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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年３月期第３四半期 1,765 － 86 － 69 － △6 －

19年３月期第３四半期 － － － － － － － －

19年３月期 －  －  －  －  

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

20年３月期第３四半期 △90 27 －  

19年３月期第３四半期 －  －  

19年３月期 －  －  

（注）平成20年３月期第３四半期が連結初年度のため、平成19年３月期第３四半期及び平成19年３月期につきまして

　　　は、記載しておりません。

(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

20年３月期第３四半期 2,768 2,223 80.3 30,551 69

19年３月期第３四半期 － － － －  

19年３月期 － － － －  

（注）平成20年３月期第３四半期が連結初年度のため、平成19年３月期第３四半期及び平成19年３月期につきまして

　　　は、記載しておりません。

(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

20年３月期第３四半期 397 △616 162 871

19年３月期第３四半期 － － － －

19年３月期 － － － －

（注）平成20年３月期第３四半期が連結初年度のため、平成19年３月期第３四半期及び平成19年３月期につきまして

　　　は、記載しておりません。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  －  －  －  0 00

20年３月期 －  －  －  －  

20年３月期（予想） －  －  －  －  0 00

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 3,419 － 670 － 639 － 312 － 4,484 43
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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）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）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。

(参考）

 １．個別業績の概要（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年３月期第３四半期 1,533 83.9 △89 － △102 － △93 －

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

19年３月期 2,237 － 408 － 360 － 263 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 △1,355 89

19年３月期第３四半期 △4,100 22

19年３月期 4,428 70

(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

20年３月期第３四半期 2,458 2,137 86.9 29,370 83

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

19年３月期 2,640 2,118 80.3 31,668 48

 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 3,059 36.7 503 23.3 480 33.3 242 △8.0 3,480 70

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、業況等の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期における当社グループ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、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）各社間におけるユーザーの囲い込みのため

の差別化競争が依然激しく、一方、グローバル市場におきましても、新興国市場を中心としたユーザー数の拡大ならび

に各国・各地域における端末の高機能化も進んでいることに伴う各メーカーのシェア競争が激しくなってきております。

このように、当社グループが提案している様々なミドルウェア（*１）製品群や新たなサービスを実現する技術の活躍の

場は、国内外ともに今後も益々拡大していくと思われます。

　しかし、このような携帯電話をはじめとする高機能なデジタル機器が進化し続け、便利な機能やサービスが次々と

付加されていく反面、それらの操作感は年々複雑化してきており、多くのユーザーにとってはかえって使い難いもの

になってきているという皮肉な現状があります。「iPhone」や家庭用ゲーム機「Wii®」のヒットに見られますように、

ユーザーは必ずしも高機能のみを優先とする層ばかりではなく、ビギナーでも直感的に使用ができるような判り易さや

アナログ的な操作感に対する関心が非常に高まっており、キャリア及びメーカー各社は従来からの機能強化を推し進め

る一方、ユーザー本位の「使い易さ」や「デザイン性」等を重視したものづくりにも注力し始めております。このよう

な市場環境の変化に伴い、多様なユーザーの嗜好やリテラシーに合わせて誰でも手軽にユーザーインターフェース（以

下「UI」という）を選択し変換ができる、当社グループの主力製品である「VIVID UI」に対する期待と需要が一層高まっ

ております。

　また当社は、モバイル３Dグラフィックス（*２）プラットフォームの構築を目指し、株式会社IMJモバイルならびに三

井物産株式会社と携帯電話による３D仮想空間サービスの共同事業を推進していくことに合意いたしました。米国リンデ

ンラボ社が運営する「Second Life」による３D仮想空間オンラインサービスは、全世界で会員数が900万人を超えるなど

急速に拡大しておりますが、モビリティ性の高い携帯機器によりアクセスを実現するべく、当社では、この分野におい

ても様々な企業とのパートナーシップの拡大を推し進めるとともに、ユーザー利便性の高いサービスの実現に向けた、

幅広くスケールの大きいサービスプラットフォームの構築を目指し今後も活動していく予定です。

　更に当社では、平成19年11月６日に株式会社シーエー・モバイルと、「VIVID UI」の技術を用いた「サーバサイド

VIVID UIジェネレータ」を使用し、モバイル公式サイトを中心としたコンテンツ生成サービスの共同展開を行う旨の発

表をいたしました。本製品により、ユーザーが指定した素材を使ったUIコンテンツをサーバサイドでリアルタイムに動

的生成し提供することが可能となります。現在、株式会社エヌ・ティー・ティー・ドコモ（以下「NTTドコモ」という）

のi-modeにおける「きせかえツール」等において、UIコンテンツのダウンロードサービスが開始されておりますが、今

後も当該コンテンツ市場は更に拡大していくものと思われます。当社グループでは、「VIVID UI」のライセンス販売の

拡大の推進のみならず、このようなユーザーのニーズに対応したUIコンテンツの実現についても積極的に取り組んでい

く予定です。

　また、平成19年11月13日に株式会社ヤッパ（以下「ヤッパ」という）と、当社の展開する「VIVID UI」とヤッパの提

案する革新的な空間UIデザインのノウハウを融合し、よりダイナミックなUIエンジン拡張技術の開発及びUIコンテンツ

のデザイン制作に関して業務提携することに合意いたしました。当社の「VIVID UI」の次世代技術にヤッパの３Dグラ

フィックスエンジンを組み込むことにより、UIの動的な視覚効果や、情報や機能への直感的なアクセス手段、タッチパッ

ドなどの入力デバイスと連携したインタラクションを大幅に向上させる革新的なUI環境の提供が可能となります。また、

この新しいエンジンに最適なUIコンテンツも同時に提供し、ユニークなデザインのコンテンツ作成のサービス提供も開

始する予定です。今後は、両社のグローバルチャネルを最大限に活かし、この新しいUI環境と洗練されたUIデザインの

普及のため、日本のみならず、世界に向けて活動してまいります。

　新技術の開発につきましては、アズテックモバイル・コーポレーションと携帯電話機器向けゲームに特化したゲーム

コンテンツの統合開発環境「toolzQit」を共同で開発いたしました。「toolzQit」は、株式会社東芝が開発した高性能

な３Dグラフィックスパフォーマンスを発揮するシステムLSI「TC35711XBG」と、高精細液晶デバイスや操作デバイスを

備えたゲーム用ハードウェアと、高品質でセキュアなゲームコンテンツを開発するための当社のSDK（*３）により構成

されており、実動作環境において統合的かつ容易にリッチなゲームコンテンツの開発を行うことを可能としておりま

す。

　また、株式会社メガチップスと、音楽・サウンド、文字・テキスト、画像・写真などの素材を、好みのシナリオに合

わせユーザーが任意に作成し、交換し、また視聴できる仕組みを備えた「VIVID Communicator」を共同開発いたしまし

た。これにより、ユーザーは様々な素材をミキシングし、動画のように流れるシーンとしてデータを作成することがで

きます。また、作成したデータは、携帯電話に限らずインスタントメールサービス、SNSやブログ、動画投稿・コミュニ

ティーサービス等の様々な場面で、シームレスなコミュニケーターとしてご利用いただくことが可能となります。
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　一方で、既存製品群のバージョンアップも進んでおり、バンダイネットワークス株式会社と、携帯機器向けゲーム開

発環境「X-Forge 2007」をベースにした、Javaアプリケーション向け開発環境「X-Forge for Java）」を共同開発いた

しました。本製品は、Javaアプリケーション向けの開発環境として使用することにより、Java実行環境が搭載された全

ての端末上でX-Forgeを動作させることができる他、端末に組み込まれたグラフィックス環境を直接操作できるため、今

までのJavaアプリケーションをよりグラフィカルに表現し、リッチなコンテンツを容易に開発することを可能としてお

ります。更にグラフィックスライブラリを標準で備えているため、エミュレーション機能も充実し、大容量プログラム

のテストやグラフィックス環境準備などの手間を省き、ゲーム開発者はクリエイティブな作業に専念することが可能と

なります。

　このように、業界や市場の変化に伴いサービスの多様化が求められている中、当第３四半期におきましては、国内外

のキャリアやメーカーに対するライセンス販売、及びライセンスに繋がる受託開発案件を数多く受注することができた

ほか、新たに子会社の株式会社AMSにおいて立ち上げた「メディア事業」が順調に推移いたしました。

　各事業別の実績は以下のとおりであります。

 

【ミドルウェア事業】

　自社製品開発販売部門におきましては、Samsung Electronics Co.,Ltd.に対する「VIVID Message」ならびに「VIVID 

Panorama」のグローバルライセンスフィーをはじめとして、各製品とも販売が順調に推移しており、その結果、当該部

門における売上高は823,515千円となりました。

　受託開発部門におきましても、ソフトバンクモバイル株式会社等の国内キャリアを中心に「VIVID UI」をはじめとし

た自社製品の関連案件を受注し、その結果、当該部門の売上高は696,511千円となりました。

 

【メディア事業】

　株式会社AMSにおいて、「VIVID UI」を使ったNTTドコモのUIコンテンツサービスである「きせかえツール」向けUIコ

ンテンツの開発支援を行っているほか、UIコンテンツ市場の活性化を目指して活動しておりますが、その一環として平

成19年９月に立ち上げた、携帯電話向けコンテンツのダウンロードサイトにおける広告収入が当社予想を大きく上回る

実績を上げ、その結果、メディア事業における売上高は245,450千円となりました。

　一方で売上原価、販売費及び一般管理費につきましては、それぞれ572,263千円、1,106,383千円となりました。

　これらの結果、当第３四半期における売上高は1,765,477千円、営業利益86,830千円、経常利益69,033千円、また四半

期純損失は6,221千円となりました。

 

※当社グループは当期が連結初年度のため、経営成績に関する前年同期比較の記載を省略しております。また財政状態

　に関する分析及び予想数値についても、前年同期比較の記載を省略しております。

当社製品の概要について

a.「VIVID Message」

　　当製品は、テキストメールを絵文字へ自動変換したり、３Dグラフィックス等により、より楽しく動きのある電子

　メール・コミュニケーションを提供するミドルウェアであります。多くのユーザーが日々利用している携帯電話の電

　子メールは、従来、文字によるやりとりが中心であり、今まで際立った進化は見られませんでしたが、このソリュー

　ションにより、ユーザーは立体化やアニメーション化された、より表現力のある電子メールを楽しむことが可能にな

　ります。　　　　　

b.「VIVID UI」

　　当製品は、従来、固定されている携帯電話等のメニュー等のユーザーインターフェースを、ユーザーの嗜好に合わ

　せて自由に選択したり、使い勝手の良いものに変換することを実現するミドルウェアであります。基本的なグラフィ

　ックスから、より高度な３DグラフィックスやFlash Lite（*４）といった様々な追加機能のサポートも可能であるほ

　か、携帯電話端末に限らず、多様なプラットフォームに対してサービスを実現させることが可能です。また当製品は

　オーサリング機能（*５）が 特に強化されており、メーカー及びコンテンツプロバイダーは、UI作成に係る開発工程

　を簡略化することが可能なため、UIデザインの自由度を広げながらも開発費の大幅な削減が実現できます。

c.「VIVID Panorama」

　　当製品は、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移動する操作を行うだけで、簡単にパノ

　ラマ画像の作成を実現するミドルウェアです。従来の携帯電話においてもパノラマ撮影機能を謳っているものはあり

　

　ますが、ユーザーが１枚ずつ撮影した複数の画像を繋ぎ合わせることで「パノラマ風」の写真とするものであり、必
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　ずしもユーザーにとって使いやすいものではありませんでした。当製品は、誰でも簡単に撮影でき、また繋ぎ目のな

　い美しく自然な写真を作成することができます。

d.「X-Forge」

　　当製品は、主として高性能のゲーム制作をするにあたって必要とされる開発環境の集合体をパッケージングした、

　次世代モバイルゲームの強化に有用なプラットフォームであり、ミドルウェア、ゲームエンジン、ユーティリティ

　（*６）、ツール及び開発ネットワークマネジメント等の機能を豊富に備えたSDKであります。当製品を使用すること

　により、ゲーム開発者は、様々なOSやハードウェアの仕様の違い等を意識することなく高品質のゲーム作成が可能

　となり、作成に係る開発工数の削減が実現できます。 

e.「VIVID Audio」

　　携帯電話等による電子メール送付において、送信者が自分のボイスメッセージをDJ風のラップ調に変更したり好

　みのBGMを付加して相手に送信ができるなど、より楽しくバラエティに富んだコミュニケーションを可能とするミド

　ルウェアであります。

f.「SyncLINK」

　　当製品は、情報共有と保存容量拡張のためのサーバ・クライアント型ソフトウェアソリューションです。

　当製品を搭載すると、ネットワーク上のストレージをまるで端末の拡張メモリのように扱うことができます。例え　

　ば、携帯電話のデータ保存機能として、アドレス帳・着メロ、メール、データブック、ゲーム、壁紙向けなどを保

　存。携帯電話の紛失などのトラブルに対応できます。

g.「VIVID Ring」

　　通常、携帯電話による着信メロディは電話を受信する側が設定しますが、予めグループ登録をしている家族・友人

　等の送信側が設定した楽曲を受信側の端末に流すという、言わば「かけメロ」を実現するミドルウェアであります。

h.「OpenKODE Core 1.0 Provisional」

　　平成19年３月に、Khronos™ Group（*７）より発表された、ソフトウェア開発に係る世界標準規格である

　OpenKODE™（*８）の基幹部分であり、世界に先駆けたライブラリ・パッケージであります。現状、携帯電話等モバ　

　イル向けにアプリケーションやミドルウェアを開発し搭載する際には、各ハードウェアやOSの仕様に合わせてそれぞ

　れ個別の対応を行わなくてはならず、これがメーカーの開発負担増加の大きな要因となっており、世界中からモバイ

　ルプラットフォームの共通化・標準化を求める声が高まってきておりました。OpenKODE™が世界中に普及することに

　より、それらの開発費が大幅に軽減されるだけでなく、グラフィックス性能が飛躍的に向上するため、今までにない

　リッチなコンテンツ、真にユーザーオリエンテッドなアプリケーションやミドルウェアの開発も実現可能になりま

　す。

i.「VIVID Touch」

　　携帯電話機とアミューズメント機器等をモバイルFeliCa（*９）を通じて連携させ、魅力的なサービスを提供する

　ためのソリューションシステムです。これにより、携帯電話機にアミューズメント機器等のデータを保存、または携

　帯電話機からアミューズメント機器等へデータを転送する事が、センサーへのタッチひとつで出来るようになりま

　す。

j.「VIVID Movie」

　　シリコンスタジオ株式会社製の「XCV（eXtreme Codec for Video）」動画像圧縮伸張技術をベースに新たな設計

　コンセプトの下、携帯電話や小型携帯機器などの限られたメモリやCPU性能の環境でも高度な動画処理を高速に実現

　し、リッチなムービーコンテンツを再生することができるミドルウェアであります。「VIVID UI」との連携によりメ

　ニュー画面にムービーコンテンツを用いることで表現力の高いUIが実現できます。更に、動画像の圧縮率も高いた　

　め、コンテンツのダウンロードにも負荷を掛けず、サービス提供に最適なソリューションとして実現可能となりま

　す。

ｋ.「VIVID Communicator」

　　音楽・サウンド、文字・テキスト、画像・写真などの素材を、ユーザーが好みのシナリオに合わせ、利用者が任意

　に作成し、交換し、視聴できる仕組みを備えています。利用形態としては様々な応用が可能で、携帯電話に限らずイ

　ンスタントメールサービス、SNSやブログ、動画投稿・コミュニティーサービスなどとの融合によりシームレスなコ

　ミュニケーターとしてご利用いただけます。

　　*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。

　　*２．３Dグラフィックス

　　　空間や立体など３次元の存在を、コンピュータの画面に投影して描画した画像や映像。

　　*３．SDK
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　　　あるテクノロジー（プログラミング言語など）を利用してソフトウェアを開発する際に必要なツールのセット。

　　*４．Flash Lite

　　　米国Macromedia社（現　米国Adobe Systems Inc.）が開発した、音声やベクターグラフィックスのアニメーシ

　　　ョンを組み合わせてWebコンテンツを作成する「Macromedia Flash」の携帯電話向けの軽量バージョン。

　　*５．オーサリング機能

　　　文字や画像、音声、動画といったデータを編集して一本のソフトウェアを作ること。

　　*６．ユーティリティ

　　　システムやアプリケーションの足りない部分を補助するソフトウェアの総称。

　　*７．Khronos™ Group

　　　会員企業の会費によって運営されるコンソーシアムで、様々なプラットフォームや電子機器上で、ダイナミッ

　　　クなメディア・オーサリング/プレーバックを可能とする、ハードウェア/ソフトウェア製品市場の成長のため、

　　　OpenKODE™、OpenGL® ES、OpenMAX™、OpenVG™、OpenSL ES™、OpenML®、COLLADA™といった、オープンでロイヤ

　　　リティ無料の業界標準API（*10）開発の支援を行っています。会員企業はKhronos API仕様開発に参画できるほ

　　　か、一般公開前の様々な段階での投票、仕様ドラフトや順応テスト向けのアーリーアクセスを通して、最先端３

　　　Dグラフィックス・プラットフォームやアプリケーションの提供を推進可能となります。

　　*８．OpenKODE™

　　　グラフィック関連技術の世界標準化を進める米国Khronos™ Groupが推進している、各種電子機器とオペレーテ

　　　ィングシステムを繋ぐモバイル機器向けのメディアAPIセット。平成19年２月にスペインのバロセロナ市で開催

　　　された、移動体通信の世界最大級のイベントである３GSM World Congress 2006で発表されました。

　　*９．FeliCa

　　　ソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術方式です。

　　*10．API

　　　OSがアプリケーションに対して公開しているプログラムインターフェイス。アプリケーションは、基本的にすべ

　　　ての処理をこのAPIを経由して行います。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期末における総資産は2,768,362千円となりました。流動資産は現金及び預金、売掛金及び仕掛品等により

1,506,741千円となりました。固定資産は1,261,620千円となり、これは主に販売目的のソフトウェア、ＥＲＰ導入に向

けたシステムの構築、投資有価証券の取得及び本社移転による敷金保証金の増加によるものであります。負債の合計額

は545,116千円となり、これは主に未払金、買掛金及び未払法人税等によるものであります。純資産は、新株予約権の行

使による資本金及び資本剰余金の増加等により2,223,246千円となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、871,593千円となりました。当第３四半期に

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397,990千円となりました。これは主に、売上債権の減少622,720千円、法人税等の支

払202,978千円、たな卸資産の増加72,158千円及び未払費用の減少68,798千円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616,859千円となりました。これは主に、ソフトウェア等無形固定資産の取得による支

出487,018千円、投資有価証券の取得による支出158,768、本社オフィス移転等による敷金保証金の差入による支出82,987

千円及びのれん譲渡による収入162,832千円等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は162,902千円となりました。これは新株予約権の行使による株式発行114,560千円及び

社債の発行による収入48,342千円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の連結業績予想につきましては、平成19年９月に株式会社AMSが立ち上げた、携帯電話向けコンテンツのダウン

ロードサイトにおける広告収入が引き続き好調に推移する見通しであるほか、Acrodea America, Inc.において開発案件

の受注を引き続き見込んでおり、前回発表の業績予想に変更はなく、売上高3,419,727千円、営業利益670,793千円、経

常利益639,332千円、当期純利益312,079千円の見込みとなっております。一方、通期の個別業績予想につきましては、

売上については、既存顧客に対する各製品のライセンス販売は引き続き順調に推移する見込みであるほか、また特に

「VIVID UI」の国内キャリアへの包括ライセンス契約に伴う受託開発案件等を中心に受注をしており、前回発表の業績

予想に変更はなく、売上高3,059,473千円、営業利益503,787千円、経常利益480,120千円、当期純利益につきましては、

法人税額の調整等により、242,228千円という見込みとなっております。

※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。

※収益構造が下半期偏重になることについて

　　当社グループ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、当社グループの売上高も下半期、特に第４四半期に集中しておりま

　す。売上時期の平準化に向けた施策を進めておりますが、現時点では四半期の業績だけをもって当社グループの通期

　の業績を予想することは困難となっております。

 

４．その他

    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）

      該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金  871,593   

２．売掛金  323,881   

３．仕掛品  123,835   

４．前払費用  31,595   

５．繰延税金資産  117,684   

６．その他  38,150   

流動資産合計   1,506,741 54.4

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物  44,604   

(2）車両運搬具  879   

(3）器具備品  42,138   

(4）建設仮勘定  7,919   

 有形固定資産合計   95,541 3.5

２．無形固定資産     

(1）のれん  36,009   

(2）ソフトウェア  305,706   

(3）ソフトウェア仮勘定  554,802   

(4）その他  13   

  無形固定資産合計   896,531 32.4

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  97,980   

(2）差入保証金  122,239   

(3）長期前払費用  43,750   

(4）繰延税金資産  5,578   

投資その他の資産合計   269,547 9.7

固定資産合計   1,261,620 45.6

資産合計   2,768,362 100.0
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当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金  41,655   

２．一年内償還予定社債  18,000   

３．未払金  276,672   

４．未払法人税等  93,981   

５．未払費用  32,986   

６．前受金  29,876   

７．預り金  16,501   

８．その他  3,440   

流動負債合計   513,116 18.5

Ⅱ　固定負債     

  社債  32,000   

固定負債合計   32,000 1.2

負債合計   545,116 19.7

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,018,100 36.7

２．資本剰余金   882,300 31.9

３．利益剰余金   328,517 11.9

株主資本合計   2,228,917 80.5

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金   △4,376  

２．為替換算調整勘定   △1,294  

評価・換算差額等合計   △5,671 △0.2

純資産合計   2,223,246 80.3

負債純資産合計   2,768,362 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※３  1,765,477 100.0

Ⅱ　売上原価   572,263 32.4

売上総利益   1,193,213 67.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  1,106,383 62.7

営業利益   86,830 4.9

Ⅳ　営業外収益     

 １．受取利息  1,256   

 ２．受取配当金  522   

 ３．その他  1 1,780 0.1

Ⅴ　営業外費用     

 １．支払利息  193   

 ２．為替差損  15,277   

 ３．その他  4,107 19,577 1.1

経常利益   69,033 3.9

Ⅵ　特別利益     

 １．投資有価証券売却益  6,891 6,891 0.4

Ⅶ　特別損失     

 １．移転費用  30,342   

 ２．固定資産除却損  37 30,379 1.7

税金等調整前四半期純利益   45,544 2.6

法人税、住民税及び事業税  140,341   

還付法人税等  △19,509   

法人税等調整額  △69,065 51,765 2.9

四半期純損失（△）   △6,221 △0.4

     

(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

960,000 824,200 334,738 2,118,938 － － － 2,118,938

第３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 58,100 58,100  116,200    116,200

四半期純損失（△）   △6,221 △6,221    △6,221

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

    △4,376 △1,294 △5,671 △5,671

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

58,100 58,100 △6,221 109,978 △4,376 △1,294 △5,671 104,307

平成19年12月31日　残高
（千円）

1,018,100 882,300 328,517 2,228,917 △4,376 △1,294 △5,671 2,223,246
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

   至  平成19年12月31日）     

区分
注記

番号
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  45,544

減価償却費  111,374

のれん償却額  6,156

受取利息及び受取配当金  △1,779

支払利息  193

為替差損益  1,323

株式交付費  1,639

社債発行費  1,657

売上債権の増減額（増加：△）  622,720

たな卸資産の増減額（増加：△）  △72,158

仕入債務の増減額（減少：△）  △11,398

未払費用の増減額（減少：△）  △68,798

未払消費税等の増減額（減少：△）  △57,177

前受金の増減額（減少：△）  △63,439

その他  63,821

小計  579,680

利息及び配当金の受取額  1,779

法人税等の支払額  △202,978

法人税等の還付額  19,509

営業活動によるキャッシュ・フロー  397,990

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  △88,674

無形固定資産の取得による支出  △487,018

投資有価証券の取得による支出  △158,768

投資有価証券の売却による収入  60,300

のれん譲渡による収入  162,832

敷金保証金の差入による支出  △82,987

敷金保証金の返還による収入  28,245

長期前払費用の取得による支出  △50,000

その他  △788

投資活動によるキャッシュ・フロー  △616,859
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当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

   至  平成19年12月31日）     

区分
注記

番号
金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式発行による収入  114,560

社債の発行による収入  48,342

財務活動によるキャッシュ・フロー  162,902

Ⅳ　現金及び預金同等物に係る換算差額  △2,405

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △58,371

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  929,965

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末残高 ※ 871,593
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　すべての子会社を連結しております。

　連結子会社の数　　２社

　連結子会社の名称

  Acrodea America,Inc.

　株式会社AMS

　Acrodea America,Inc.及び株式会社AMSについては、当第３四半期

連結会計期間において新たに設立したため、連結の範囲に含めてお

ります。

２．持分法の適用に関する事項 ―――――――

３．連結子会社の四半期決算日

等に関する事項

　すべての連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致

しております。

４．会計処理基準に関する事項 （１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

　　その他有価証券

　　時価のあるもの

　四半期連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

　　時価のないもの

　移動平均法による原価法

 ②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。

 （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　　　当社は定率法を採用しております。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。また在外

連結子会社は当該国の会計基準の規定に基づく定額法を採用し

ております。

　主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　建物　　　　　６～15年

　車両運搬具　　　　５年

　器具備品　　　４～５年

 ②無形固定資産

　　のれん

　　　定額法（５年）によっております。

　　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（１

から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長期前払費用

　　定額法を採用しております。

 （３）重要な引当金の計上基準

　　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３四半期末においては、貸

倒引当金はございません。
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項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

 （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、第３四半期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、第３四半期決算日の直

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）その他四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項

　　消費税等の会計処理

　　　税抜方式によっております。

５．四半期連結キャッシュ・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。
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年12月31日）

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

35,569 千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12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

 役員報酬 161,625 千円

 給料手当 246,801 

 販売手数料 242,865 

 減価償却費 15,393 

 のれん償却額 6,822 

 ※２　研究開発費の総額

 　　 　一般管理費に含まれる研究開発費

34,387 千円

　※３　当社グループの売上高は、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るため、事業年度

　　　の上半期の売上高と下半期の売上高との

　　　間に著い相違があり、上半期と下半期の

　　　業績に季節的変動があります。

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 66,910 5,860  ― 72,770

合計 66,910 5,860  ― 72,770

（変動事由の概要）

ストックオプションの行使による増加　　5,860株

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

          該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

          該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

※　現金及び現金同等物の第３四半期末残

　　高と第３四半期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19年12月31日）

 現金及び預金勘定 871,593千円

 現金及び現金同等物 871,593千円

（リース取引関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

当社グループ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３四半期連結会計期間末（平成19年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

（1）株式 48,959 41,580 △7,379

合計 48,959 41,580 △7,379

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

（1）その他有価証券  

　　　　　非上場株式 56,400

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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。

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

ミドルウェア事業
（千円）

メディア事業
（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 1,520,027 245,450 1,765,477 － 1,765,477

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
40,000 － 40,000 (40,000) －

計 1,560,027 245,450 1,805,477 (40,000) 1,765,477

営業費用 1,676,574 44,072 1,720,647 (42,000) 1,678,647

営業利益 △116,547 201,378 84,830 2,000 86,830

　（注）１．事業区分の方法

 事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。

２．各区分に属する主要な事業の内容

事業区分 事業内容

 ミドルウェア事業  自社製品開発販売（ライセンス）、受託開発、コンサルティング等

 メディア事業  携帯電話サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

本邦の売上高の金額は、全セグメント売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 425,407 46,940 472,347

Ⅱ　連結売上高（千円）   1,765,477

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
24.1 2.7 26.8

　（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．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　アジア・・・大韓民国

　　　　　　ヨーロッパ・・・スウェーデン王国

　　　　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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 30,551.69円

１株当たり四半期純損失

金額
90.27円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、１株当たり四半期純損

失が計上されているため、記載しておりませ

ん。

　（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（千円） 6,221

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失

（千円）
6,221

期中平均株式数（株） 68,919

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半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9種類（新株予約権

の数8,770個）

 

 

（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

──────
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

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
（％）

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   647,776   929,965   

２．売掛金  47,076   176,881   946,602   

３．未収入金  －   24   171,652   

４．仕掛品  154,563   123,835   51,677   

５．前渡金  94,500   14,660   －   

６．前払費用  50,084   29,614   36,687   

７．短期貸付金 ※３ －   100,000   －   

８．繰延税金資産  6,811   109,493   51,194   

９．その他 ※２ 10,441   23,490   3,049   

流動資産合計   1,589,777 80.8  1,225,776 49.9  2,190,828 83.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  9,923   44,604   9,302   

(2）車両運搬具  1,393   879   1,215   

(3）器具備品  21,250   38,008   20,552   

(4）建設仮勘定  －   7,919   －   

有形固定資産合計   32,566 1.7  91,410 3.7  31,070 1.2

２．無形固定資産           

(1）のれん  69,769   26,676   32,832   

(2）ソフトウェア  124,602   297,371   162,403   

(3）ソフトウェア仮勘定  119,354   437,802   154,274   

(4）その他  13   13   13   

無形固定資産合計   313,739 16.0  761,862 31.0  349,524 13.2

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  －   65,580   －   

(2）関係会社株式  －   143,408   －   

(3）差入保証金  29,793   121,276   68,573   

(4）長期前払費用  541   43,750   291   

(5）繰延税金資産  －   5,338   －   

投資その他の資産合計   30,335 1.5  379,353 15.4  68,865 2.6

固定資産合計   376,641 19.2  1,232,626 50.1  449,460 17.0

資産合計   1,966,418 100.0  2,458,403 100.0  2,640,289 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  45,374   41,655   53,054   

２．一年内償還予定社債  －   18,000   －   

３．未払金  90,957   149,718   54,805   

４．未払法人税等  －   1,308   163,049   

５．未払消費税等 ※２ 1,472   －   40,802   

６．未払費用  26,951   32,907   101,594   

７．前受金  190,919   29,876   93,315   

８．預り金  11,215   15,621   13,847   

９．その他  －   －   880   

流動負債合計   366,891 18.7  289,088 11.8  521,350 19.7

Ⅱ　固定負債           

　　社債  －   32,000   －   

固定負債合計   － －  32,000 1.3  － －

負債合計   366,891 18.7  321,088 13.1  521,350 19.7

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   950,000 48.3  1,018,100 41.4  960,000 36.4

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  814,200   882,300   824,200   

資本剰余金合計   814,200 41.4  882,300 35.9  824,200 31.2

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  △164,672   241,291   334,738   

利益剰余金合計   △164,672 △8.4  241,291 9.8  334,738 12.7

株主資本合計   1,599,527 81.3  2,141,691 87.1  2,118,938 80.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

 その他有価証券評価差額金   －   △4,376   －  

　評価・換算差額等合計   － －  △4,376 △0.2  － －

純資産合計   1,599,527 81.3  2,137,315 86.9  2,118,938 80.3

負債純資産合計   1,966,418 100.0  2,458,403 100.0  2,640,289 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※８  833,967 100.0  1,533,528 100.0  2,237,551 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  293,933 35.2  571,380 37.3  717,513 32.1

売上総利益   540,033 64.8  962,148 62.7  1,520,037 67.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※1,
2,3

 733,312 87.9  1,051,291 68.6  1,111,612 49.7

営業利益又は営業損失
（△）

  △193,278 △23.1  △89,143 △5.8  408,425 18.2

Ⅳ　営業外収益 ※４  1,076 0.1  3,738 0.2  1,603 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※５  40,181 4.8  17,029 1.1  49,865 2.2

経常利益又は経常損失
（△）

  △232,384 △27.8  △102,434 △6.7  360,162 16.1

Ⅵ　特別利益 ※６  － －  6,891 0.4  130,000 5.8

Ⅶ　特別損失 ※７  － －  30,379 2.0  16 0.0

税引前四半期（当期）純
利益又は税引前四半期純
損失（△）

  △232,384 △27.8  △125,922 △8.2  490,146 21.9

法人税、住民税及び事業
税

 1,049   47,667   268,550   

還付法人税等  －   △19,509   －   

法人税等調整額  2,200 3,249 0.4 △60,634 △32,476 △2.1 △42,182 226,368 10.1

四半期純損失（△）又は
当期純利益

  △235,633 △28.2  △93,446 △6.1  263,777 11.8
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 459,550 323,750 70,960 854,260 854,260

第３四半期会計期間の変動額      

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

四半期純損失（△）   △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 △235,633 745,266 745,266

平成18年12月31日　残高（千円） 950,000 814,200 △164,672 1,599,527 1,599,527

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本
 評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金

その他利益
剰余金

 繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高（千円） 960,000 824,200 334,738 2,118,938 － 2,118,938

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 58,100 58,100  116,200  116,200

四半期純損失（△）   △93,446 △93,446  △93,446

株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額合計（純額）
    △4,376 △4,376

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
58,100 58,100 △93,446 22,753 △4,376 18,376

平成19年12月31日　残高（千円） 1,018,100 882,300 241,291 2,141,691 △4,376 2,137,315

前事業年度の要約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

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主資本合計

資本準備金
その他利益剰余金
 繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 459,550 323,750 70,960 854,260 854,260

事業年度の変動額

新株の発行 500,450 500,450  1,000,900 1,000,900

当期純利益   263,777 263,777 263,777

事業年度中の変動額合計

（千円）
500,450 500,450 263,777 1,264,677 1,264,677

平成19年３月31日　残高（千円） 960,000 824,200 334,738 2,118,938 2,118,938
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純損失(△)又は税引前当期純利益  △232,384 490,146

減価償却費  41,474 76,230

のれん償却額  12,312 16,416

受取利息  △108 △634

為替差損益  △1,438 540

株式交付費  23,936 24,074

のれん譲渡益  － △130,000

売上債権の増減額（増加：△）  576,078 △323,447

たな卸資産の増減額（増加：△）  △119,689 △16,803

前渡金の増減額（増加：△）  △94,500 －

仕入債務の増減額（減少：△）  17,569 25,249

未払費用の増減額（減少：△）  △213,000 △138,358

未払消費税等の増減額（減少：△）  3,891 43,221

前受金の増減額（減少：△）  182,819 85,215

その他  8,319 △12,672

小計  205,280 139,177

利息の受取額  108 626

法人税等の支払額  △27,260 △129,515

営業活動によるキャッシュ・フロー  178,127 10,289

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 △21,750

無形固定資産の取得による支出 ※２ △237,859 △340,629

敷金保証金の差入による支出  － △42,147

その他  △2,271 422

投資活動によるキャッシュ・フロー  △257,726 △404,105

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  956,963 976,825

財務活動によるキャッシュ・フロー  956,963 976,825

Ⅳ　現金及び預金同等物に係る換算差額  1,438 △540

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  878,802 582,469

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  347,496 347,496

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）

　　残高
※１ 1,226,299 929,965

    

㈱アクロディア（3823）平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況

－ 23 －



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
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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）　　―――――――

 

 

（１）有価証券

① 子会社株式

移動平均法による原価法

 ② その他有価証券

 　時価のあるもの

　　　四半期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

 　　　移動平均法による原価法

（１）　　―――――――

 

 

 （２） たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法

（２）たな卸資産

  　仕掛品

　同左

（２）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

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　　　　　　６～15年

車両運搬具　　　　　５年

器具備品　　　　４～５年

（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

  　（追加情報）

　法人税改正に伴い、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。

　これにより営業損失、経常損

失、税引前四半期純損失に与え

る影響はありません。

 （２）無形固定資産

のれん　　定額法（５年）

ソフトウェア

　市場販売目的のソフトウェアに

ついては、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

  同左

 

　

 

（２）無形固定資産

  同左
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項目
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 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３四半期会計期間におい

ては、貸倒引当金はありません。

貸倒引当金

同左

　　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、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。

　　――――――― 　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。

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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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。

―――――――

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等）

　当事業年度から「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

2,118,938千円であります。

　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。

（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。

―――――――

 

（企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度から「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　最終改正平成18年

12月22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。

―――――――

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度から、「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、当事業年度よ

り「株式交付費」として表示する方法に変更し

ております。

―――――――

 

（固定資産の減価償却方法の変更）

　当第３四半期会計期間から、平成19年度の法

人税法の改正((所得税等の一部を改正する法律

　平成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号))に伴い、平成19年４月１日

以降に取得の有形固定資産については、改正後

の法人税法に基づく償却方法により、減価償却

費を計上しております。

　なお、この変更に伴う営業損失、経常損失、

税引前四半期純損失に与える影響は軽微であり

ます。

―――――――
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(5）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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は、

15,641千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

34,946千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

20,085千円であります。

※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

上、未払消費税等として表示しております。

※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

上、金銭的重要性が乏しいため、流動資

産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※２　　　　　─────

 

 

 

※３　関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ

ているものは、次のとおりであります。

 短期貸付金　100,000千円

 

 

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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　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

※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 135,408 千円

給料手当 246,801 

販売手数料 242,865 

減価償却費 14,061 

のれん償却額 6,156 

   

   

役員報酬 151,689 千円

給料手当 209,206 

販売手数料 328,842 

業務委託費 86,569 

租税公課 18,326 

のれん償却額 16,416 

減価償却費 9,086 

※２　減価償却実施額 ※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

無形固定資産 33,221 千円

有形固定資産 19,303 千円

無形固定資産 96,858 千円

有形固定資産 12,805 千円

無形固定資産 79,841 千円

※３　研究開発費の総額 ※３　研究開発費の総額 ※３　研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発費は

5,648千円であります。なお、当期製造費

用に含まれる研究開発費はありません。

　一般管理費に含まれる研究開発費は

34,387千円であります。なお、当期製造費

用に含まれる研究開発費はありません。

　一般管理費に含まれる研究開発費は

8,693千円であります。なお、当期製造費

用に含まれる研究開発費はありません。

※４　営業外収益の主要項目 ※４　営業外収益の主要項目 ※４　営業外収益の主要項目

受取利息 108 千円 受取利息 1,214 千円  受取利息 634 千円

※５　営業外費用の主要項目 ※５　営業外費用の主要項目 ※５　営業外費用の主要項目

株式交付費 23,936 千円

為替差損 16,244 千円

社債利息 193 千円

株式交付費 1,639 千円

社債発行費 1,657 千円

為替差損 13,517 千円

 株式交付費 24,074 千円

 為替差損 21,733 千円

※６　　　　――――――― ※６　特別利益の内訳項目 ※６　特別利益の内訳項目

投資有価証券売却

益

6,891 千円  のれん譲渡益 130,000 千円

※７　　　　――――――― ※７　特別損失の内訳項目 ※７　特別損失の内訳項目

移転費用 30,342 千円

固定資産除却損 37 千円

 固定資産売却損 16 千円

※８　当社の売上高は、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

傾向があるため、事業年度の上半期の売上

高と下半期の売上高との間に著しい相違が

あり、上半期と下半期の業績に季節的変動

があります。

※８　　　　　　同左 ※８　　　　―――――――
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第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株式数に関する事項

 
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）

　増加数の内訳は、次の通りであります。

 　　　　　公募増資による増加　　　　　　　　　　　6,000株

 ストックオプションの行使による増加　 　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。

 

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

１．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）

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）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 48,330 18,580 － 66,910

合計 48,330 18,580 － 66,910

　（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　　 12,580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。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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第３四半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

※１　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19年３月31日)

　現金及び預金勘定 929,965千円

　現金及び現金同等物 929,965千円

（リース取引関係）

前第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。

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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18年４月１日　至　平成19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）

前第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。

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日現在）

子会社株式及び関係会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成19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）

前第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18年４月１日　至　平成19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。

㈱アクロディア（3823）平成 20 年３月期第３四半期財務・業績の概況

－ 29 －



（ストック・オプション等関係）

前第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。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

前事業年度において存在したストック・オプションの内容。

平成16年

第１回ストック・オプション

平成16年

第２回ストック・オプション

平成16年

第３回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

 当社の従業員　　　　４名

 当社の従業員内定者　３名

 当社の顧問　　　　　１名

 当社の取締役　　　　２名

 当社の従業員　　　　１名

 当社の従業員内定者　１名

 当社の監査役　　　１名

 当社の社外協力者　５名

ストック・オプション数  普通株式　1,940株  普通株式　9,780株  普通株式　100株

付与日  平成16年８月25日  平成16年８月25日  平成16年８月25日

権利確定条件 

 ①新株予約権の割当を受け

　 た者（以下「新株予約権

   者」という）は、権利行

   使時において、当社また

   は当社の子会社の取締役

   もしくは従業員の地位も

   しくは顧問契約継続中に

   あることを要する。ただ

   し、任期満了による退

   任、定年退職その他正当

   な理由のある場合であっ

   て、当社の書面による承

   認がある場合はこの限り

   ではない。

 ②新株予約権者が死亡した

   場合は、相続人がその権

   利を行使することができ

   るものとする。

 ③その他の条件について

   は、平成16年７月12日開

   催の株主総会及び取締役

   会決議に基づき、当社と

   新株予約権の割当を受け

   る者との間で締結する新

   株予約権割当契約に定め

   るところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）が、死亡し

   た場合は、相続人がその

   権利を行使することがで

   きるものとする。

 ②その他の条件について

   は、平成16年７月12日開

   催の株主総会及び取締役

   会決議に基づき、当社と

   新株予約権の割当を受け

   る者との間で締結する新

   株予約権割当契約に定め

   るところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）が、死亡し

   た場合は、相続人がその

   権利を行使することがで

   きるものとする。

 ②その他の条件について

   は、平成16年７月12日開

   催の株主総会及び取締役

   会決議に基づき、当社と

   新株予約権の割当を受け

   る者との間で締結する新

   株予約権割当契約に定め

   るところによる。

対象勤務期間  定めておりません。  定めておりません。  定めておりません。

　 権利行使期間
 自平成19年７月15日

 至平成26年６月30日

 自平成16年８月25日

 至平成26年６月30日

 自平成19年７月15日

 至平成26年６月30日

　 権利行使価格 (円) 10,000 10,000 10,000
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平成17年

第４回ストック・オプション

平成17年

第５回ストック・オプション

平成17年

第６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　　　　２名

 当社の従業員　　　　６名

 当社の取締役、監査役及び

 従業員内定者　　　　14名

 当社の取締役　　　　１名
 当社の取締役内定者　１名

 当社の従業員　　　　２名

ストック・オプション数  普通株式　4,160株  普通株式　9,000株  普通株式　1,150株

付与日  平成17年３月31日  平成17年８月25日  平成17年８月25日

権利確定条件 

 ①新株予約権は、発行時に

   割当を受けた新株予約権

   者において、これを行使

   することを要する。ただ

   し、相続により新株予約

   権を取得した場合はこの

   限りでない。

 ②新株予約権発行時におい

　 て当社の取締役または従

   業員（内定者含む）であ

   った者は、新株予約権行

   使時においても当社また

   は当社の関係会社の役員

   または従業員であること

   を要する。ただし、任期

   満了による退任、定年退

   職その他正当な理由のあ

   る場合ならびに相続によ

   り新株予約権を取得した

   場合はこの限りではな

   い。

 ③各新株予約権の一部行使

   はできないものとする。

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）は、権利行

   使時において、当社また

   は当社の子会社の取締役

   もしくは従業員の地位に

   あることを要する。ただ

   し、任期満了による退

   任、定年退職その他正当

   な理由のある場合であっ

   て、当社の書面による承

   認がある場合はこの限り

   ではない。

 ②新株予約権者が死亡した

   場合は、相続人がその権

   利を行使することができ

   るものとする。

 ③その他の条件について

   は、新株予約権割当契約 

   に定めるところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）は、権利行

   使時において、当社また

   は当社の子会社の取締役

   もしくは従業員の地位に

   あることを要する。ただ

   し、任期満了による退

   任、定年退職その他正当

   な理由のある場合であっ

   て、当社の書面による承

   認がある場合はこの限り

   ではない。

 ②新株予約権者が死亡した

   場合は、相続人がその権

   利を行使することができ

   るものとする。

 ③その他の条件について

   は、平成17年６月15日開

   催の株主総会及び平成17

   年６月６日開催の取締役

   会決議に基づき、当社と

   新株予約権の割当を受け

   る者との間で締結する新

   株予約権割当契約に定め

   るところによる。

対象勤務期間  定めておりません。  定めておりません。  定めておりません。

　 権利行使期間
 自平成17年８月25日

 至平成26年６月30日

 自平成17年８月25日

 至平成27年６月30日

 自平成19年７月15日

 至平成26年６月30日

　 権利行使価格 (円) 10,000 25,000 25,000
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平成17年

第７回ストック・オプション

平成17年

第８回ストック・オプション

平成17年

第９回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数  当社の社外協力者　　１名  当社の社外協力者　　２名  当社の取締役　　１名

ストック・オプション数  普通株式　100株  普通株式　20株  普通株式　3,500株

付与日  平成17年８月25日  平成17年８月25日  平成17年９月27日

権利確定条件 

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）は、権利行

   使時において、当社との

   業務委託契約が継続中に

   あることを要する。ただ

   し、当該業務委託契約の

   遂行において特別の成果

   が得られた場合等、当社

　 の書面による承認がある

   場合はこの限りではな

   い。

 ②新株予約権者が死亡した

   場合は、相続人がその権

   利を行使することができ

   るものとする。

 ③その他の条件について

   は、平成17年６月15日開

   催の株主総会及び平成17

   年６月６日開催の取締役

   会決議に基づき、当社と

   新株予約権の割当を受け

   る者との間で締結する新

   株予約権割当契約に定め

   るところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）が、死亡し

   た場合は、相続人がその

   権利を行使することがで

   きるものとする。

 ②その他の条件について

   は、平成17年６月15日開

   催の株主総会及び平成17

   年６月６日開催の取締役

   会決議に基づき、当社と

   新株予約権の割当を受け

   る者との間で締結する新

   株予約権割当契約に定め

   るところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）は、権利行

   使時において、当社また

   は当社の子会社の取締役

   もしくは従業員の地位に

   あることを要する。ただ

   し、任期満了による退

   任、定年退職その他正当

   な理由のある場合であっ

   て、当社の書面による承

   認がある場合はこの限り

   ではない。

 ②新株予約権者が死亡した

   場合は、相続人がその権

   利を行使することができ

   るものとする。

 ③その他の条件について

   は、新株予約権割当契約

　 に定めるところによる。

対象勤務期間  定めておりません。  定めておりません。  定めておりません。

　 権利行使期間
 自平成19年７月15日

 至平成26年６月30日

 自平成19年７月15日

 至平成26年６月30日

 自平成17年９月27日

 至平成26年６月30日

　 権利行使価格 (円) 25,000 25,000 25,000
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平成17年

第10回ストック・オプション

平成17年

第11回ストック・オプション

平成18年

第12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　　　　４名

 当社の監査役　　　　１名

 当社の従業員　　　　２名

 当社の従業員内定者　３名

 当社の社外協力者　２名  当社の従業員　　４名

ストック・オプション数  普通株式　5,300株  普通株式　450株  普通株式　500株

付与日  平成17年９月27日  平成17年９月27日  平成18年３月１日

権利確定条件 

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）は、権利行

   使時において、当社また

   は当社の子会社の取締

　 役、監査役もしくは従業

   員の地位にあることを要

   する。ただし、任期満了

   による退任、定年退職そ

   の他正当な理由のある場

   合であって、当社の書面

   による承認がある場合は

   この限りではない。

 ②新株予約権者が死亡した

   場合は、相続人がその権

   利を行使することができ

   るものとする。

 ③その他の条件について

   は、平成17年９月27日開

   催の株主総会ならびに取

　 締役会決議に基づき、当

   社と新株予約権の割当を

   受ける者との間で締結す

   る新株予約権割当契約に

   定めるところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）は、権利行

   使時において、当社及び

   当社の子会社との業務委

   託契約が継続中にあるこ

   とを要する。

 ②新株予約権者が死亡した

   場合は、相続人がその権

   利を行使することができ

   るものとする。

 ③その他の条件について

   は、平成17年９月27日開

   催の株主総会ならびに取

   締役会決議に基づき、当

   社と新株予約権の割当を

   受ける者との間で締結す

   る新株予約権割当契約に

   定めるところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）は、権利行

   使時において、当社また

   は当社の子会社の取締

　 役、監査役もしくは従業

   員の地位にあることを要

   する。ただし、任期満了

   による退任、定年退職そ

   の他正当な理由のある場

   合であって、当社の書面

   による承認がある場合は

   この限りではない。

 ②新株予約権者が、死亡し

   た場合は、相続人がその

   権利を行使することがで

   きるものとする。

 ③その他の条件について

   は、平成17年６月15日開

   催の株主総会及び平成18

   年３月１日開催の取締役

   会決議に基づき、当社と

   新株予約権の割当を受け

   る者との間で締結する新

   株予約権割当契約に定め

   るところによる。

対象勤務期間  定めておりません。  定めておりません。  定めておりません。

　 権利行使期間
 自平成19年10月１日

 至平成28年９月30日

 自平成19年10月１日

 至平成28年９月30日

 自平成19年７月15日

 至平成26年６月30日

　 権利行使価格 (円) 25,000 25,000 25,000
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平成18年

第13回ストック・オプション

平成18年

第14回ストック・オプション

平成18年

第15回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数  当社の社外協力者　２名

 当社の取締役　　　　５名

 当社の従業員　　　　11名

 当社の従業員内定者　11名

 当社の社外協力者　４名

ストック・オプション数  普通株式　30株  普通株式　4,420株  普通株式　220株

付与日  平成18年３月１日  平成18年３月17日  平成18年３月17日

権利確定条件 

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）が、死亡し

   た場合は、相続人がその

   権利を行使することがで

   きるものとする。

 ②その他の条件について

   は、平成17年６月15日開

   催の株主総会及び平成18

　 年３月１日開催の取締役

   会決議に基づき、当社と

   新株予約権の割当を受け

   る者との間で締結する新

   株予約権割当契約に定め

   るところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）は、権利行

   使時において、当社また

   は当社の子会社の取締

　 役もしくは従業員の地位

   にあることを要する。た

   だし、任期満了による退

   任、定年退職その他正当

   な理由のある場合であっ

   て、当社の書面による承

   認がある場合はこの限り

   ではない。

 ②新株予約権者が死亡した

   場合は、相続人がその権

   利を行使することができ

   るものとする。

 ③その他の条件について

   は、平成18年３月17日開

   催の株主総会ならびに取

   締役会決議に基づき、当

   社と新株予約権の割当を

   受ける者との間で締結す

   る新株予約権割当契約に

   定めるところによる。

 ①新株予約権の割当を受け

   た者（以下「新株予約権

   者」という）が、死亡し

   た場合は、相続人がその

   権利を行使することがで

   きるものとする。

 ②その他の条件について

   は、平成18年３月17日開

   催の株主総会ならびに取

   締役会決議に基づき、当

   社と新株予約権の割当を

   受ける者との間で締結す

   る新株予約権割当契約に

   定めるところによる。

対象勤務期間  定めておりません。  定めておりません。  定めておりません。

　 権利行使期間
 自平成19年７月15日

 至平成26年６月30日

 自平成20年３月17日

 至平成28年３月16日

 自平成20年３月17日

 至平成28年３月16日

　 権利行使価格 (円) 25,000 25,000 25,000

（持分法損益等）

前第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18年４月１日　至　平成19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）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 24,642.22円

１株当たり四半期純損失金額 4,100.22円

１株当たり純資産額 29,370.83円

１株当たり四半期純損失金額 1,355.89円

１株当たり純資産額 31,668.48円

１株当たり当期純利益金額 4,428.70円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、１株当たり四半期純損

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株当たり四半期純利

益金額については、１株当たり四半期純損失

が計上されているため、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
3,538.17円

 

　（注）１株当たり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。

 
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

四半期純損失(△)又は当期純利益(千円) △235,633 △93,446 263,777

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式に係る四半期純損失(△)又は普通

株式に係る当期純利益(千円)
△235,633 △93,446 263,777

期中平均株式数(株) 57,469 68,919 59,561

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額
   

　四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

　普通株式増加数（千円） － － 14,991

　（うち新株予約権） － － (14,991)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期(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9種類（新株予約権の

数8,770個）

─────

（重要な後発事象）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

─────── ─────── ───────
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