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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 1,314 11.6 284 22.4 267 16.1 151 16.0

18年９月中間期 1,177 35.6 232 － 230 － 130 －

19年３月期 2,225 － 365 － 345 － 166 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 5,485 80 4,790 49

18年９月中間期 5,770 01  －

19年３月期 7,301 53  －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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９月中間期 2,837 2,356 83.0 83,931 24

18年９月中間期 1,597 972 60.8 42,841 33

19年３月期 1,722 1,026 59.6 44,861 24

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,356百万円 18年９月中間期 972百万円 19年３月期 1,026百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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９月中間期 143 △142 1,018 1,906

18年９月中間期 134 △34 △37 694

19年３月期 424 △68 △91 895

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － 0 00

20年３月期 － －
0 00

20年３月期（予想） － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,813 26.4 515 41.0 513 48.7 305 83.6 10,941 71
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

 

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 28,078株 18年９月中間期 22,690株 19年３月期 22,890株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 1,318 10.4 271 16.7 252 9.8 139 6.9

18年９月中間期 1,194 37.5 232 － 230 － 130 －

19年３月期 2,238 － 350 － 331 － 153 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 5,037 85

18年９月中間期 5,751 49

19年３月期 6,749 38

(2）個別財政状態

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９月中間期 2,837 2,343 82.6 83,481 03

18年９月中間期 1,633 996 61.0 43,899 10

19年３月期 1,734 1,032 59.5 45,103 48

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,343百万円 18年９月中間期 996百万円 19年３月期 1,032百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,813 25.7 490 40.1 488 47.3 283 84.4 10,156 21

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述についてのご注意）

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

　　判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予

　　測の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、４ページ「１．経営成績　(1)

　　経営成績の分析」をご覧下さい。

２．平成20年３月期の業績予想につきましては、連結・個別ともに平成19年５月11日に公表しました業績予想から変

　　更はありません。

３．平成20年３月期の連結・個別業績予想における１株当たり当期純利益は、当中間期におけるストック・オプショ

　　ン行使による新株発行を反映した予想期中平均株式数を用いて算定した数値に修正しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　業績全般　

　当社グループの事業の中心である携帯電話市場は、国内においては、携帯電話の普及率が飽和状態に近いものの、

魅力的な新規端末の投入などによる買換え需要に支えられ、平成19年上半期（平成19年1月～6月）の携帯端末の出

荷台数は、前年とほぼ同じ水準で推移しております（社団法人電子情報技術産業協会調査）。一方、ハイエンド端

末である3G携帯は堅調に伸びおり、全携帯端末に占める3G携帯の比率の高まりとともに、モバイルコンテンツ市場

も順調に拡大しております（総務省調査）。

　海外市場においては、平成19年上半期（平成19年1月～6月）の携帯端末の出荷台数は、中国やインドを始めとす

る発展途上市場においてローエンド端末の需要が引き続き好調であることや、欧米などの成熟市場において3G携帯

を始めとする多機能のハイエンド端末への買い替えが進んでいることにより、前年同期比で10.0%を上回る成長を続

けております（米国IDC社調査）。ハイエンド端末の比率の高まりとともに、ローエンド端末における多機能化が進

む傾向にあり、モバイルコンテンツ市場も拡大を見せている状況と推測しております。

 

　このような環境のもと、当社グループは、業容拡大のため、海外における拡販活動、携帯電話以外のデバイスへ

の事業展開、アプリケーション事業における高収益ビジネスモデルの確立、新製品開発等の研究開発活動の強化を

推進いたしました。 

　ミドルウェア事業におきましては、携帯電話の分野では、主力製品であるMascotCapsule®を、国内の4つの通信

キャリア（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下　NTTドコモ）、KDDI株式会社（以下　KDDI）、ソフトバンク

モバイル株式会社（以下　ソフトバンクモバイル）、株式会社ウィルコム（以下　WILLCOM））向けの携帯端末に引

き続き供給を行っております。また、海外でも、韓国LG Electronics Inc.、米国Motorola, Inc.、米国QUALCOMM 

Incorporated、韓国Samsung Electronics Co., LTD.やスウェーデンSony Ericsson Mobile Communications AB製の

携帯端末やチップへのMascotCapsuleの供給を引き続き行っており、同製品を搭載した携帯端末等の世界累計出荷台

数は、平成19年9月末現在で3億台を突破いたしました。新製品の開発につきましては、平成19年5月に、3D演出機能

と感情表現機能を実装した携帯メール向け3Dエンジンである3D e-mojiエンジンを開発し、KDDI並びにKDDI向けの携

帯端末への提供を開始いたしました。また、海外における拡販活動を積極的に進めており、平成19年4月に、台湾の

端末メーカであるASUSTeK Computer Inc.とMascotCapsuleの供給に関するライセンス契約を締結することが出来ま

した。そして、平成19年7月に、エスマテック株式会社とMascotCapsuleを同社のJbed Javaプラットフォームに対応

させるパートナー契約を締結いたしました。 

　携帯電話以外の分野では、デジタルビデオカメラ向けのMascotCapsuleの供給を引き続き行うと同時に、その他の

家電製品やアミューズメント機器等のユーザインターフェースを必要とするデバイス向けの製品開発並びに販売活

動を推進いたしました。その結果、平成19年5月に、携帯端末よりも低スペックな実行環境で利用可能な3D描画エン

ジンであるMascotCapsule nanoを開発いたしました。また、当社製品拡販のため、平成19年9月に、株式会社ルネサ

スソリューションズとMascotCapsuleシリーズのライセンスおよび販売提携の契約を締結いたしました。 

　アプリケーション事業におきましては、より継続性のあるサービス、収益性の高いビジネスモデルを確立するた

め、急速に市場が拡大しているコミュニティ分野やSNS分野への取り組みを強化しており、「フリフオンラインモバ

イル」等の大型案件のサービス企画・受託開発並びに運用設計・受託運用を推進いたしました。また、従来からの

取り組みである、当社が提供するミドルウェア技術を活かしたモバイルゲームコンテンツの制作も積極的に推進し

ております。加えて、ニンテンドーDS用ソフトの開発も行いました。

 

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は1,314百万円（前年同期比11.6%増）となりました。利益につきまし

ても、利益率の高いライセンス収入が増加したことに伴って、営業利益284百万円（前年同期比22.4%増）、経常利

益267百万円（前年同期比16.1%増）、当期純利益151百万円（前年同期比16.0%増）となりました。

 

株式会社エイチアイ（3846）平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 3 －



② 事業の種類別セグメントの業績 

A．ミドルウェア事業 

　当社製品が搭載された携帯端末等の出荷台数に応じたライセンス収入は、国内におきましては、携帯端末の出荷

台数は前年とほぼ同じ水準で推移しているものの、出荷された端末に占めるMascotCapsule搭載端末の比率の高まり、

並びに、MascotCapsuleの拡張機能であるMascotCapsule eXtensionが搭載された端末数の増加に伴い、売上が増加

しております。また、海外市場からのライセンス収入も順調に推移いたしました。加えて、下期に予定しておりま

した海外市場からのライセンス収入の一部が当中間連結会計期間に前倒しで計上されたこと、また、組込み系並び

にグラフィックス関連の応用技術を活かした大型開発案件の受託開発を進めたことにより、当中間連結会計期間の

売上高は1,090百万円（前年同期比33.7%増）、営業利益は529百万円（前年同期比29.4%増）となりました。

 

B．アプリケーション事業 

　無料コンテンツの増加等による市場変化によって1コンテンツあたりの利用者数やダウンロード数が減少する傾向

にあると考えられるため、急速に市場が拡大しているコミュニティ分野やSNS分野への取り組みを強化しており、大

型案件のサービス企画・受託開発並びに運用設計・受託運用を推進いたしました。そのため、コンテンツ開発収入

は堅調に推移したものの、新規のモバイルコンテンツの投入を抑えたことにより、コンテンツプロバイダとシェア

リングを行うロイヤリティ収入は減少いたしました。その結果、当中間連結会計期間の売上高は223百万円（前年同

期比38.2%減）、営業損失は21百万円（前年同期は4百万円の損失）となりました。

 

③　通期の見通し 

　当社グループの事業の中心である携帯電話市場は、国内においては、旺盛な買換え需要に支えられ、携帯端末の

出荷台数は引き続き堅調に推移するものと予想しております。また、ハイエンド端末である3G携帯の全携帯電話に

占める比率はますます高まることが予想され、モバイルコンテンツ市場も拡大するものと考えております。 

　一方、海外市場における携帯端末の出荷台数は、引き続き成長を続けていくものと予想しております。また、欧

米などの成熟市場において3G携帯を始めとする多機能のハイエンド端末への買い替えが本格的に進むことが予想さ

れており、ハイエンド端末の占める比率の高まりとともに、リッチなコンテンツやサービスに対する需要はますま

す盛り上がるものと考えております。 

　このような環境のもと、ミドルウェア事業の携帯電話向けMascotCapsuleのライセンス収入は、国内市場及び海外

市場における携帯端末の出荷台数の増加並びに端末の高性能化に引き続き支えられ、堅調に推移するものと見込ん

でおります。加えて、大型開発案件の受託により、受託開発収入も増加するものと予想しているため、全体では前

期比で大幅な増収が見込まれております。 

　アプリケーション事業においては、無料コンテンツの増加等によるモバイルゲームコンテンツ市場の変化に対応

するため、従来から取り組んでいるモバイルゲームコンテンツの開発に加えて、急速に市場が拡大しているコミュ

ニティ分野やSNS分野への取り組みを強化することにより、全体では前期比で増収を予定しております。 

　損益については、利益率の高いミドルウェア事業のライセンス収入等の売上の増加が、人員の増加に伴う人件費

や外注費並びに研究開発費の増加を上回るため、前期比で増益を見込んでおります。

 

　以上の結果、通期の連結業績につきましては、下記のように見込んでおります。

　　売上高  　　2,813百万円（前期比26.4%増）

　　営業利益  　　515百万円（前期比41.0%増）

　　経常利益  　　513百万円（前期比48.7%増）

　　当期純利益  　305百万円（前期比83.6%増）

 

株式会社エイチアイ（3846）平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 4 －



(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

 当中間連結会計期間の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1,115百万円増加し、2,837百万円となりま

した。これは、現金及び預金が前連結会計年度末に比べて1,016百万円増加したことが主な要因であります。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べて214百万円減少し、481百万円となりました。これは、借入金が

127百万円減少したことが主な要因であります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1,329百万円増加し、2,356百万円となりました。これは、資本

金及び資本剰余金がそれぞれ586百万円増加したこと、及び、中間純利益を151百万円計上したことが主な要因であ

ります。

 

 ②　キャッシュ・フローの状況

 　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,010百万円増加し、1,906百万

円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの概況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）

　営業活動の結果獲得した資金は、143百万円となりました。税金等調整前中間純利益270百万円及び売上債権の減

少92百万円などにより前中間連結会計期間に比べて獲得した資金は増加しましたが、法人税等の支払額が前中間連

結会計期間に比べて198百万円増加したことから、営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べて8百

万円の増加となりました。

（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、142百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出69百万円

及び投資有価証券の取得による支出48百万円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）

　財務活動の結果獲得した資金は、1,018百万円となりました。これは主に、短期借入による純減103百万円、長期

借入金の返済による支出24百万円、及び、社債の償還による支出10百万円があったものの、株式の発行による収入

1,156百万円によるものであります。

 

 ③　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

 

平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 59.8 59.6 83.0

債務償還年数（年） 0.7 0.5 0.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
75.0 108.3 116.7

 注）１．各指標は、いずれも連結の財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

         自己資本比率：（自己資本／総資産）×100

         債務償還年数：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー

         インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利息の支払額

     ２．有利子負債とは、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利息を支払っている全ての

         負債が対象となります。

     ３．営業活動によるキャッシュ・フロー及び利息の支払額は、連結キャッシャ・フロー計算書に

         計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いています。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、企業としての競争力を確保しつつ、株主に対する利益還元を行っていくことを基本方針としております

が、これまで当社は、財務体質の強化を図るとともに、今後の事業展開に備え、必要な内部留保の確保を優先して

おり、利益配当を行っておりません。今後につきましても、当面は内部留保の充実化を優先する予定ですが、当社

グループの業績が計画通り順調に推移した場合には、内部留保とのバランスを図りながら、利益配当等の株主への

利益還元策を検討してまいります。 

　なお、内部留保資金は、市場ニーズに応える新製品の開発や研究開発活動等の投資資金として活用し、企業価値

の最大化を目指していく所存です。
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２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成19年6月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」並びに「関係会社の状況」

から重要な変更が無いため、開示を省略しております。

なお、当該有価証券報告書は、次のURLからご覧いただくことが出来ます。

（当社ホームページ）

　http://www.hicorp.co.jp/ir/library.html 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、快適なヒューマンインターフェース（注１）の創造による「豊かなコンピュータライフの実現」

を企業理念としております。ユーザがコンピュータやプログラム等の存在を意識せず、さまざまな電子機器を簡単

かつ有効に利用できるようなソリューションの提供によって、ユビキタスコンピューティング（注２）の環境が確

立されていくこれからの社会に貢献することは、極めて重要なことであると考えております。

 

＜用語解説＞ 

（注１）ヒューマンインターフェース（コンピュータと人間の間で情報のやりとりを行う境界。マンマシンインター

フェースとも言い、その実装はハードウェアとソフトウェアの協調動作によって提供される。） 

（注２）ユビキタスコンピューティング（社会の至るところにコンピュータが存在し、コンピュータ同士が自律的

に連携して動作することにより、いつでもどこででもコンピュータを使える環境を実現し、利便性や安全

性、快適性を追求し、人間の生活を強力にバックアップする技術。） 

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループでは、事業拡大のため、研究開発活動の拡充によって新たな事業の柱となる技術やサービスを立ち

上げる必要があると考えております。そこで、継続的な研究開発活動を可能とするため、成長と高収益とを同時に

実現することを目的として、売上高経常利益率20%を目標とする経営指標としております。また、資本効率の向上に

よる株主価値の拡大を図る観点から、ROE（株主資本当期純利益率）も重要な経営指標と考えております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　当社グループは、ユビキタス社会の発展と共に新しい技術・サービスの創出・提供を目指しており、ヒューマン

インターフェースをキーワードとしたあらゆるコンピュータ向けの基盤技術の研究開発の拡充、海外展開、携帯電

話以外のデバイスへの事業展開や新しい技術の提供による新たな市場の開拓、そして、アプリケーション事業にお

ける高収益ビジネスモデルの確立が重要であると考えております。その具体的内容は以下の通りであります。

 

①　研究開発体制の拡充について 

　当社グループが提供する3Dエンジンに代表されるミドルウェア等の技術は、海外市場での普及率が高まり、市場

の拡大が見込める一方で、さらなる機能の向上が求められるうえ、競合他社の参入があった場合は価格競争も想定

され、収益性が低下する恐れがあります。これらの状況に対処するためには、タイムリーに新たな事業の柱となる

基盤技術を研究開発により立ち上げる必要があります。当社グループでは、これらに対処するため、リソースの拡

充を第一の課題と掲げ、市場ニーズを的確に把握できるマーケティング体制の強化と、それらの情報に対して能動

的で効率の良い製品開発を可能にする開発体制の強化に注力してまいります。

 

②　海外での事業展開について 

　昨年来の海外市場での携帯電話の急激な高性能化に伴い、当社グループが提供する3Dエンジン等のミドルウェア

は、海外市場においても市場の拡大が大きく見込める状況となりました。したがいまして、海外での事業伸張は、

当社グループの当面の事業拡大のポイントとなると考えております。 

　海外での事業展開は、米国・韓国・中国及びシンガポールの各現地子会社が中心となって現地顧客へのソリュー

ションを提供しつつ、当社がサポートを行っております。しかし、その他地域、とりわけ欧州においてはさらなる

顧客サポートが必要と考えております。当社グループは、既に3Dエンジンに関し、LG Electronics Inc.、Motorola 

Inc.、Samsung Electronics Inc.及びSony Ericsson Mobile Communications AB等の海外主要端末メーカや

QUALCOMM Inc.等のチップメーカとグローバル契約を締結しており、また、韓国SK Telecom Co.,Ltd.、KT Freetel 

Co., Ltd.,等の通信キャリアと供給契約を締結しておりますが、携帯電話の高性能化に伴う搭載台数の増加を目指

し、既存顧客との緊密な共同開発関係の維持・強化、新規顧客の開拓、更には各市場におけるコンテンツプロバイ

ダや協力会社とのさらなる関係強化が必要と考えております。この為のマーケティング体制及びサポート体制の強

化を推進してまいります。 

 

③　携帯電話以外のデバイスへの事業展開について 

　当社グループの事業は、現状では携帯電話市場に大きく依存しており、事業の安定的な拡大を図るために、新た

な市場を開拓する必要があります。当社グループではカーナビゲーション、デジタルカメラ、遊技機器向け、その

他のユーザインターフェースを必要とする機器を中心に携帯電話以外のデバイス向けの製品を開発しております。

今後さらに多くのデバイスに対応した製品の開発に取り組むために、優秀な技術者の確保と共同開発体制の構築に

努めてまいります。
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④　アプリケーション事業における高収益ビジネスモデルの確立について 

　当社グループの事業は、現状では、携帯電話向けを中心とするミドルウェアのライセンス販売をビジネスの柱と

しております。そのため、アプリケーション事業においては、当社グループの主力製品であるMascotCapsuleの販売

を支援する活動に主眼を置き、MascotCapsuleを使用した質の高いコンテンツを数多く開発することにより、

MascotCapsuleの市場を盛り上げる活動を推進してまいりました。この活動は引き続き行い、特に海外では加速させ

る方針です。 

　しかしながら、MascotCapsuleを始めとするライセンス販売は、携帯電話等のデバイスの出荷台数に左右されるビ

ジネスであります。事業の拡大を図るためには、デバイスの出荷台数に左右されないビジネスも構築する必要があ

り、そこで、当社グループでは、アプリケーション事業において高収益ビジネスモデルを確立することが重要と考

えております。この課題に対処するため、技術とサービスの両分野に取り組んでいる当社グループの特色を活かし、

パートナー会社との強固な共同開発体制の構築に努めることにより、コミュニティ分野やSNS分野等のサービス側に

も重点をおいた活動を展開してまいります。 
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   827,969   2,052,500    1,035,558  

２．売掛金   450,867   191,081    283,152  

３．たな卸資産   21,690   120,648    56,219  

４．その他   111,732   123,003    137,954  

貸倒引当金   △12,277   △4,793    △7,853  

流動資産合計   1,399,981 87.6  2,482,440 87.5 1,082,458  1,505,031 87.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１  56,014 3.5  62,253 2.2 6,238  62,190 3.6

２．無形固定資産   40,916 2.6  109,344 3.8 68,428  47,367 2.7

３．投資その他の
資産

           

(1）差入保証金  79,775   85,757    83,979   

(2）その他  20,994 100,769 6.3 98,083 183,841 6.5 83,071 24,000 107,979 6.3

固定資産合計   197,701 12.4  355,439 12.5 157,738  217,537 12.6

資産合計   1,597,682 100.0  2,837,879 100.0 1,240,196  1,722,568 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   128,924   105,530    122,855  

２．短期借入金   135,000   －    103,000  

３．一年以内返済
予定の長期借
入金

  49,992   25,023    41,689  

４．一年以内償還
予定の社債

  20,000   20,000    20,000  

５．未払法人税等   79,195   157,044    207,275  

６．受注損失引当
金

  －   15,500    －  

７．その他   126,244   116,957    140,524  

流動負債合計   539,357 33.8  440,055 15.5 △99,301  635,344 36.9

Ⅱ　固定負債            

１．社債   60,000   40,000    50,000  

２．長期借入金   25,023   －    8,330  

３．その他   1,232   1,202    2,020  

固定負債合計   86,255 5.4  41,202 1.5 △45,053  60,350 3.5

負債合計   625,613 39.2  481,258 17.0 △144,354  695,695 40.4

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   488,531 30.6  1,081,736 38.1 593,205  495,406 28.8

２．資本剰余金   439,711 27.5  1,032,916 36.4 593,205  446,586 25.9

３．利益剰余金   34,094 2.1  221,177 7.8 187,083  69,312 4.0

株主資本合計   962,337 60.2  2,335,830 82.3 1,373,493  1,011,304 58.7

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  1,448 0.1  1,014 0.0 △433  1,275 0.1

２．繰延ヘッジ損
益

  1,360 0.1  756 0.0 △604  1,058 0.0

３．為替換算調整
勘定

  6,922 0.4  19,020 0.7 12,097  13,235 0.8

評価・換算差額
等合計

  9,732 0.6  20,791 0.7 11,058  15,569 0.9

純資産合計   972,069 60.8  2,356,621 83.0 1,384,551  1,026,873 59.6

負債純資産合計   1,597,682 100.0  2,837,879 100.0 1,240,196  1,722,568 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,177,893 100.0  1,314,040 100.0 136,146  2,225,785 100.0

Ⅱ　売上原価   523,226 44.4  453,340 34.5 △69,886  867,676 39.0

売上総利益   654,667 55.6  860,699 65.5 206,032  1,358,108 61.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  422,222 35.9  576,135 43.8 153,912  992,385 44.6

営業利益   232,444 19.7  284,564 21.7 52,120  365,723 16.4

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  497   1,930    1,628   

２．為替差益  30   －    －   

３．助成金  －   1,585    －   

４．受取保険金  －   422    －   

５．その他  406 933 0.1 113 4,052 0.3 3,118 578 2,207 0.1

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  2,266   1,335    4,355   

２．株式交付費  －   6,603    9,753   

３．為替差損  －   5,801    4,010   

４．上場関連費用  －   7,000    3,973   

５．その他  445 2,711 0.2 77 20,817 1.6 18,106 594 22,686 1.0

経常利益   230,666 19.6  267,799 20.4 37,132  345,244 15.5

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻
入益

 － －  3,062 3,062 0.2 3,062 438 438 0.0

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却
損

※２ 56   －    993   

２．前期損益修正
損

 15,041   －    15,041   

３．過年度時間外
手当

 7,019   －    7,019   

４．投資有価証券
評価損

 － 22,117 1.9 － － － △22,117 5,777 28,831 1.3

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  208,549 17.7  270,861 20.6 62,312  316,851 14.2

法人税、住民
税及び事業税

 77,094   152,410    206,730   

法人税等調整
額

 533 77,627 6.6 △33,414 118,996 9.1 41,368 △56,018 150,712 6.7

中間（当期）
純利益

  130,921 11.1  151,865 11.5 20,944  166,139 7.5
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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

平成18年３月31日　残高（千円） 488,531 439,711 △96,826 831,415

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益 － － 130,921 130,921

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 130,921 130,921

平成18年９月30日　残高（千円） 488,531 439,711 34,094 962,337

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,927 － 6,874 8,802 840,218

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益 － － － － 130,921

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△478 1,360 47 930 930

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△478 1,360 47 930 930

平成18年９月30日　残高（千円） 1,448 1,360 6,922 9,732 972,069
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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

平成19年３月31日　残高（千円） 495,406 446,586 69,312 1,011,304

中間連結会計期間中の変動額

第三者割当増資による新株の発
行

564,975 564,975 － 1,129,950

ストック・オプション行使によ
る新株の発行

21,355 21,355 － 42,710

中間純利益 － － 151,865 151,865

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

586,330 586,330 151,865 1,324,525

平成19年９月30日　残高（千円） 1,081,736 1,032,916 221,177 2,335,830

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高（千円） 1,275 1,058 13,235 15,569 1,026,873

中間連結会計期間中の変動額

第三者割当増資による新株の発行 － － － － 1,129,950

ストック・オプション行使による
新株の発行

－ － － － 42,710

中間純利益 － － － － 151,865

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△260 △302 5,784 5,222 5,222

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△260 △302 5,784 5,222 1,329,747

平成19年９月30日　残高（千円） 1,014 756 19,020 20,791 2,356,621
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

平成18年３月31日　残高（千円） 488,531 439,711 △96,826 831,415

連結会計年度中の変動額

ストック・オプション行使によ
る新株の発行

6,875 6,875 － 13,750

当期純利益 － － 166,139 166,139

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
（千円）

6,875 6,875 166,139 179,889

平成19年３月31日　残高（千円） 495,406 446,586 69,312 1,011,304

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,927 － 6,874 8,802 840,218

連結会計年度中の変動額

ストック・オプション行使による
新株の発行

－ － － － 13,750

当期純利益 － － － － 166,139

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△652 1,058 6,360 6,766 6,766

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△652 1,058 6,360 6,766 186,655

平成19年３月31日　残高（千円） 1,275 1,058 13,235 15,569 1,026,873
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

     

税金等調整前中間（当
期）純利益

 208,549 270,861  316,851

減価償却費  14,465 19,232  30,966

貸倒引当金の増減額
（△は減少）

 3,987 △3,062  △438

受注損失引当金の増加
額
 

 － 15,500  －

受取利息及び受取配当
金

 △497 △1,930  △1,629

支払利息  2,266 1,335  4,355

株式交付費  － 6,603  －

為替差損益（△は差
益）

 △4,904 12,581  2,039

固定資産除却損  56 －  993

投資有価証券評価損  － －  5,777

前期損益修正損  15,041 －  15,041

売上債権の増減額
（△は増加）

 △111,871 92,848  56,720

たな卸資産の増減額
（△は増加）

 31,417 △64,428  △3,111

仕入債務の増減額
(△は減少)

 59,681 △17,353  53,763

未払消費税等の増減額
(△は減少)

 4,796 △5,862  △2,527

その他  △82,224 19,384  △44,502

小計  140,765 345,711 204,946 434,298

利息及び配当金の受取
額

 497 1,930  1,629

利息の支払額  △2,003 △1,225  △3,915

法人税等の支払額  △5,223 △203,391  △7,920

営業活動による
キャッシュ・フロー

 134,035 143,025 8,990 424,092
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

     

定期預金の預入による
支出

 △5,503 △6,027  △11,533

有形固定資産の取得に
よる支出

 △5,231 △16,792  △16,822

無形固定資産の取得に
よる支出

 △24,471 △69,790  △36,704

投資有価証券の取得に
よる支出 

 － △48,600  －

敷金の預入による支出  △45 △8,550  △5,125

敷金の回収による収入  － 5,125  450

その他  765 1,760  1,340

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △34,486 △142,873 △108,387 △68,394

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

短期借入による純増減
額（△は減少）

 92,000 △103,000  60,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △24,996 △24,996  △49,992

社債の償還による支出  △105,000 △10,000  △115,000

株式の発行による収入  － 1,156,419  13,750

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △37,996 1,018,423 1,056,419 △91,242

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 5,330 △7,660 △12,990 3,986

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

 66,883 1,010,914 944,031 268,442

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 627,313 895,755 268,442 627,313

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 694,196 1,906,670 1,212,474 895,755
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

HI CORPORATION America, 

Inc.

HI CORPORATION Singapore 

Pte Ltd.

HI KOREA & CO.

HI (CHINA) CORPORATION

(1）連結子会社の数　４社

連結子会社の名称

　同左

 

 

 

 (1）連結子会社の数　４社

 　　連結子会社の名称

  　　同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

 (2）主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事

項
該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は、６月

30日であります。

　中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、中間決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、７月１

日から中間連結決算日９月30日まで

の期間に発生し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。

同左

　

　連結子会社の決算日は、12月31日

であります。

 連結財務諸表の作成にあたっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、１月１日から連

結決算日３月31日までの期間に発生

し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。

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

　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。

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

 イ　有価証券

 　　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

　移動平均法に基づく原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

 　　時価のないもの

  同左

ロ　デリバティブ

時価法を採用しております。

ロ　デリバティブ

─────

 ロ　デリバティブ

     時価法を採用しております。

ハ　たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法を採用して

おります。

ハ　たな卸資産

仕掛品

　同左

 ハ　たな卸資産

 　　仕掛品

     　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　当社は定率法を、また在外連

結子会社は主として定額法を採

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。

建物及び構築物　　３～15年

工具、器具及び

備品　　　　　　　４～20年

イ　有形固定資産

　当社は定率法を、また在外連

結子会社は主として定額法を採

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。

建物及び構築物　　３～15年

工具、器具及び

備品　　　　　　　４～20年

 イ　有形固定資産

　当社は定率法を、また在外連

結子会社は主として定額法を採

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。

建物及び構築物　　３～15年

工具、器具及び

建物及び構築物　　３～15年

  

─────

 

 

 

 

 　（会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、

平成19年4月1日以降取得の固定資

産については、改正法人税法に規

定する償却方法により、減価償却

費を計上しております。

　これにより損益に与える影響は

軽微であります。

 　（追加情報）

 当社は、法人税法改正に伴い、平

成19年3月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上し

ております。

　これにより損益に与える影響は

軽微であります。

 

─────

 

 

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、見込販売数

量に基づく償却額と残存有効期

間（３年以内）に基づく均等配

分額とを比較し、いずれか大き

い額を計上する方法を採用して

おります。自社利用のソフト

ウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年以内）に

基づく定額法を採用しておりま

す。

ロ　無形固定資産

　同左

 

 ロ　無形固定資産

  　　同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備え

るため、当社は一般債権につい

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勘案し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。また在外連結子会社は主と

して特定の債権について回収不

能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

　同左

 

イ　貸倒引当金

  　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ロ　

─────

 

 

ロ　受注損失引当金

 受注契約に係る将来の損失に

備えるため、当中間連結会計期

間末において損失が見込まれ、

かつその金額を合理的に見積も

ることが可能なものについては、

損失見込額を引当計上しており

ます。

（追加情報）

　当中間連結会計期間末におけ

る受注契約のうち、損失の発生

が見込まれる受注契約が発生し

たため、当中間連結会計期間末

より損失が見込まれる受注契約

に係る損失見込額を引当計上し

ております。この結果、売上総

利益、営業利益、経常利益およ

び税金等調整前中間純利益がそ

れぞれ15,500千円減少しており

ます。

 ロ　

 　─────

 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算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。なお、在外

子会社等の資産及び負債は中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めて計上してお

ります。

　同左  　外貨建金銭債権債務は、連結決

算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。なお、在外子会社等の

資産及び負債は連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計上

しております。

(5）アプリケーション事業

の売上計上基準

　アプリケーション事業において

は、コンテンツプロバイダからの

報告により把握した会員数の移動

状況等に基づき売上計上し、後日

コンテンツプロバイダからのロイ

ヤリティ報告書の到着時点で、当

社計上額とロイヤリティ報告額と

の差額につき売上調整しておりま

す。

───── ─────

(6）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関わる

方法に準じた会計処理によってお

ります。

　同左   同左

(7）重要なヘッジ会計の方

法

ヘッジ会計の方法

　前連結会計年度において、ヘッ

ジ会計の要件を満たさなくなりま

したので、ヘッジ会計を中止して

おります。

ヘッジ会計の方法

　平成18年3月期において、ヘッ

ジ会計の要件を満たさなくなりま

したので、ヘッジ会計を中止して

おります。

 　ヘッジ会計の方法

  前連結会計年度において、ヘッ

ジ会計の要件を満たさなくなりま

したので、ヘッジ会計を中止して

おります。

(8）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は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

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

　同左   同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

─────

 

 （アプリケーション事業の売上計上基準）

 アプリケーション事業においては、コンテン

ツプロバイダからの報告により把握した会員

数の移動状況等に基づき売上計上し、後日コ

ンテンツプロバイダからのロイヤリティ報告

書の到着時点で、見込売上計上額とロイヤリ

ティ報告書額との差額につき売上調整をして

おりましたが、前連結会計年度の下半期より

ロイヤリティ報告書により把握される実績額

に基づいて売上計上する方法に変更いたしま

した。これは、前連結会計年度の下期におけ

る携帯電話のナンバーポータビリティ制度導

入等の外部環境の変化に伴い新たに増加した

通信キャリア間の会員数の移動状況等に関す

るデータを適時に入手できないことが判明し、

見込売上計上額を適切に算定することができ

なくなったため、売上の認識をより客観的・

保守的に行うために実施したものでありま

す。

　なお、当該会計方針の変更は、上記理由に

より、前連結会計年度の下半期に行われてお

り、前中間連結会計期間は従来の方法によっ

ております。従って、前中間連結会計期間は

当中間連結会計期間と同様の方法によった場

合に比べ、売上高、売上総利益、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純利益は23,025

千円多く計上されております。

 

 

 （アプリケーション事業の売上計上基準）

  アプリケーション事業においては、コンテ

ンツプロバイダからの報告により把握した会

員数の移動状況等に基づき売上計上し、後日

コンテンツプロバイダからのロイヤリティ報

告書の到着時点で、見込売上計上額とロイヤ

リティ報告書額との差額につき売上調整をし

ておりましたが、当連結会計年度よりロイヤ

リティ報告書により把握される実績額に基づ

いて売上計上する方法に変更いたしました。

これは、下期における携帯電話のナンバーポー

タビリティ制度導入等の外部環境の変化に伴

い新たに増加した通信キャリア間の会員数の

移動状況等に関するデータを適時に入手でき

ないことが判明し、見込売上計上額を適切に

算定することができなくなったため、売上の

認識をより客観的・保守的に行うために実施

したものであります。

　この変更により、従来と同一の方法を適用

した場合に比べ、売上高、売上総利益、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

はそれぞれ16,585千円減少しております。

　なお、当該会計方針の変更は、上記理由に

より、当下半期に行われており、当中間連結

会計期間は従来の方法によっております。従っ

て、当中間連結会計期間は当連結会計年度と

同様の方法によった場合に比べ、売上高、売

上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は23,025千円多く計上されて

おります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（アプリケーション事業におけるソフトウェ

ア制作費に係る会計処理）

　モバイルコンテンツ制作費については、ソ

フトウェアとコンテンツが経済的・機能的に

一体不可分であり、両者を一体として取り扱っ

ております。従来は、その主要な性格をコン

テンツと判断し、コンテンツに係る会計処理

として、ライフサイクル及び収益獲得の確実

性を考慮し、開発当初から資産計上した上で

配信時に償却しておりましたが、近年の携帯

端末機能の高度化に伴い、プログラム開発の

ウェイトが高まり、ソフトウェアとしての性

格が強くなってきており、今後もその傾向が

継続すると見込まれることから、実態をより

適切に表示するため、当中間連結会計期間よ

り「研究開発費等に係る会計基準」における

市場販売目的のソフトウェアとして処理にす

ることといたしました。

　この変更により、従来と同一の方法によっ

た場合に比べ、売上総利益、営業利益及び経

常利益は62,208千円減少し、税金等調整前中

間純利益は61,621千円減少しております。

 

　

─────

  

 （アプリケーション事業におけるソフトウェ

ア制作費に係る会計処理）

 モバイルコンテンツ制作費については、ソフ

トウェアとコンテンツが経済的・機能的に一

体不可分であり、両者を一体として取り扱っ

ております。従来は、その主要な性格をコン

テンツと判断し、コンテンツに係る会計処理

として、ライフサイクル及び収益獲得の確実

性を考慮し、開発当初から資産計上した上で

配信時に償却しておりましたが、近年の携帯

端末機能の高度化に伴い、プログラム開発の

ウェイトが高まり、ソフトウェアとしての性

格が強くなってきており、今後もその傾向が

継続すると見込まれることから、実態をより

適切に表示するため、当連結会計年度より「研

究開発費等に係る会計基準」における市場販

売目的のソフトウェアとして処理することと

いたしました。

 この変更により、従来と同一の方法によった

場合に比べ、売上総利益、営業利益及び経常

利益は10,563千円増加し、税金等調整前当期

純利益は4,477千円減少しております。

   

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17

年11月29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。

 

─────

 （役員賞与に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月

29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）

　当中間連結会計期間より、「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

970,708千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。

 

　

─────

　

 （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

1,025,815千円であります。

　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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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

─────

 

 

─────

 

 

 （ストック・オプション等に関する会計基

準）

 当連結会計年度より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第８

号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

95,773千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

117,237千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

105,244千円であります。

２　当社においては、資金調達の機動性確

保及び資金効率の改善等を目的に、取引

銀行１行と貸出コミットメントライン契

約を締結しております。この契約に基づ

く当中間連結会計期間末の借入未実行額

は次のとおりであります。

２　　　　　　───── ２　　　　　　─────

貸出コミットメント

の総額
200,000（千円）

借入実行残高 60,000（千円）

差引額 140,000（千円）
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

目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

目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 38,896（千円）

給与手当 115,705（千円）

研究開発費 90,231（千円）

貸倒引当金繰入 3,987（千円）

役員報酬 36,776（千円）

給与手当 102,859（千円）

研究開発費 241,662（千円）

  

役員報酬 77,792（千円）

給与手当 231,821（千円）

研究開発費 318,729（千円）

  

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※２　　　　　　───── ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

工具、器具及び備品 56（千円）

合計 56（千円）

工具、器具及び備品 993（千円）

合計 993（千円）
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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）

当中間連結会計
期間増加株式数

（株）

当中間連結会計
期間減少株式数

（株）

当中間連結会計期間末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 22,690 － － 22,690

合計 22,690 － － 22,690

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

 

２．新株予約権及び自己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） 当中間連結
会計期間末

残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結会計
期間増加

当中間連結会計期
間減少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

第１回

新株予約権

（注）

普通株式 360 － － 360 －

ストック・オプ

ションとしての新

株予約権

－ － － － － －

連結子

会社
－ － － － － － －

合計 － 360 － － 360 －

（注）第１回の新株予約権は、権利行使可能なものであります。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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）

当中間連結会計
期間増加株式数

（株）

当中間連結会計
期間減少株式数

（株）

当中間連結会計期間末
株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 22,890 5,188 － 28,078

合計 22,890 5,188 － 28,078

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 (注) 普通株式の発行済株式総数の増加5,188株は、第三者割当増資による増加4,500株及び新株予約権の権利行使に伴う

新株の発行による増加688株であります。

 

２．新株予約権及び自己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） 当中間連結
会計期間末

残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結会計
期間増加

当中間連結会計期
間減少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

第１回

新株予約権

（注）

普通株式 360 － 360 － －

ストック・オプ

ションとしての新

株予約権

－ － － － － －

連結子

会社
－ － － － － － －

合計 － 360 － 360 － －

（注）第１回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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）

発行株式     

普通株式 22,690 200 － 22,890

合計 22,690 200 － 22,890

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 (注) 普通株式の発行済株式総数の増加200株は、新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加であります。

 

２．新株予約権及び自己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） 当連結会計
年度末
残高

（千円）
前連結会計
年度末

当連結会計年度
増加

当連結会計年度減
少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

第１回

新株予約権

（注）

普通株式 360 － － 360 －

ストック・オプ

ションとしての新

株予約権

－ － － － － －

連結子

会社
－ － － － － － －

合計 － 360 － － 360 －

（注）第１回の新株予約権は、権利行使可能なものであります。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間連結会計期

間末残高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間連結会計期

間末残高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

(千円)

現金及び預金勘定 827,969

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△133,773

現金及び現金同等物 694,196

(千円)

現金及び預金勘定 2,052,500

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△145,830

現金及び現金同等物 1,906,670

(千円)

現金及び預金勘定 1,035,558

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△139,803

現金及び現金同等物 895,755

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

　当社のリース取引はすべて重要性の乏しい

リース取引で、リース契約１件あたりの金額

が少額であるため、注記を省略しております。

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

　同左

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

 　同左
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（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間連結貸
借対照表計
上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 50 240 190 50 184 134 50 204 154

(2）債券          

国債・地方債等 － － － － － － － － －

社債 － － － － － － － － －

その他 － － － － － － － － －

(3）その他 1,935 4,188 2,253 1,935 3,513 1,577 1,935 3,932 1,996

合計 1,985 4,428 2,443 1,985 3,697 1,711 1,985 4,136 2,150

　（注）株式の減損処理にあたっては、期末における時価が、取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30～50％程度下

落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度末

（平成19年３月31日）

中間連結貸借対照表計上

額（千円）

中間連結貸借対照表計上

額（千円）

連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券    

非上場株式 7,414 50,237 1,637

 (注)前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5,777千円の減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

当社グループ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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

当社グループ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。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

当社グループ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。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 第５回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社の取締役　1名

株式の種類別の

ストック・オプションの付与数
普通株式　35株

付与日 平成18年４月28日

権利確定条件
付与日（平成18年４月28日）以降、権利確定日（平成20年３

月31日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間 平成18年４月28日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成20年４月１日～平成28年２月29日

権利行使価格（円） 　　　　 68,750

付与日における公正な評価単価（円） －

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

平成14年
ストック・オプション

平成16年 
ストック・オプション 

平成18年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分

及び数

当社の取締役 　 5名

当社の従業員　 21名

当社の取引先等　3名

当社の取締役　　5名

当社の監査役　　1名

当社の従業員　 29名

子会社の取締役　2名

子会社の従業員　3名

当社の取引先等　1名

当社の取締役　　6名

当社の従業員　 97名

子会社の取締役　1名

子会社の従業員 15名

当社の取引先等　3名

当社の取締役　1名

ストック・オプ

ション数
普通株式　　　600株  普通株式　　6,000株 普通株式　　1,465株 普通株式　　　35株

付与日 平成15年５月27日  平成17年１月25日 平成18年３月16日 平成18年４月28日

権利確定条件

付与日（平成15年５月

27日）以降、権利確定

日（平成16年９月30

日）まで継続して勤務

していること。

付与日（平成17年１月

25日）以降、権利確定

日（平成18年１月31

日）まで継続して勤務

していること。

付与日（平成18年３月

16日）以降、権利確定

日（平成20年３月31

日）まで継続して勤務

していること。

付与日（平成18年４月

28日）以降、権利確定

日（平成20年３月31

日）まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間
平成15年５月27日～

平成16年９月30日

平成17年１月25日～

平成18年１月31日

平成18年３月16日～

平成20年３月31日

平成18年４月28日～

平成20年３月31日

権利行使期間
平成16年10月１日～

平成21年９月30日

平成18年２月１日～

平成26年１月31日

平成20年４月１日～

平成28年２月29日

平成20年４月１日～

平成28年２月29日

付与日における公

正な評価単価

（円）

 －  －  －  －
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（企業結合等関係）

前中間連結会計期間（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。

 

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　　　　　該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　　　　　該当事項はありません。 
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

ミドルウェア
事業

（千円）

アプリケー
ション事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 815,431 362,462 1,177,893 － 1,177,893

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
14,306 142 14,448 (14,448) －

計 829,737 362,604 1,192,342 (14,448) 1,177,893

営業費用 420,615 367,078 787,694 157,755 945,449

営業利益（又は営業損失

（△））
409,122 △4,474 404,648 (172,204) 232,444

　（注）１．事業区分の方法

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

ミドルウェア事業
ミドルウェアのライセンス供給、モバイル機器等向けのシ

ステム構築、開発

アプリケーション事業 モバイルコンテンツの企画及び開発

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の金額は172,204千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間から

アプリケーション事業におけるソフトウェア制作費に係る会計処理を変更したことにより、従来と同じ方法

によった場合に比べ、アプリケーション事業の営業費用が8,861千円増加し、営業利益が同額減少しておりま

す。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 
ミドルウェア

事業
（千円）

アプリケー
ション事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,090,154 223,886 1,314,040 － 1,314,040

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
8,077 4,136 12,214 (12,214) －

計 1,098,231 228,023 1,326,254 (12,214) 1,314,040

営業費用 568,974 249,978 818,953 210,522 1,029,475

営業利益（又は営業損失

（△））
529,256 △21,955 507,301 (222,736) 284,564

　（注）１．事業区分の方法

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

ミドルウェア事業
ミドルウェアのライセンス供給、モバイル機器等向けのシ

ステム構築、開発

アプリケーション事業 モバイルコンテンツの企画及び開発

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の金額は222,736千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、前連結会計年度の下半期

よりアプリケーション事業の売上計上基準を変更しており、前中間連結会計期間は従来の方法によっており

ます。従って、前中間連結会計期間は当中間連結会計期間と同様の方法によった場合に比べ、アプリケーショ

ン事業の売上高が23,025千円多く計上され、営業損失が同額少なく計上されております。 

５．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より

受注損失引当金を計上しております。この引当金の計上により、ミドルウェア事業の営業費用が1,164千円増

加し、営業利益が同額減少しており、アプリケーション事業の営業費用が14,335千円増加し、営業損失が同

額増加しております。
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
ミドルウェア

事業
（千円）

アプリケー
ション事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,641,309 584,475 2,225,785 － 2,225,785

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
16,620 6,538 23,159 (23,159) －

計 1,657,930 591,014 2,248,944 (23,159) 2,225,785

営業費用 885,929 629,992 1,515,922 344,138 1,860,061

営業利益（又は営業損失

（△））
772,000 △38,978 733,021 (367,298) 365,723

　（注）１．事業区分の方法

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

ミドルウェア事業
ミドルウェアのライセンス供給、モバイル機器等向けのシ

ステム構築、開発

アプリケーション事業 モバイルコンテンツの企画及び開発

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の金額は367,298千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度からアプリケー

ション事業の売上計上基準を変更したことにより、従来と同じ方法によった場合に比べ、アプリケーション

事業の売上高が16,585千円減少し、営業損失が同額増加しております。

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度からアプリケー

ション事業におけるソフトウェア制作費に係る会計処理を変更したことにより、従来と同じ方法によった場

合に比べ、アプリケーション事業の営業費用が10,563千円増加し、営業損失が同額減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計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。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計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。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 欧州 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 130,670 69,216 43,234 243,121

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,177,893

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.1 5.9 3.6 20.6

（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域

(1)欧州・・・スウェーデン他

(2)北米・・・アメリカ合衆国

(3)アジア・・・韓国他

　　　　　　３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 欧州 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 167,691 173,097 19,858 360,647

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,314,040

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.8 13.2 1.5 27.5

（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域

(1)欧州・・・スウェーデン他

(2)北米・・・アメリカ合衆国

(3)アジア・・・韓国他

　　　　　　３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 欧州 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 255,588 236,567 74,681 566,838

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 2,225,785

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.5 10.6 3.4 25.5

（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域

(1)欧州・・・スウェーデン他

(2)北米・・・アメリカ合衆国

(3)アジア・・・韓国他

　　　　　　３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 42,841.33円

１株当たり中間純利

益金額
5,770.01円

１株当たり純資産額 83,931.24円

１株当たり中間純利

益金額
5,485.80円

１株当たり純資産額 44,861.24円

１株当たり当期純利

益金額
7,301.53円

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式はありますが、当社株式は非上場

であり、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。

　潜在株式調整後1株

　当たり中間純利益

　　　　　　　　　　　　4,790.49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

式はありますが、当社株式は非上場

であり、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）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 972,069 2,356,621 1,026,873

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額 （千円）
972,069 2,356,621 1,026,873

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（株）
22,690 28,078 22,890

２. １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間(当期)純利益（千円） 130,921 151,865 166,139

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る

中間(当期)純利益（千円）
130,921 151,865 166,139

期中平均株式数（株） 22,690 27,683 22,754

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
   

普通株式増加数（株） － 4,018 －

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５種類

（3個、64個、1,284個、

1,457個、35個）

 

 

 ────

 

 新株予約権４種類

 （3個、64個、904個、

1,428個）。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

―――― ――――

　当社株式は、平成19年４月12日に、ジャス

ダック証券取引所に上場いたしました。

　上場にあたり、平成19年３月９日及び平成

19年３月26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19年４

月11日に払込が完了いたしました。

　この結果、資本金は1,060,381千円、発行済

株式総数は27,390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 　　 4,500株

③　発行価格 ：１株につき　270,000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　251,100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　発行価額 ：１株につき　212,500円

⑥　資本組入額 ：１株につき　125,550円

⑦　発行価額の総

額

：　　 　　 956,250千円

⑧　資本組入額の

総額

：　　 　　 564,975千円

⑨　払込金額の総

額

：　　　　1,129,950千円

⑩　払込期日 ：　　 平成19年４月11日

⑪　資金の使途 ： 研究開発活動資金、借入

金の返済及び社債の償還

資金、販売促進費用、設

備投資等
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  735,723   1,923,154    911,604   

２．売掛金  451,351   190,076    292,642   

３．たな卸資産  21,690   121,340    56,219   

４．その他  109,073   120,318    134,375   

貸倒引当金  △12,284   △4,811    △7,861   

流動資産合計   1,305,554 79.9  2,350,078 82.8 1,044,523  1,386,979 80.0

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１ 52,638  3.2 58,332  2.1 5,694 58,232  3.4

２．無形固定資産  40,159  2.5 108,634  3.8 68,475 46,626  2.6

３．投資その他の
資産

           

(1）関係会社株
式

 138,127   138,127    102,706   

(2）差入保証金  76,077   84,131    80,707   

(3）その他  20,994   97,981    59,421   

投資その他の資
産合計

 235,199  14.4 320,240  11.3 85,041 242,834  14.0

固定資産合計   327,996 20.1  487,207 17.2 159,210  347,693 20.0

資産合計   1,633,551 100.0  2,837,285 100.0 1,203,734  1,734,673 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  140,806   117,551    135,566   

２．短期借入金  135,000   －    103,000   

３．一年以内返済
予定の長期借
入金

 49,992   25,023    41,689   

４．一年以内償還
予定の社債

 20,000   20,000    20,000   

５．未払法人税等  78,210   153,778    206,220   

６．受注損失引当
金

 －   15,500    －   

７．その他 ※３ 128,448   121,452    137,449   

流動負債合計   552,457 33.8  453,305 16.0 △99,152  643,924 37.1

Ⅱ　固定負債            

１．社債  60,000   40,000    50,000   

２．長期借入金  25,023   －    8,330   

固定負債合計   85,023 5.2  40,000 1.4 △45,023  58,330 3.4

負債合計   637,480 39.0  493,305 17.4 △144,175  702,254 40.5

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   488,531 29.9  1,081,736 38.1 593,205  495,406 28.6

２．資本剰余金            

(1) 資本準備金  439,711   1,032,916    446,586   

資本剰余金合計   439,711 26.9  1,032,916 36.4 593,205  446,586 25.7

３．利益剰余金            

(1) 利益準備金  8,750   8,750    8,750   

(2) その他利益
剰余金

           

別途積立金  10,000   10,000    10,000   

繰越利益剰余
金

 46,268   208,806    69,342   

利益剰余金合計   65,018 4.0  227,556 8.0 162,538  88,092 5.1

株主資本合計   993,260 60.8  2,342,209 82.5 1,348,948  1,030,084 59.4

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

 1,448   1,014   △433 1,275   

２．繰延ヘッジ損
益

 1,360   756   △604 1,058   

評価・換算差額
等合計

  2,809 0.2  1,770 0.1 △1,038  2,333 0.1

純資産合計   996,070 61.0  2,343,980 82.6 1,347,909  1,032,418 59.5

負債純資産合計   1,633,551 100.0  2,837,285 100.0 1,203,734  1,734,673 100.0

            

株式会社エイチアイ（3846）平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 41 －



(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,194,556 100.0  1,318,489 100.0 123,932  2,238,733 100.0

Ⅱ　売上原価   595,475 49.8  478,739 36.3 △116,735  1,015,109 45.3

売上総利益   599,081 50.2  839,749 63.7 240,668  1,223,623 54.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  366,809 30.8  568,746 43.1 201,936  873,533 39.1

営業利益   232,271 19.4  271,003 20.6 38,732  350,090 15.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  777 0.1  2,215 0.1 1,437  1,864 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  2,708 0.2  20,255 1.5 17,546  20,485 0.9

経常利益   230,340 19.3  252,963 19.2 22,622  331,469 14.8

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  3,050 0.2 3,050  665 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  22,117 1.9  － － △22,117  28,831 1.3

税引前中間（当
期）純利益

  208,222 17.4  256,013 19.4 47,790  303,302 13.5

法人税、住民税及
び事業税

 77,094   149,589    205,653   

法人税等調整額  626 77,721 6.5 △33,040 116,548 8.8 38,827 △55,925 149,727 6.6

中間（当期）純利
益

  130,501 10.9  139,464 10.6 8,963  153,575 6.9
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

488,531 439,711 439,711 8,750 10,000 △84,233 △65,483 862,759

中間会計期間中の変動額

中間純利益 － － － － － 130,501 130,501 130,501

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － － 130,501 130,501 130,501

平成18年９月30日　残高
（千円）

488,531 439,711 439,711 8,750 10,000 46,268 65,018 993,260

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,927 － 1,927 864,686

中間会計期間中の変動額

中間純利益 － － － 130,501

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△478 1,360 882 882

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△478 1,360 882 131,383

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,448 1,360 2,809 996,070
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

495,406 446,586 446,586 8,750 10,000 69,342 88,092 1,030,084

中間会計期間中の変動額

第三者割当増資による新株の
発行

564,975 564,975 564,975 － － － － 1,129,950

ストック・オプション行使に
よる新株の発行

21,355 21,355 21,355 － － － － 42,710

中間純利益 － － － － － 139,464 139,464 139,464

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

586,330 586,330 586,330 － － 139,464 139,464 1,312,124

平成19年９月30日　残高
（千円）

1,081,736 1,032,916 1,032,916 8,750 10,000 208,806 227,556 2,342,209

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合
計

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,275 1,058 2,333 1,032,418

中間会計期間中の変動額

第三者割当増資による新株の
発行

－ － － 1,129,950

ストック・オプション行使に
よる新株の発行

－ － － 42,710

中間純利益 － － － 139,464

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△260 △302 △562 △562

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△260 △302 △562 1,311,561

平成19年９月30日　残高
（千円）

1,014 756 1,770 2,343,980
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

488,531 439,711 439,711 8,750 10,000 △84,233 △65,483 862,759

事業年度中の変動額

ストック・オプション行使に
よる新株の発行

6,875 6,875 6,875 － － － － 13,750

当期純利益 － － － － － 153,575 153,575 153,575

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

6,875 6,875 6,875 － － 153,575 153,575 167,325

平成19年３月31日　残高
（千円）

495,406 446,586 446,586 8,750 10,000 69,342 88,092 1,030,084

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合
計

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,927 － 1,927 864,686

事業年度中の変動額

ストック・オプション行使に
よる新株の発行

－ － － 13,750

当期純利益 － － － 153,575

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△652 1,058 406 406

事業年度中の変動額合計
（千円）

△652 1,058 406 167,731

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,275 1,058 2,333 1,032,418

株式会社エイチアイ（3846）平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 45 －



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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

①子会社株式

移動平均法による原価法を採用し

ております。

(1)有価証券

①子会社株式

同左

 (1)有価証券

①子会社株式 

 　　同左

②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。

②その他有価証券

時価のあるもの

　同左

 ②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

　移動平均法に基づく原価法を採

用しております。

時価のないもの

　同左

 時価のないもの

 　同左

(2)デリバティブ

時価法を採用しております。

(2)デリバティブ

  ─────

 (2)デリバティブ

 　時価法を採用しております。

(3)たな卸資産

　仕掛品

　個別法による原価法を採用して

おります。

(3)たな卸資産

　仕掛品

　同左

 (3)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　　　３～15年

　工具、器具及び備品

４～20年

(1)有形固定資産

定率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　　　３～15年

　工具、器具及び備品

４～20年

(1)有形固定資産 

定率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　　　３～15年

　工具、器具及び備品

４～20年

  

 

 

 

 

 

 　（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、平成

19年4月1日以降取得の固定資産

については、改正法人税法に規

定する償却方法により、減価償

却費を計上しております。

　これにより損益に与える影響

は軽微であります。

 　（追加情報）

 　法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を5年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。

　これにより損益に与える影響

は軽微であります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

　なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売数量

に基づく償却額と残存有効期間

（３年以内）に基づく均等配分額

とを比較し、いずれか大きい額を

計上する方法を採用しております。

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年以内）に基づく定額法を採

用しております。

(2)無形固定資産

同左

　

 (2)無形固定資産

 同左

 

(3)長期前払費用

定額法を採用しております。

(3)長期前払費用

─────

 (3)長期前払費用

定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒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勘

案し回収不能見込額を計上しており

ます。

イ　貸倒引当金

　同左

 イ　貸倒引当金

 　同左

 ロ　

─────

 

ロ　受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備

えるため、当中間会計期間末にお

いて損失が見込まれ、かつその金

額を合理的に見積もることが可能

なものについては、損失見込額を

引当計上しております。

（追加情報）

　当中間会計期間末における受注

契約のうち、損失の発生が見込ま

れる受注契約が発生したため、当

中間会計期間末より損失が見込ま

れる受注契約に係る損失見込額を

引当計上しております。この結果、

売上総利益、営業利益、経常利益

および税引前中間純利益がそれぞ

れ15,500千円減少しております。

 ロ　

─────

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、中間決算

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、決算日の

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．アプリケーション事業の

売上計上基準

　アプリケーション事業においては、

コンテンツプロバイダからの報告に

より把握した会員数の移動状況等に

基づき売上計上し、後日コンテンツ

プロバイダからのロイヤリティ報告

書の到着時点で、当社計上額とロイ

ヤリティ報告額との差額につき売上

調整しております。

　─────  ─────

６．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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

７．ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

　前事業年度において、ヘッジ会計

の要件を満たさなくなりましたので、

ヘッジ会計を中止しております。

ヘッジ会計の方法

　平成18年3月期において、ヘッジ

会計の要件を満たさなくなりました

ので、ヘッジ会計を中止しておりま

す。

 ヘッジ会計の方法

　前事業年度において、ヘッジ会　

計の要件を満たさなくなりましたの

で、ヘッジ会計を中止しております。

８．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

消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

　同左

 消費税等の処理方法

 　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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

  ─────

 

 

 

 （アプリケーション事業の売上計上基準）

 アプリケーション事業においては、コンテン

ツプロバイダからの報告により把握した会員

数の移動状況等に基づき売上計上し、後日コ

ンテンツプロバイダからのロイヤリティ報告

書の到着時点で、見込売上計上額とロイヤリ

ティ報告書額との差額につき売上調整をして

おりましたが、前事業年度の下半期よりロイ

ヤリティ報告書により把握される実績額に基

づいて売上計上する方法に変更いたしました。

これは、前事業年度の下期における携帯電話

のナンバーポータビリティ制度導入等の外部

環境の変化に伴い新たに増加した通信キャリ

ア間の会員数の移動状況等に関するデータを

適時に入手できないことが判明し、見込売上

計上額を適切に算定することができなくなっ

たため、売上の認識をより客観的・保守的に

行うために実施したものであります。

　なお、当該会計方針の変更は、上記理由に

より、前事業年度の下半期に行われており、

前中間会計期間は従来の方法によっておりま

す。従って、前中間会計期間は当中間会計期

間と同様の方法によった場合に比べ、売上高、

売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は23,025千円多く計上されており

ます。

 

 

 （アプリケーション事業の売上計上基準）

 アプリケーション事業においては、コンテン

ツプロバイダからの報告により把握した会員

数の移動状況等に基づき売上計上し、後日コ

ンテンツプロバイダからのロイヤリティ報告

書の到着時点で、見込売上計上額とロイヤリ

ティ報告書額との差額につき売上調整をして

おりましたが、当事業年度よりロイヤリティ

報告書により把握される実績額に基づいて売

上計上する方法に変更いたしました。これは、

下期における携帯電話のナンバーポータビリ

ティ制度導入等の外部環境の変化に伴い新た

に増加した通信キャリア間の会員数の移動状

況等に関するデータを適時に入手できないこ

とが判明し、見込売上計上額を適切に算定す

ることができなくなったため、売上の認識を

より客観的・保守的に行うために実施したも

のであります。

　この変更により、従来と同一の方法を適用

した場合に比べ、売上高、売上総利益、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれ

ぞれ16,585千円減少しております。

　なお、当該会計方針の変更は、上記理由に

より、当下半期に行われており、当中間会計

期間は従来の方法によっております。従って、

当中間会計期間は当事業年度と同様の方法に

よった場合に比べ、売上高、売上総利益、営

業利益、経常利益及び税引前中間純利益は

23,025千円多く計上されております。

   

（アプリケーション事業におけるソフトウェ

ア制作費に係る会計処理）

　モバイルコンテンツ制作費については、ソ

フトウェアとコンテンツが経済的・機能的に

一体不可分であり、両者を一体として取り扱っ

ております。従来は、その主要な性格をコン

テンツと判断し、コンテンツに係る会計処理

として、ライフサイクル及び収益獲得の確実

性を考慮し、開発当初から資産計上した上で

配信時に償却しておりましたが、近年の携帯

端末機能の高度化に伴い、プログラム開発の

ウェイトが高まり、ソフトウェアとしての性

格が強くなってきており、今後もその傾向が

継続すると見込まれることから、実態をより

適切に表示するため、当中間会計期間より「研

究開発費等に係る会計基準」における市場販

売目的のソフトウェアとして処理にすること

といたしました。

　この変更により、従来と同一の方法によっ

た場合に比べ、売上総利益、営業利益及び経

常利益は62,208千円減少し、税引前中間純利

益は61,621千円減少しております。

 

　

  ─────

 

 

 （アプリケーション事業におけるソフトウェ

ア制作費に係る会計処理）

　モバイルコンテンツ制作費については、ソ

フトウェアとコンテンツが経済的・機能的に

一体不可分であり、両者を一体として取り扱っ

ております。従来は、その主要な性格をコン

テンツと判断し、コンテンツに係る会計処理

として、ライフサイクル及び収益獲得の確実

性を考慮し、開発当初から資産計上した上で

配信時に償却しておりましたが、近年の携帯

端末機能の高度化に伴い、プログラム開発の

ウェイトが高まり、ソフトウェアとしての性

格が強くなってきており、今後もその傾向が

継続すると見込まれることから、実態をより

適切に表示するため、当事業年度より「研究

開発費等に係る会計基準」における市場販売

目的のソフトウェアとして処理にすることと

いたしました。

　この変更により、従来と同一の方法によっ

た場合に比べ、売上総利益、営業利益及び経

常利益は10,563千円増加し、税引前当期純利

益は4,477千円減少しております。

   

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11

月29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。

 

  ─────

　

（役員賞与に関する会計基準）

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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

994,709千円であります。

　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。

 

 

  ─────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より、「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

1,031,360千円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における貸借対照表の純資産の部につい

ては改正後の財務諸表等規則により作成して

おります。

 

 

  ─────

 

 

 

  ─────

 

 （ストック・オプション等に関する会計基

準）

　当事業年度より、「ストック・オプション

等に関する会計基準」（企業会計基準第８号 

平成17年12月27日）及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号 平成18年５月31日）を

適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の

減価償却累計額

72,948千円

※１　有形固定資産の

減価償却累計額

89,531千円

※１　有形固定資産の

減価償却累計額

79,578千円

２　当社においては、資金調達の機動性確

保及び資金効率の改善等を目的に、取

引銀行１行と貸出コミットメントライ

ン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の借入未実

行額は次のとおりであります。

２　───── ２ ─────

貸出コミットメントの

総額
200,000（千円）

借入実行残高 60,000（千円）

差　引　額 140,000（千円）

※３　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、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※３　消費税等の取扱い

　同左

 ※３　─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 436千円 受取利息

受取保険金

1,681千円

 422

受取利息 1,353千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,156千円

社債利息 1,070

支払利息  833千円

社債利息    502

株式交付費  6,603

為替差損  5,239 

上場関連費用 7,000 

支払利息 2,739千円

社債利息

株式交付費

上場関連費用

1,576

9,753

 3,973

※３　─────

 

※３　特別利益のうち主要なもの

 　　　貸倒引当金戻入益　　　　　3,050千円

※３　特別利益のうち主要なもの

 　　　貸倒引当金戻入益　　　　　　665千円

 ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　　　　　　─────  ※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 56千円

前期損益修正損 15,041

過年度時間外手当 7,019

  

  

  

固定資産除却損 993千円

前期損益修正損 15,041

過年度時間外手当 7,019

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 7,528千円

無形固定資産 3,496

有形固定資産 9,952千円

無形固定資産 8,151

有形固定資産 16,898千円

無形固定資産 9,063
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自 平成18年４月１日　至 平成18年９月30日）

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。

当中間会計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19年９月30日）

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。

前事業年度（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）

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。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

　当社のリース取引はすべて重要性の乏し

いリース取引で、リース契約１件あたりの

金額が少額であるため、注記を省略してお

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

　同左

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

 同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間末（平成18年９月30日）、当中間会計期間末（平成19年９月30日）及び前事業年度末（平成19

年３月31日）において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。

（企業結合等関係）

 　前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平

成19年９月30日）及び前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、該当事項はありませ

ん。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 43,899.10円

１株当たり中間純利

益金額
5,751.49円

１株当たり純資産額 83,481.03円

１株当たり中間純利

益金額
5,037.85円

１株当たり純資産額 45,103.48円

１株当たり当期純利

益金額
6,749.38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、潜在株式は

ありますが、当社株式は非上場であり、

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。

　潜在株式調整後１株

　当たり中間純利益金額

 　　　　　　　　　　　　4,399.31

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

ありますが、当社株式は非上場であり、

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. １株当たり純資産額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 996,070 2,343,980 1,032,418

純資産の部の合計額から控除

する金額（千円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額 （千円）
996,070 2,343,980 1,032,418

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数

（株）

22,690 28,078 22,890

２. １株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 130,501 139,464 153,575

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る

中間（当期）純利益（千円）
130,501 139,464 153,575

期中平均株式数（株） 22,690 27,683 22,754

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額
   

普通株式増加数（株） － 4,018 －

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５種類

（3個、64個、1,284個、

1,457個、35個）

 

  ────

 

 

 新株予約権４種類

 （3個、64個、904個、

1,428個）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

―――― ――――

　当社株式は、平成19年４月12日に、ジャス

ダック証券取引所に上場いたしました。

　上場にあたり、平成19年３月９日及び平成

19年３月26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19年４

月11日に払込が完了いたしました。

　この結果、資本金は1,060,381千円、発行済

株式総数は27,390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 　　 4,500株

③　発行価格 ：１株につき　270,000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　251,100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　発行価額 ：１株につき　212,500円

⑥　資本組入額 ：１株につき　125,550円

⑦　発行価額の総

額

：　　 　　 956,250千円

⑧　資本組入額の

総額

：　　 　　 564,975千円

⑨　払込金額の総

額

：　　 　 1,129,950千円

⑩　払込期日 ：　　 平成19年４月11日

⑪　資金の使途 ： 研究開発活動資金、借入

金の返済及び社債の償還

資金、販売促進費用、設

備投資等
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６．その他
生産、受注及び販売の状況

 (1)生産実績

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

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

　　　ミドルウェア事業（千円） 261,376 109.7

　　　アプリケーション事業（千円） 275,347 96.6

合計（千円） 536,724 102.6

　（注）１．金額は製造原価によっております。

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

　当連結会計年度における生産業務は、ライセンス販売を目的とした見込み生産であり、個別受注生産の占める割合が低

く、今後も低くなることが予測されるため、受注金額の記載を省略しております。

 

 (3)販売実績

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

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

　　　ミドルウェア事業（千円） 1,090,154 133.7

　　　アプリケーション事業（千円） 223,886 61.8

合計（千円） 1,314,040 111.6

　（注）１．最近２中間連結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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 バンダイネットワークス株

式会社
650,633 55.2 380,347 28.9

 株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ
75,092 6.4 283,344 21.6

 Sony Ericsson Mobile 

Communications AB
123,810 10.5 166,031 12.6

２．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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