
(財)財務会計基準機構会員  

平成19年３月期　第３四半期財務・業績の概況（非連結）
 平成19年２月９日 

上場会社名　株式会社アクロディア （コード番号：３８２３　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.acrodea.co.jp/　）  

問合せ先　　代表取締役社長　　　　　堤　　純也 　ＴＥＬ：（03）5798－4885

　　　　　　取締役兼最高財務責任者　杉山　　功  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

 

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日　～　平成18年12月31日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第３四半期 833 － △193 － △232 － △235 －

18年３月期第３四半期 － － － － － － － －

（参考）18年３月期 1,077  81  84  69  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月期第３四半期 △4,100 22 －  

18年３月期第３四半期 －  －  

（参考）18年３月期 2,054 38 －  

　（注）平成18年３月期は四半期財務諸表を作成していないため記載しておりません。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　　第３四半期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、平成18年10月から導入された「番号ポー

タビリティ制度」による影響により、国内各キャリアならびに各メーカー間の競争は一層激化の様相を呈しております。

また国外においても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、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きましては、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」がソフトバンクモバイル株式会社が提供する「おなじみ操作」の基礎技術に採用されるとともに、

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」、及びユーザー

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

－ 1 －



ミドルウェアである「VIVID Panorama」の各製品について国内外における業績が順調に推移した結果、売上高は519,297千

円となりました。

　受託開発事業におきましては、「VIVID UI」のライセンス供給に付随する開発案件を受注したことをはじめ、年度計画

達成に向けて新たなライセンス販売に繋がる開発案件を中心として受注しており、現在開発を進めております。その結果、

売上高は、受託開発事業において273,382千円となりました。

　また、コンサルティング事業もほぼ計画通りに推移しており、その結果、売上高は41,286千円となりました。

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

　この結果、第３四半期会計期間における売上高は833,967千円、経常損失は232,384千円、四半期純損失は235,633千円と

なりました。

 

(2）財政状態の変動状況                                                                  （百万円未満切捨）

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

19年３月期第３四半期 1,966 1,599 81.3 24,642 22

18年３月期第３四半期 － － － －  

（参考）18年３月期 1,192 854 71.7 17,675 57

(3）キャッシュ・フローの状況                                                            （百万円未満切捨）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期第３四半期 178 △257 956 1,226

18年３月期第３四半期 － － － －

（参考）18年３月期 △90 △204 605 347

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期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、1,226,299千円となりました。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178,127千円となりました。これは主に、税引前第３四半期純損失232,384千円、たな卸

資産の増加119,689千円、前渡金の増加94,500千円及び未払費用の減少213,000千円等の減少要因があったものの、売上債

権576,078千円の減少及び前受金182,819千円の増加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257,726千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得17,595千円、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237,859千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956,963千円となりました。これは、新株予約権の行使による株式発行及び平成18年10月

19日の東京証券取引所マザーズ市場へ上場した際に実施した公募増資資金によるものであります。
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３．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）                    （百万円未満切捨）

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）　2,260円 96銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　通期の見通しにつきましては、当第３四半期会計期間までに「VIVID UI」を中心としたライセンス契約を獲得した国内

大手キャリアに対する各開発案件を中心として、受託開発事業における売上が増加すると見込んでおります。

　また、国内大手キャリア及び携帯電話メーカーに対する「VIVID Panorama」等のライセンス販売は好調に推移するもの

と見込んでおり、今後とも自社製品のライセンス販売につきましては、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特に毎年３

月に集中する傾向にあるため、それらの売上によって当第３四半期会計期間における損失は解消され、通期においては黒

字化に転じるものと見込んでおり、通期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。

 

 ４．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

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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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31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  1,226,299   347,496   

２．売掛金  47,076   623,155   

３．たな卸資産  154,563   34,874   

４．前渡金  94,500   －   

５．前払費用  50,084   5,513   

６．繰延税金資産  6,811   9,012   

７．その他  10,441   2,419   

流動資産合計   1,589,777 80.8  1,022,470 85.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1) 建物  9,923   9,577   

(2) 車両運搬具  1,393   1,926   

(3) 器具備品  21,250   9,066   

有形固定資産合計   32,566 1.7  20,570 1.7

２．無形固定資産        

(1) のれん  69,769   －   

(2) ソフトウェア  124,602   46,407   

(3) ソフトウェア仮勘定  119,354   74,686   

(4) その他  13   13   

無形固定資産合計   313,739 16.0  121,107 10.2

３．投資その他の資産        

(1) 長期前払費用  541   1,291   

(2) 差入保証金  29,793   26,771   

投資その他の資産合計   30,335 1.5  28,063 2.3

固定資産合計   376,641 19.2  169,741 14.2

資産合計   1,966,418 100.0  1,192,212 100.0
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当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  45,374   27,805   

２．未払金  90,957   30,779   

３．未払費用  26,951   239,952   

４．未払法人税等  －   20,000   

５．未払消費税等 ※２ 1,472   －   

６．前受金  190,919   8,100   

７．預り金  11,215   11,314   

流動負債合計   366,891 18.7  337,951 28.3

 負債合計   366,891 18.7  337,951 28.3

（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   950,000 48.3  － －

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  814,200   －   

資本剰余金合計   814,200 41.4  － －

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △164,672   －   

利益剰余金合計   △164,672 △8.4  － －

株主資本合計   1,599,527 81.3  － －

純資産合計   1,599,527 81.3  － －

負債純資産合計   1,966,418 100.0  － －
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(2）四半期損益計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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   833,967 100.0  1,077,286 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  293,933 35.2  174,194 16.2

売上総利益   540,033 64.8  903,091 83.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１.
２

 733,312 87.9  821,926 76.3

営業利益又は営業損失
(△)

  △193,278 △23.1  81,165 7.5

Ⅳ　営業外収益 ※３  1,076 0.1  7,382 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※４  40,181 4.8  4,546 0.4

経常利益又は経常損失
(△)

  △232,384 △27.8  84,001 7.8

税引前四半期純損失(△)
又は税引前当期純利益

  △232,384 △27.8  84,001 7.8

法人税、住民税及び事業
税

 1,049   23,754   

法人税等調整額  2,200 3,249 0.4 △9,012 14,742 1.4

四半期純損失(△)又は当
期純利益

  △235,633 △28.2  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) 四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31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

その他利益　
剰余金 利益剰余金

合計

純資産合計

 繰越利益
剰余金

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 490,450 490,450 490,450 － － 980,900 980,900

第３四半期純損失(△) － － － △235,633 △235,633 △235,633 △235,633

第３四半期会計期間中の変動額

合計

（千円）

490,450 490,450 490,450 △235,633 △235,633 745,266 745,266

平成18年12月31日　残高

（千円）
950,000 814,200 814,200 △164,672 △164,672 1,599,527 1,599,527
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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    

税引前第３四半期純損失(△)又は税
引前当期純利益

 △232,384 84,001

減価償却費  41,474 51,643

のれん償却額  12,312 －

受取利息  △108 △15

為替差損益  △1,438 △6,927

新株発行費  － 4,527

株式交付費  23,936 －

売上債権の増減額（増加：△）  576,078 △489,107

たな卸資産の増減額（増加：△）  △119,689 △34,874

前渡金の増減額（増加：△）  △94,500 －

仕入債務の増減額（減少：△）  17,569 15,894

未払費用の増減額（減少：△）  △213,000 237,461

未払消費税等の増減額（減少：△）  3,891 －

前受金の増減額（減少：△）  182,819 －

 その他  8,319 60,548

小計  205,280 △76,844

利息の受取額  108 13

法人税等の支払額  △27,260 △13,851

営業活動によるキャッシュ・フロー  178,127 △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  △17,595 △19,768

無形固定資産の取得による支出  △237,859 △170,945

その他  △2,271 △13,883

投資活動によるキャッシュ・フロー  △257,726 △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  956,963 605,772

財務活動によるキャッシュ・フロー  956,963 605,772

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  1,438 250

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 878,802 310,743

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第３四半期末
（期末）残高

※ 1,226,299 347,496
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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、当第３四半期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、第３四半期会計

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。

５．四半期キャッシュ・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．その他四半期財務諸表（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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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）

 　当第３四半期会計期間から「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1,599,527

千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当第３四半期

会計期間における四半期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。

 

 

 （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

 　当第３四半期会計期間から、「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19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、当第３四半期会計期間より「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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(5）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31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、15,641千円で ※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 ※２　　　　──────────

 　　 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、未  　　

 　 払消費税等として表示しております。  

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31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 110,037 千円     

　給料手当 141,642  

業務委託費 68,440  

販売手数料 138,086  

租税公課 44,449  

のれん償却額 12,312  

減価償却費 6,283  

　役員報酬 98,873 千円　 　

　給料手当 59,610  

業務委託費 60,004  

接待交際費 48,171  

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　　　　　　8,252　　千円 　　　　有形固定資産　　　　　　6,038　　千円

　　　　無形固定資産　　　　   33,221　　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　　　　　　　　　108　　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　　　　   　23,936　　千円 　　　　新株発行費　　　　      4,527　　千円

　　　　為替差損　　　　　   　16,244　　千円 　　　　
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31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）

当第３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数（株）

発行済株式

普通株式 48,330 16,580 － 64,910

合計 48,330 16,580 － 64,910

　（変動事由の概要）

 　　増加数の内容は以下のとおりであります。

 　　　　　公募増資による増加　　　　　　　　　　　6,000株

 　　　　　ストック・オプション行使による増加　　 10,580株

 

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

 　　　　　　 該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

 　　　　　　 該当事項はありません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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第３四半期期末残高と四半期貸

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12月31日)

現金及び預金勘定 1,226,299千円

現金及び現金同等物 1,226,299千円

 (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
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（リース取引関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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。

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。

（有価証券関係）

当第３四半期会計期間末（平成18年12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。

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。

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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。

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。

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

当第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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。

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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31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 24,642.22円

１株当たり第３四半期純損失金額 4,100.22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株当たり第３四半期純利益金額

については、１株当たり第３四半期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株当たり第３四半期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。

 
当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第３四半期純損失(△)又は当期純利益(千

円)
△235,633 69,259

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る第３四半期純損失(△)又は普

通株式に係る当期純利益(千円)
△235,633 69,259

期中平均株式数(株) 57,469 33,713

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第３四半期(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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 該当事項はありません。

 

 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

　これにより、平成18年６月26日現在の発行済株式の総

数は、55,410株、資本金は547,450千円、資本準備金は

411,650千円となっております。

 

 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

　これにより、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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(6）事業部門別売上高

　当第３四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当第３四半期会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

前年同期比(％)

自社製品開発販売事業 (千円) 519,297 －

受託開発事業 (千円) 273,382 －

コンサルティング事業 (千円) 41,286 －

合計(千円) 833,967 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第３四半期会計期間の主要な輸出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

当第３四半期会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

金額(千円) 割合(％)

大韓民国 266,438 91.5

フィンランド 12,884 4.4

アメリカ合衆国 11,733 4.1

合計 291,056（34.9％） 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当第３四半期会計期間の主な相手先別の販売実績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

当第３四半期会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

金額(千円) 割合(％)

Samsung Electronics Co., Ltd. 263,433 31.6

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 137,840 16.5

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．当第３四半期会計期間は四半期財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。
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