上に係る社内基準を定め、案件別に厳格な判断を行った上で

会計処理を行っておりますが、以下のような場合には売上計上時期が遅れることとなり、特に売上計上時期が当社の年度

決算期を越えて遅れた場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　①開発の遅延や不良箇所の発生等の要因により製品の検収が延期になった場合

　②当社の売上計上基準において想定できていない契約条件等が発生した場合

　③何らかの事由により契約締結そのものが延期となった場合

　④ソフトウェアに係る会計基準等に変更・改正等があった場合

（10）収益構造が下半期偏重になることについて

　当社の主要な販売先であるキャリアやメーカーとの取引においては、ライセンス販売に係る契約締結ならびに検収が下

半期偏重となる傾向があり、現在、当社の売上高も下半期に集中しております。従いまして、四半期または上半期の業績

だけをもって当社の通期の業績を予想することは困難になっております。

 

（11）平成18年３月期の収益構成について

　①一時的な要因により発生した売上の割合が高いことについて

　当社は、平成18年３月期において、韓国Samsung Electronics Co., Ltd.に対し、当社製品「VIVID Message」及び

「VIVID UI」について一部地域を除くワールドワイドライセンスの独占権をそれぞれ販売しており、その結果、総売上高

に対してこれらの売上高が占める割合は58.6％と極めて高いものとなっております。しかしながら、これらの売上は当該

期において一時的に発生した収益に過ぎず、以後継続的に発生を見込めるものではありません。

　なお、平成18年９月期における総売上高に占める同社の売上高の割合は14.5％と低下しております。

 

　②販売手数料の発生について

　上記のSamsung Electronics Co., Ltd.に対する売上高については、下表のとおり、販売代理店に対し売上高に応じた販

売手数料が発生し、利益率を引き下げる要因となっております。

 

区　分 平成18年３月31日現在 平成18年９月30日現在

 金額（千円）  　割合（％） 　金額（千円）   　割合（％）

　　　　総売上高 1,077,286 100.0 514,585 100.0

　Samsung Electronics Co.,

　Ltd. に関する売上高
631,105 58.6 74,644 14.5

　　　　販売手数料 232,165 21.6 20,104 3.9

 

（12）ソフトウェア資産について

　当社は自社開発販売事業において「VIVID Message」をはじめとするミドルウェアの開発を行っておりますが、それらの

開発に係る製造原価についてはソフトウェア資産に計上をしております。当社ではソフトウェアの資産計上をしている各

製品について定期的に売上達成見込の慎重な検討を実施し、その資産性について社内評価を行っており、売上達成が見込

めないと判断された場合には速やかに全額の費用化を行うこととしておりますが、その場合には当社の財務状況に影響を

及ぼす可能性があります。

 

（13）為替の変動について

　当社の事業は全世界をマーケットとしたものであります。従って各地域における売上・費用・資産等につきましては財

務諸表作成の際に円換算されており、換算時の為替レートの変動によっては当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。

 

（14）当社の事業体制について

　①特定の役員への依存度が高いことについて

　代表取締役社長堤　純也は、当社経営の最高責任者であり、主として携帯電話向けのミドルウェア技術及びコンピュー

タ・グラフィック技術ならびにそれらの開発・販売に関する豊富な知識・経験を持ち、また、国内外の携帯電話業界にお
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ける人脈と知名度に基づく大きな営業力を発揮するなど、当社の販売活動に多大な影響を与えてまいりました。現在、事

業規模の拡大に伴い、当社は経営組織内の権限委譲や業務分掌を推進しており同氏への依存度は低下しつつありますが、

今後何らかの理由により同氏が当社の業務を継続することが困難になった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

　②人材の確保及び育成について

　当社の事業はその大半がヒューマンリソースに依存しております。当社では優秀な人材の獲得及び確保のために投資を

しておりますが、経済状況や当社の業績によっては投資に見合う人材の獲得ができない可能性があります。当社では将来

に向けて社内の人材育成に取り組んでまいりますが、人材の流動が激しい当業界においては、何らかの事情により役職員

が退職してしまう可能性があり、必ずしも採用し育成した役職員が当社の事業に寄与し続けるとは限りません。

　③小規模組織と内部管理体制ついて

　平成18年９月30日現在における当社組織は、役員９名及び従業員64名と比較的小規模であり、内部管理体制もこのよう

な規模に応じたものとなっております。今後の方針として、当社は事業環境を勘案しながら人員の増加を図り、それに対

応して内部管理体制の一層の充実を図る方針であります。ただし、当社の内部管理体制に必要な人材を適時に確保できな

い事態が生じた際には当社の事業展開に支障となる可能性があり、その場合、当社の業績及び財務内容に影響を及ぼす可

能性があります。

 

（15）海外事業展開上のリスクについて

　当社の海外での開発及び販売活動は、西欧諸国及びアジアを中心に行われており、これらの海外市場での事業展開には

以下のようなカントリーリスクが存在し、これらの事象は当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

　①当社にとって不利な政治的または経済的要因

　②予期しない法律または規制等の変更

　③テロ、戦争、その他当社にとって不可抗力の外的要因

 

（16）業歴が浅いことについて

　当社は平成16年７月12日に設立され、業歴が浅いことから、過年度の経営成績だけでは今後の当社業績を予測する材料

としては不十分な面があると考えられます。

 

（17）新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

　当社は、会社の利益が個々の利益と一体化し、職務における動機付けをより向上させる目的とし、役職員等にストック

オプションとしての新株予約権を付与しております。これにより、平成18年９月30日現在における当社の潜在株比率は

22.2％となっております。これらの新株予約権が行使された場合には、当社の１株当たりの株式価値が希薄化することに

なり、また株式市場での需給バランスに変動が発生し、株価へ影響を及ぼすことが考えられます。また、当社は今後も同

様のストックオプション等のインセンティブプランを継続して行うことを検討しており、さらに株式価値の希薄化が生じ

る可能性があります。

（18）配当方針について

　当社では財務体質を強化するとともに、新製品研究開発投資及び今後の事業展開に備え、内部留保の充実を優先させて

いただく方針としており、従来より配当を実施しておりません。しかしながら、今後は株主に対する利益還元を経営の重

要な課題のひとつとして位置付け、事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案し可能な限り早期に配当を実施した

いと考えておりますが、当面は安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るため、内部留保に重点を置くこと

としております。
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４．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３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  441,004   347,496   

２．売掛金  141,858   623,155   

３．たな卸資産  78,695   34,874   

４．前渡金  94,500   －   

５．前払費用  16,629   5,513   

６．繰延税金資産  6,811   9,012   

７．その他  3,294   2,419   

流動資産合計   782,794 68.7  1,022,470 85.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1       

(1) 建物  10,228   9,577   

(2) 車両運搬具  1,571   1,926   

(3) 器具備品  17,977   9,066   

有形固定資産合計   29,776 2.6  20,570 1.7

２．無形固定資産        

(1) のれん  73,873   －   

(2) ソフトウェア  133,024   46,407   

(3) ソフトウェア仮勘定  91,180   74,686   

(4) その他  13   13   

無形固定資産合計   298,091 26.2  121,107 10.2
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当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産        

(1) 長期前払費用  791   1,291   

(2) 差入保証金  27,486   26,771   

投資その他の資産合計   28,278 2.5  28,063 2.3

固定資産合計   356,146 31.3  169,741 14.2

資産合計   1,138,941 100.0  1,192,212 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  24,893   27,805   

２．未払金  47,148   30,779   

３．未払費用  26,219   239,952   

４．未払法人税等  2,300   20,000   

５．未払消費税等 ※2 5,881   －   

６．前受金  4,050   8,100   

７．預り金  11,942   11,314   

流動負債合計   122,435 10.7  337,951 28.3

 負債合計   122,435 10.7  337,951 28.3
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当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   － －  459,550 38.5

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  －   323,750   

資本剰余金合計   － －  323,750 27.2

Ⅲ　利益剰余金        

１．当期未処分利益  －   70,960   

利益剰余金合計   － －  70,960 6.0

資本合計   － －  854,260 71.7

負債資本合計   － －  1,192,212 100.0

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   591,200 51.9  － －

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  455,400   －   

資本剰余金合計   455,400 40.0  － －

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △30,094   －   

利益剰余金合計   △30,094 △2.6  － －

株主資本合計   1,016,505 89.3  － －

純資産合計   1,016,505 89.3  － －

負債純資産合計   1,138,941 100.0  － －
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(2）中間損益計算書

  
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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   514,585 100.0  1,077,286 100.0

Ⅱ　売上原価 ※2  187,182 36.4  174,194 16.2

売上総利益   327,403 63.6  903,091 83.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  403,720 78.5  821,926 76.3

営業利益又は営業損失
(△)

  △76,317 △14.9  81,165 7.5

Ⅳ　営業外収益 ※3  1,075 0.2  7,382 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※4  23,960 4.6  4,546 0.4

経常利益又は経常損失
(△)

  △99,203 △19.3  84,001 7.8

税引前中間純損失(△)又
は税引前当期純利益

  △99,203 △19.3  84,001 7.8

法人税、住民税及び事業
税

 △347   23,754   

法人税等調整額  2,200 1,852 0.3 △9,012 14,742 1.4

中間純損失(△)又は当期
純利益

  △101,055 △19.6  69,259 6.4

前期繰越利益   －   1,701  

当期未処分利益   －   70,960  
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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４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本
 

 資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計

純資産合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
459,550 323,750 323,750 70,960 70,960 854,260 854,260

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 131,650 131,650 131,650 － － 263,300 263,300

中間純損失(△)（千円） － － － △101,055 △101,055 △101,055 △101,055

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
131,650 131,650 131,650 △101,055 △101,055 162,245 162,245

平成18年９月30日　残高

（千円）
591,200 455,400 455,400 △30,094 △30,094 1,016,505 1,016,505
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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    

税引前中間純損失(△)又は税引前当
期純利益

 △99,203 84,001

減価償却費  23,939 51,643

のれん償却額  8,208 －

受取利息  △107 △15

為替差損益  △862 △6,927

株式交付費  10,819 4,527

売上債権の増減額（増加：△）  481,296 △489,107

たな卸資産の増減額（増加：△）  △43,821 △34,874

前渡金の増減額（増加：△）  △94,500 －

仕入債務の増減額（減少：△）  △2,911 15,894

未払費用の増減額（減少：△）  △213,732 237,461

未払消費税等の増減額（減少：△）  5,881 －

その他  △2,907 60,548

小計  72,099 △76,844

利息の受取額  90 13

法人税等の支払額  △15,999 △13,851

営業活動によるキャッシュ・フロー  56,190 △90,681

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △12,235 △19,768

無形固定資産の取得による支出  △203,574 △170,945

その他  △215 △13,883

投資活動によるキャッシュ・フロー  △216,025 △204,597

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入  252,480 605,772

財務活動によるキャッシュ・フロー  252,480 605,772
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当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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  862 250

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 93,507 310,743

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  347,496 36,753

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※ 441,004 347,496
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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
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

たな卸資産

  仕掛品

  　個別法による原価法

たな卸資産

仕掛品

　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、建物(建物附属設備を除く)に

ついては定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　　建物　　　　　　６～10年

　　車両運搬具　　　　　５年

　　器具備品　　　　４～５年

（1）有形固定資産

 　同左

 （2）無形固定資産

 　　のれん　５年間で均等償却

　　 ソフトウェア　　

　市場販売目的のソフトウェアについて

は、販売可能期間（３年）における見込

販売収益に基づく償却額と見込販売可能

期間に基づく定額償却額のいずれか大き

い額により償却しております。自社利用

目的のソフトウェアについては、利用可

能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

（2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、販売可能期間（３年）におけ

る見込販売収益に基づく償却額と見込販

売可能期間に基づく定額償却額のいずれ

か大きい額により償却しております。自

社利用目的のソフトウェアについては、

利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

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

別に回収不能見込額を計上しております。

なお、当中間会計期間末においては、貸

倒引当金はありません。

（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

別に回収不能見込額を計上しております。

なお、当事業年度末においては、貸倒引

当金はありません。

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。

　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。
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項目
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（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

   

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

税抜方式を採用しております。

 

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

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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等）

 　当中間会計期間から「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1,016,505

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。

 

 

 

 （企業結合に係る会計基準等）

 「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会

　平成17年12月27日　企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準

適用指針第10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。

 

 

 

 （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

 　当中間会計期間から、「繰延資産の会計処理に関する

当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日

　実務対応報告第１号）を適用しております。

　前事業年度において営業外費用の内訳として表示してい

た「新株発行費」は、当中間会計期間より「株式交付費」

として表示する方法に変更しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、12,011千円で ※１　有形固定資産の減価償却累計額は、7,389千円であ

 　 あります。 　　ります。

※２　消費税等の取扱い 　　　　　　　　　　　　

 　　 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未  

 　 払消費税等として表示しております。  

  

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額  ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　役員報酬 68,385 千円     

　給料手当 79,337  

業務委託費 41,350  

旅費交通費 19,734  

接待交際費 26,766  

支払報酬 22,111  

販売手数料 61,052  

租税公課 8,215  

減価償却費 3,718  

のれん償却額 8,208  

　役員報酬 98,873 千円　 　

　給料手当 59,610  

業務委託費 60,004  

旅費交通費 39,050  

接待交際費 48,171  

支払報酬 17,217  

販売手数料 336,702  

租税公課 72,120  

減価償却費 4,728  

   

 ※２　減価償却実施額  ※２　減価償却実施額

　　　　有形固定資産　　　　　　4,622　　千円 　　　　有形固定資産　　　　　　6,038　　千円

　　　　無形固定資産　　　　   19,317　　千円 　　　　無形固定資産　　　　   45,604　　千円

  

 ※３　営業外収益の主要項目  ※３　営業外収益の主要項目

　　　　受取利息　　　　　　　　　107　　千円 　　　　為替差益　　　　　　　　6,927　　千円

 　　　　

 ※４　営業外費用の主要項目  ※４　営業外費用の主要項目

　　　　株式交付費　　　　   　10,819　　千円 　　　　新株発行費　　　　      4,527　　千円

　　　　為替差損　　　　　   　13,140　　千円 　　　　
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（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４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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）

発行済株式

普通株式（注） 48,330 10,580 － 58,910

合計 48,330 10,580 － 58,910

（注）普通株式の発行済株式総数の増加数10,580株は、新株予約権の権利行使によるものであります。

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　　　　 該当事項はありません。

 

３．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

提出会社  平成16年

 第１回新株予約権（注）３
普通株式 1,840 － － 1,840 －

平成16年

 第２回新株予約権
普通株式 2,360 － － 2,360 －

平成16年

 第３回新株予約権（注）３
普通株式 70 － － 70 －

平成17年

 第４回新株予約権（注）１
普通株式 550 － 80 470 －

平成17年

 第５回新株予約権（注）１
普通株式 7,000 － 7,000 － －

平成17年

 第６回新株予約権（注）３
普通株式 1,650 － － 1,650 －

平成17年

 第７回新株予約権（注）３
普通株式 100 － － 100 －

平成17年

 第８回新株予約権（注）３
普通株式 50 － － 50 －

平成17年

 第９回新株予約権（注）１
普通株式 3,500 － 3,500 － －

平成17年

 第10回新株予約権（注）３
普通株式 5,300 － － 5,300 －

平成17年

 第11回新株予約権（注）３
普通株式 450 － － 450 －

平成18年

 第12回新株予約権

 （注）２,３

普通株式 4,420 － 160 4,260 －

平成18年

 第13回新株予約権（注）３
普通株式 220 － － 220 －

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

合計 － 27,510 － 10,740 16,770 －

（注）１．新株予約権の当中間会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。

      ２．新株予約権の当中間会計期間減少は、新株予約権の消却によるものであります。

      ３．該当の新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
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      ４．配当に関する事項

          該当事項はありません。

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表

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貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

 (平成18年９月30日)

現金及び預金勘定 441,004千円

現金及び現金同等物 441,004千円

 (平成18年３月31日)

現金及び預金勘定 347,496千円

現金及び現金同等物 347,496千円

①　リース取引

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　当社はリース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。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社はリース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。

②　有価証券

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　当社は有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（平成18年３月31日現在）

　当社は有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　ストック・オプション等

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

⑤　持分法損益等

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　当社は関係会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社は関係会社を有しておりませんので、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 17,255.23円

１株当たり中間純損失金額 1,861.57円

１株当たり純資産額 17,675.57円

１株当たり当期純利益金額 2,054.38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、１株当たり中間純損失が計上されているため、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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。

　（注）　１株当たり中間純損失又は当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中間純損失(△)又は当期純利益(千円) △101,055 69,259

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る中間純損失(△)又は普通株式

に係る当期純利益(千円)
△101,055 69,259

期中平均株式数(株) 54,285 33,713

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11種類（新株予約権の数

16,770個）

新株予約権13種類（新株予約権の数

27,510個）
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（重要な後発事象）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　平成18年９月14日及び平成18年９月28日開催の取締役会

において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成18年

10月18日に払込が完了いたしました。

　この結果、資本金は950,000千円、発行済株式総数は

64,910株となっております。

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方

式による募集)

②　発行する株式の種類及び数：普通株式6,000株

③　発行価格 ：１株につき130,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき119,600円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。

⑤　払込金額 ：１株につき119,600円

⑥　資本組入額 ：１株につき 59,800円

⑦　発行価額の総額 ：780,000千円

⑧　資本組入額の総額 ：358,800千円

⑨　払込金額の総額 ：717,600千円

⑩　払込期日 ：平成18年10月18日

⑪　資金の使途 ：研究開発費、設備投

　資、及び残額を事業

　拡大に伴う運転資金

 １．新株予約権の行使による増資

　平成18年６月26日付で第５回新株予約権に係る新株

予約権の行使により、株式数等が次のとおり増加いたし

ました。

株式数 7,000株　　

資本金 87,500千円

資本準備金 87,500千円

 

 ２．新株予約権の行使による増資

　平成18年６月26日付で第９回新株予約権に係る新株予

約権の行使により、株式数等が次のとおり増加いたしま

した。

株式数 3,500株　　

資本金 43,750千円

資本準備金 43,750千円

　以上により、平成18年６月26日現在の発行済株式の総

数は、58,910株、資本金は591,200千円、資本準備金は

455,400千円となっております。
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５．生産、受注及び販売の状況
 （1）生産実績

事業部門

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 自社製品開発販売事業 158,309 47.6 180,054 59.3

 受託開発事業 160,770 48.4 123,451 40.7

 コンサルティング事業 11,067 3.3 － －

 研究開発 2,348 0.7 － －

合計 332,495 100.0 303,506 100.0

　（注）１．金額は製造原価によるものです。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 （2）受注状況

事業部門

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

受注高（千円）
受注残高
（千円）

受注高（千円）
受注残高
（千円）

 受託開発事業 556,260 453,326 316,657 57,421

合計 556,260 453,326 316,657 57,421

 （注）1.金額は、販売価格によっております。

　　　 2.自社製品開発事業につきましては見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

　　　 3.コンサルティング事業につきましては継続事業のため、該当事項はありません。

　　　 4.上記の金額には、消費税等は含まれて下りません。

 

 （3）販売実績

事業部門

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 自社製品開発販売事業 314,611 61.1 780,945 72.5

 受託開発事業 160,354 31.2 259,236 24.1

 コンサルティング事業 39,620 7.7 37,104 3.4

合計 514,585 100.0 1,077,286 100.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 25 －



２．当中間会計期間の主要な輸出販売先及び輸出販売高ならびに割合は、次のとおりであります。

なお、（　）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。

輸出先

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額（千円）
割合
（％）

 大韓民国 77,645 75.9

 スウェーデン 12,884 12.6

 アメリカ合衆国 11,733 11.5

合計
102,262

 （19.9％）
100.0

３．当中間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

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額（千円）
割合
（％）

 Samsung　Electronics　CO.,LTD. 74,644 14.5

 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 59,620 11.6
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