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東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 

当社は、本日、平成 20 年５月 23 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、なお一

層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の 近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

 

以 上 

会 社 名 プ ラ イ ム ワ ー ク ス 株 式 会 社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史

（コード番号：３６２７ 東証マザーズ）

問合せ先 取締役経理財務部長 黒 尾 哲 雄

（TEL．03－5209－1581）
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平成 20 年２月期 決算短信（非連結） 

平成 20 年５月 23 日 

上 場 会 社 名        プライムワークス株式会社      上場取引所     東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         ３６２７                    ＵＲＬ  http://www.primeworks.jp/ 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長     （氏名）池田 昌史 
問合せ先責任者 （役職名）取締役経理財務部長 （氏名）黒尾 哲雄     ＴＥＬ (03)5209－1581 
定時株主総会開催予定日  平成 20 年５月 29 日 
有価証券報告書提出予定日 平成 20 年５月 29 日 
  

（百万円未満切捨て） 
１．平成 20 年２月期の業績（平成 19 年３月 1日～平成 20 年２月 29 日） 
(1)経営成績                                （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

20 年２月期 
19 年２月期 

2,253  51.4 
1,488  65.1 

316  125.9 
140  190.5 

310  121.3 
140  198.2 

181  127.6 
79  116.9 

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益       

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

 円  銭 円  銭 ％ ％ ％

20 年２月期 
19 年２月期 

16,084 85 
15,330 08 

－  － 
－  － 

34.1 
24.3 

32.2 
23.4 

14.0 
9.4 

(参考) 持分法投資損益      20 年２月期     －百万円  19 年２月期      －百万円 
 ※ 平成 20 年２月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 
 
(2)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２月期 
19 年２月期 

1,222 
702 

697 
389 

56.5 
52.8 

44,492 03 
71,458 14 

(参考) 自己資本            20 年２月期    691 百万円  19 年２月期     370 百万円 
 ※ 平成 20 年２月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 
 
(3)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２月期 
19 年２月期 

198 
64 

△370 
△66 

128 
－ 

231 
274 

 
 
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 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年２月期 
20 年２月期 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

0 00
0 00

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

21 年２月期 
（予想） 

－ － － － 0 00  －  

 
 
３．平成 21 年２月期の業績予想（平成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 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

中 間 期 1,411  28.0 203  △3.3 174  △16.5 104  △13.9 6,237 89

通    期 3,033  34.6 380   20.2 349   12.7 209   15.7 12,151 05
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４．その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

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、22 ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

 
 
(2) 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） 20年２月期      15,540株  19年２月期        5,190株 
②期末自己株式数  20年２月期          －株  19年２月期           －株 
 (注)１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、39 ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 
 
 
 
 
 

 

 

 

※ 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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１．経営成績及び財政状態 
（1）経営成績に関する分析 

①当事業年度の経営成績 

 当事業年度におけるわが国経済は、原油高に伴う原材料価格の上昇や、サブプライムローン問題

に端を発した世界的な金融市場の混乱など、景気の先行きに対する不安要素を抱えながらも、企業

収益や雇用者所得は緩やかな成長を持続しています。 

 企業における設備投資は、こういった先行きの見通しに対する不透明感の中で、全般には慎重な

一面があったものの、ＩＴ活用による事業拡大や成長に向けての投資は、引き続き堅調に推移しま

した。 

 一方、携帯電話市場におきましては、携帯電話加入契約数がついに 1 億台を突破しましたが、新

販売制度導入による消費者の買い替えサイクル長期化が予想され、各メーカーのシェア競争、差別

化競争はますます激しくなっている状況にあります。 

 このような環境の下、当社は順調に業容拡大に取り組んだ結果、売上高 2,253,887 千円（前事業

年度 1,488,780 千円、前年比 51.4％増）という業績を達成しました。また、損益についても営業利

益 316,364 千円（前事業年度 140,069 千円、前年比 125.9％増）、経常利益 310,015 千円（前事業年

度 140,068 千円、前年比 121.3％増）、当期純利益 181,067 千円（前事業年度 79,563 千円、前年比

127.6％増）となり、売上高以上のペースで利益の拡大を達成いたしました。 

 

 事業別の動向は、以下のとおりとなっております。 

＜プラットフォームソリューション事業＞ 

 「電子ブック」ソリューションにおいては、携帯コミック市場拡大による新規コンテンツプロ

バイダの増加を受け、携帯コミック向けＡＳＰサービスが順調に売上を拡大しました。また、電

子ブックビューワの携帯電話端末への実装・開発も売上増に大きく貢献しました。 

 「カスタムモバイル」ソリューションにおいては、前事業年度において大規模に展開した携帯

電話パネル販売が収束に向かった一方、携帯電話のメニュー画面等のカスタマイズコンテンツの

制作・供給が引き続き堅調に推移しております。また、配信サービスが携帯電話会社３社におい

て本格化し、当事業年度の売上増大の原動力となりました。 

 その他のソリューションにおいては、動画コンテンツ配信関連の携帯サイト開発およびコンテ

ンツ制作案件を新規に獲得し、売上増に貢献しました。 

 これらの結果、当事業年度におけるプラットフォームソリューション事業の売上高は、

1,452,364 千円（前事業年度 1,059,889 千円、前年比 37.0％増）となりました。 

 

＜サービスソリューション事業＞ 

 「ＩＴヘルスケア」ソリューションは、健康食品分野での新規ＷＥＢインテグレーション案件

や健康診断関連システム開発案件の受注が貢献したほか、ＥＡＰサービス事業者向けのＡＳＰサ

ービスの成長等により、順調に売上を拡大しました。また、ヘルスケア分野に続く注力分野であ

る金融分野においても、新規ＷＥＢインテグレーション案件の受注が増え、サービスソリューシ

ョン事業全体として順調に事業を拡大しました。 

 これらの結果、当事業年度におけるサービスソリューション事業の売上高は、801,523 千円（前

事業年度 428,891 千円、前年比 86.9％増）となりました。 

 

②次期の見通し 

 携帯電話市場、法人市場における当社ソリューション需要増大に対する積極的な取り組みを、引

き続き図ってまいります。 

 プラットフォームソリューション事業においては、「電子ブック」需要増大に対応したＡＳＰサー

ビスの拡充や「カスタムモバイル」の本格的普及に対応したコンテンツ制作・供給の更なる強化な

ど、サービスソリューション事業においては、ＷＥＢマーケティング事業への取り組み拡大など、

２つの事業の成長を着実に推進してまいります。 

 これにより、平成21年２月期の業績につきましては、売上高3,033百万円（対当事業年度比34.6％

増）、営業利益 380 百万円（同 20.2％増）、経常利益 349 百万円（同 12.7％増）、当期純利益 209 百

万円（同 15.7％増）を見込んでおります。 
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（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

(ⅰ)資産の部 

 当事業年度末における流動資産の残高は 797,601 千円であり、前事業年度比 188,780 千円の増

加となりました。これは、主に、現金及び預金の減少（前事業年度比 42,869 千円減）はあったも

のの、売掛金の増加（前事業年度比 199,743 千円増）、仕掛品の増加（前事業年度比 61,164 千円

増）によるものです。 

 固定資産の残高は 425,385 千円であり、前事業年度比 332,101 千円の増加となりました。これ

は、主にソフトウェア仮勘定の増加（前事業年度比 235,620 千円増）、投資有価証券の増加（前事

業年度比 42,905 千円増）によるものです。 

 以上の結果、当事業年度末における総資産は 1,222,987 千円となり、前事業年度比 520,882 千

円の増加となりました。 

 

(ⅱ)負債の部 

 当事業年度末における負債合計は 525,931 千円となり、前事業年度比 213,243 千円の増加とな

りました。これは、主に、前受収益の減少（前事業年度比 49,943 千円減）はあったものの、前受

金の増加（前事業年度比 140,950 千円増）、買掛金の増加（前事業年度比 74,764 千円増）及び未

払費用の増加（前事業年度比 39,742 千円増）によるものです。 

 

(ⅲ)純資産の部 

 当事業年度末における純資産合計は 697,056 千円となり、前事業年度比 307,638 千円の増加と

なりました。これは、主に当期純利益 181,067 千円の計上による利益剰余金の増加及び新株予約

権の行使による資本金の増加（前事業年度比 70,950 千円増）、資本剰余金の増加（前事業年度比

70,950 千円増）によるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形・無形の固定資産及び

投資有価証券の取得を中心とする投資活動によるキャッシュ・アウト・フローの影響もあり、前事

業年度末の資金に比べて 42,869 千円減少し、231,631 千円となりました。 

 当事業年度中における各活動別のキャッシュ・フローは次のとおりとなっております。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において、営業活動から得られた資金は、198,776 千円（前事業年度は 64,620 千円の

獲得、前年比 207.6％増）となりました。 

 これは、主に売上債権の増加 220,412 千円（前事業年度は 72,434 千円の増加）、法人税等の支払

123,972 千円（前事業年度は 63,374 千円）及びたな卸資産の増加 59,082 千円（前事業年度は 16,523

千円の増加）による資金の流出があったものの、税引前当期純利益 310,015 千円（前事業年度は

139,147 千円）の計上、前受金の増加 140,950 千円（前事業年度は増減なし）及び仕入債務の増加

74,764 千円（前事業年度は 8,004 千円の減少）により資金が得られたことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において、投資活動の結果流出した資金は 370,082 千円（前事業年度は 66,848 千円の

流出、前年比 453.6％増）となりました。 

 主な内容は、有形固定資産の取得による支出 26,869 千円（前事業年度は 26,861 千円）、無形固定

資産の取得による支出 279,455 千円（前事業年度は 18,913 千円）、投資有価証券の取得による支出

50,000 千円（前事業年度は 3,000 千円）となっております。 

 

（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 128,435 千円となりました（前事業年度は資金の流出入なし）。こ

れは、新株予約権の行使による新株式の発行により資金が得られたことによるものです。 
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対して効果的に経済的価値を還元すること、その経済的価値を生み出す源泉となる

企業の競争力を備えることが経営における重要事項と認識しております。現状においては、財務体質

の強化を図るとともに今後の事業展開に備えるために、内部留保を優先していく方針を採っており、

設立以来、配当を実施しておりません。 

 しかしながら、今後は安定した収益力の確保や事業基盤の強化に必要な内部留保が充実した場合、

将来の成長に必要な事業投資資金や企業を取り巻く環境の変化を総合的に勘案したうえで、株主に対

する収益の配当を検討する方針となっております。 

 

（4）事業等のリスク 

 以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しておりま

す。また、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な

情報開示の観点から以下に開示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、

発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、本株式に関する投資判断は、以下の事項及

び本項記載以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下

の記載は当社の事業又は本株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありませんのでご注

意ください。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり

ます。 

 

①設立からの業歴が浅いことについて 

 当社の設立以降の経営成績の推移は、以下のとおりです。 

 当社は平成 16 年４月の創業から間もないため、期間業績比較を行うために十分な財務数値の過去

実績を有していないことから、当社の過年度の業績のみでは今後の経営成績を推測するには不十分

であると認識しております。 

 第１期 第２期 第３期 第４期 

 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期

売上高（千円） 251,695 901,553 1,488,780 2,253,887 

経常利益又は経常損失
（△）（千円） △7,361 46,976 140,068 310,015 

当期純利益又は当期純損
失（△） 
（千円） 

△12,816 36,679 79,563 181,067 

 （注）１．当社は平成 16 年４月 19 日設立のため、第１期は平成 16 年４月 19 日から平成 17 年２

月 28 日までの 10 か月と 12 日となっております。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．当社は、旧証券取引法第 193 条の２の規定に基づき、第２期及び第３期の財務諸表につ

いて、監査法人トーマツにより監査を受けておりますが、第１期の財務諸表については、

当該監査を受けておりません。 

また、第４期財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

38 年大蔵省令第 59 号）に基づいて作成しておりますが、金融商品取引法第 193 条の２

第１項の規定に基づく監査は本書提出日現在においては未了であり監査報告書は受領

しておりません。 

 

②携帯電話市場の動向の影響について 

 当社の主力事業であるプラットフォームソリューション事業においては、携帯電話会社、携帯電

話端末メーカー、コンテンツプロバイダ等の携帯電話関連事業者に対して携帯電話コンテンツやア

プリケーション技術関連のサービスを多数提供しております。携帯電話市場の中でも、当社がフォ

ーカスしている３Ｇ以降の携帯電話機及びパケット料金固定サービスを対象にした技術やコンテン

ツサービスの分野は、今後もそれらの普及率上昇に伴い、順調に市場が拡大していくものと予測し

ております。しかしながら、携帯電話端末の買い替えサイクルの長期化に伴う新規携帯電話機の販

売台数の減少などの影響により携帯電話市場の拡大が停滞する可能性もあります。それに伴い、パ

ケット固定サービス利用者を対象とした携帯電話コンテンツ市場の縮小等の可能性もあります。ま

た、当社がソリューション展開を行っているＵＩコンテンツ分野（「カスタムモバイル」）及び電子

ブック分野は携帯電話市場の拡大に連動して順調に利用者の増加してくものと予測しておりますが、
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新規分野・類似分野の台頭などの影響により、当該分野の縮小の可能性もあります。このように、

携帯電話市場のうち、当社が注力している分野における市場の拡大が停滞した場合には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③納品までの期間が長い取引による影響について 

 当社の売上高には、電子ブックビューワの実装サポートやＷＥＢインテグレーション案件の受託

など、受注から納品までのサイクルが長いものも含まれます。その中には比較的金額の大きな取引

も含まれますので、開発の過程におき、仕様変更その他の事情により納入のタイミングが変更にな

った場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④一部の取引先への依存度が高いことについて 

 当社は、事業の特性により携帯電話端末メーカー等の携帯電話関連事業者と広告代理店に対する

売上高比率は相対的に高くなります。平成 19 年２月期における、売上高上位３社の総売上比率は

62.6％（シャープ㈱、日本電気㈱及び㈱ポイントツーコミュニケーションズ）、平成 20 年２月期に

おける同比率は 50.9％（シャープ㈱、バンダイネットワークス㈱及び㈱ポイントツーコミュニケー

ションズ）となっており、依然高い数値にあります。 

 将来的には取引先の多様化により特定の取引先への依存度は低くなると考えておりますが、当面

はこれらの大手取引先への取引の依存度は高いと考えております。このような中、これらの大手取

引先への取引は、今後も安定的に取引を継続することが可能であると考えておりますが、これらす

べての取引先と永続的な取引が確約されているわけではなく、将来において取引が減少又は中断す

ることになれば、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤競合について 

 当社の属する業界は、現状においても法令や規制による参入障壁が低く、また、技術革新が日進

月歩であることから、競合他社の参入の可能性や技術の均衡化による更なる競争激化の可能性があ

ります。 

 今後、電子ブックの分野における急速な技術進歩、コンテンツ制作・配信の分野における有名キ

ャラクター保有のコンテンツプロバイダの台頭・参入、ＷＥＢソリューション分野における企画・

開発力を持つ新規会社の参入などにより競争が激化し、当社の競争力や優位性を保つことが困難に

なった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥技術進歩による技術・サービスのライフサイクルへの影響について 

 当社の手がけるアプリケーションソフトの業界においては、技術革新が著しく、常に新たなサー

ビスが誕生しております。当社も常に 新の技術動向に着目し、技術力で他社に遅れを取ることの

ないように努めております。しかしながら、当社が想定する以上の技術革新や新サービスが展開さ

れ、当社の技術やサービスが陳腐化する場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦パートナー企業との関係について 

 当社は電子ブックビューワ「Book Surfing」のフォーマット権利者である㈱セルシスと基本契約

に基づき事業展開を行っております。今後も継続的な協力体制を続け、当社の事業拡大のために電

子ブックの分野において様々な事業展開を行っていくことを見込んでおります。しかしながら、今

後何らかの理由により、協力体制の継続が困難になった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

⑧人材の確保（雇用市場動向による影響）について 

 事業拡大にあたり、専門スキルをもった人材を十分に確保することが大きな課題となっておりま

す。当社では、幅広い求人活動を行っておりますが、新卒・中途にかかわらず売り手優位になりつ

つある採用環境において、当社に必要な人材の確保ができない場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

⑨知的財産権に関するリスクについて 

 当社はアプリケーションナレッジやコンテンツナレッジをベースとした新製品や新しいソリュー

ションの開発・提供を行っておりますが、仮に新製品の開発に成功し、特許申請を行ったとしても、

それが知的財産権として保護される保証はありません。また、当社の独自の技術ノウハウが知的財
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産権による完全な保護が不可能、又は限定的にしか保護されない可能性があります。そのため、他

社が当社の知的財産権を使用した場合も効果的に防止できない可能性があります。さらに、当社は

他社の知的財産権侵害を排除すべく法務専門部門の設置の検討や顧問弁護士との連携等、対策を講

じておりますが、当社の今後使用する技術は、将来的に他社の知的財産権を侵害しているとされる

可能性があります。これらの事象が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社が使用許諾の権利を受けている版権やソフトウェアの権利保有元とは良好な信頼関係

を維持しておりますが、契約期間は短いもので１年であり、契約期間終了後に契約が更新されない

可能性があります。また、権利保有元自身が同様の事業展開を行なう可能性も否定できません。こ

のような場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩小規模組織であることについて 

 当社の従業員は平成 20 年２月 29 日現在 84 名と組織が小さく、社内管理体制もこの規模に応じた

ものとなっております。今後の事業展開に備え人材の登用を進めておりますが、必要な人材の採用

や教育、また事業拡大に応じた管理体制の構築が順調に進まなかった場合には、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

⑪システム障害について 

 当社の行っている事業はインターネット網を介したコンピュータネットワークに依存しているた

め、システム障害等に対しても 24 時間監視体制の実施、電源の二重化、ファイアーウォールの設置

などの現状可能な限りの対策を講じてはおりますが、自然災害や事故等の不測の事態が起こった場

合等には、当社のコンピュータシステムの機能低下や故障等を招くことで、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

⑫個人情報保護に関するリスクについて 

 当社では、業務に関連して多数の個人情報を保有しております。保有する個人情報については、

データを有するサーバーへのアクセス制限を設けるなどの管理を実施し、社内での個人情報に関す

る取り扱いについては然るべき対策がなされており、また、プライバシーマークの認定を受ける等、

情報管理体制の整備強化に努めております。しかしながら、運用に不備が発生するリスクや、外部

からの不正アクセスやハッキングによる情報の漏洩に関するリスクは完全には排除できないことか

ら、個人情報が流出するような事態が発生した場合、賠償等により当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

⑬配当方針について 

 当社は創業間もないこともあり、事業基盤の構築と財務体質を強化するために内部留保の充実を

優先してきており、設立以来、配当を実施しておりません。 

 しかしながら、株主への利益還元も重要な経営課題であることを認識しており、今後については

経営成績やキャッシュ・フローの状況を勘案しつつ配当の可否を決定する方針であります。 

 

⑭新株予約権による希薄化効果について 

 当社は平成 17 年５月 30 日の定時株主総会において、旧商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の

規定に基づき新株予約権の割当に関する決議を実施しております。また、平成 19 年２月 14 日及び

平成 19 年 10 月２日の臨時株主総会において会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づ

き、新株予約権の割当に関する決議を実施しております。 

 現在付与されている新株予約権の行使が行われた場合、当社の１株当たりの株式価値が希薄化し、

当社株式の価格形成に影響を与える可能性があります。 

 

⑮調達資金の使途について 

 平成 20 年５月に実施した公募増資による調達資金については、主に事業規模拡大に伴う設備投

資・システム投資に充当する計画となっておりますが、環境の変化や事業内容の変化によっては調

達資金が計画通りに使用されない場合や、また、計画通り使用された場合においても当初の想定ど

おりの成果が得られない場合もあります。これらの場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 
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⑯特定の人物への依存度が高いことについて 

 代表取締役社長である池田昌史は、当社の 高責任者として事業を牽引しております。池田昌史

は、当社の事業の中核となるアプリケーション、コンテンツ、ＷＥＢにおける技術開発、事業ノウ

ハウや主要顧客との人脈、業界における情報獲得に関して豊富な英知と経験をもっており、今日に

至るまでの当社の経営に多大な影響を及ぼしてきました。現在は組織体制の整備や業務分掌・職務

権限の委譲により、特定の人物に依存しない経営へとシフトしてきてはおりますが、今後何らかの

理由により、同氏が当社の事業経営を行なうことが困難になった場合、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

⑰モバイル・インターネット第一号投資事業有限責任組合の所有する株式の売却について 

 当社の主要株主であるモバイル・インターネット第一号投資事業有限責任組合の当社株式の主な

所有目的は、株式上場後に当社株式を売却してキャピタルゲインを得ることであることから、同組

合は所有する株式の全部または一部を売却することが想定されます。この場合、短期的に株式売買

の需給バランスの悪化が生じ、当社株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。 

 

２．企業集団等の状況 
当社は関係会社がないため、記載すべき該当事項はありません。 

 

３．経営方針 
（1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「情報通信技術とコンテンツの融合による新しい価値の創出」を経営目標として、技術とコ

ンテンツに関する統合的なソリューションを提供する「クロスソリューションプロバイダ」を指向し

ております。 

 パソコン・携帯電話など様々な機器がネットワークにつながり、魅力的なリッチコンテンツが時と

場所を選ばず利用できるという｢リッチ＆ユビキタス社会｣に向けて、便利で、健やかな、より豊かな

生活の実現に寄与してまいります。 

 

（2）目標とする経営指標 

 当社は、高い成長率を維持しつつ利益向上を図ることを課題としております。このような観点から、

当社の重視する経営指標は、売上高及び売上高経常利益率であります。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

 「アプリケーション」、「コンテンツ」、「ＷＥＢ」という３つのナレッジ（技術・ノウハウなど）を

有することにより、これらを融合させた新しいソリューションの開発に取り組んでまいります。 

 一つ目の「アプリケーション」ナレッジとは、携帯電話端末に実装されるアプリケーションソフト、

ＡＳＰサービス提供のためのサーバー技術等の携帯電話やインターネット上でコンテンツやサービス

を動作させるための技術的なナレッジを指します。「コンテンツ」ナレッジとは、エンターテイメント

やヘルスケア等の専門ジャンルにおけるコンテンツ制作・編集や、版権取得のための人的ネットワー

クやビジネス慣習に関するナレッジ、及び新たな制作技術やデザイン力など総合的なコンテンツ制作

ノウハウを指します。三つ目の「ＷＥＢ」に関するナレッジとは、インターネットや携帯電話におけ

るＷＥＢサイトの企画・開発・運営についてのナレッジを言い、サービス企画、システム構築、サイ

ト更新などの開発・制作面でのノウハウからＳＥＯ／ＳＥＭ等のＷＥＢマーケティングまでを含めた

総合的なＷＥＢに関するノウハウを指しています。 

 当社は、これらを３つのナレッジを総合することにより、プラットフォームソリューション事業、

サービスソリューション事業の二つの事業をバランスよく展開することにより、独自のソリューショ

ンを戦略的に展開してまいります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

①有能な人材の獲得、育成の強化 

 当社は、「アプリケーション」、「コンテンツ」、「ＷＥＢ」という異なる３つのナレッジを総合した

ソリューションを提供する「クロスソリューション」プロバイダを指向しております。 

 これを実現するためには、コンテンツのノウハウやシステム、サーバー等の技術知識等、幅広い

視野に基づいて「クロスソリューション」を顧客に提供できる有能な人材の確保と育成が課題とな

ります。 
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 当社は設立以来、積極的な採用活動を行なってまいりましたが、今後はさらに人事コンサルティ

ング会社や人材紹介会社等の外部機関も積極的に活用すること、また、才能を持った人材のプロデ

ュース能力を高めるため、社内に蓄積されたナレッジを共有化し、活用できる環境作りに努め、人

材の拡充・育成に取組みます。 

 

②コーポレートガバナンスの強化と内部管理体制の強化 

 当社が継続的な成長を続けることができる企業体質の確立に向けて、コーポレートガバナンスの

更なる強化と内部管理体制の強化が対処すべき重要な課題の一つと認識しております。コーポレー

トガバナンスに関しては、監査体制の充実等、強化への取組みを実施しており、今後も常に株主、

従業員、取引先等、すべてのステークホルダーに対し、経営の適切性、健全性を 大限に発揮すべ

く、体制の強化に努めてまいります。一方、内部統制に関しては、いわゆる日本版ＳＯＸ法の導入

に備え、業務ひとつひとつのプロセスを改めて分析し直した上で、プロジェクトの効率化とリスク

小化を目指し、全社をあげて内部統制の整備に邁進いたします。 

 

③プラットフォームソリューション事業における新技術開発への継続的取り組み 

 当社は、経営目標として「情報通信技術とコンテンツの融合による新しい価値の創出」を掲げ、

技術とコンテンツを両輪として事業展開を行っていますが、継続的な成長を達成していくためには、

常に新たな技術の掘り起こしに取り組んでいくことが必要となります。現在中心となっている電子

ブック関連アプリケーションにおける新技術への対応、カスタムモバイル需要拡大に対応した新し

いアプリケーションの開発、音楽・映像等のマルチメディアモバイルジャンルにおける新技術の開

拓といったテーマに対して、今後も端末系アプリケーションソフト及びサーバーの両面から積極的

な新技術への取り組みを図ることにより、技術・コンテンツをあわせたトータルソリューションと

しての事業拡大を図ってまいります。 

 

④コンテンツ制作及び外部対応体制の拡充 

 当社がフォーカスしているコンテンツは、技術的な観点から見ると、新しいアプリケーションや

インフラに対応した先端的なものが中心となっており、また、内容的にはエンターテイメントやヘ

ルスケアといった業界知識や外部専門家、版権元との繋がりを必要とするものが中心となっており

ます。したがって、コアとなる先端的制作技術への対応力と、コンテンツ開拓や外部専門家、版権

元等との折衝業務等における外部対応力の更なる強化を課題の一つと認識しております。そのため、

当社では、先端的制作技術や専門コンテンツに対応した人材の拡充等により、コンテンツ制作及び

外部対応に関する社内体制の継続的強化に取り組んでまいります。 

 

⑤サービスソリューション事業におけるトータルソリューション展開の強化 

 当社が培ってきたヘルスケア分野におけるＷＥＢインテグレーションの実績・ノウハウをベース

に、さらに携帯電話端末向けサービスに関する総合的なソリューション体制を持つ当社の独自性を

掛け合わせて、付加価値の高いトータルソリューションを展開し、更なる事業拡大に向けて取り組

んでまいります。コンシューマ向けの事業を行っている大企業においては、インターネットや携帯

電話を通じた顧客サービスへの本格的な取り組み意欲は旺盛であり、当社の独自性を発揮する事業

機会は今後とも拡大するものと予想されます。アプリケーション・コンテンツ・ＷＥＢナレッジを

総合的に活用した当社のソリューションは、既存のいわゆる大手情報サービス企業には無い新しい

形態であり、システム開発を含めた、より大型の案件への取り組みを増やしていく方針であります。 

 

⑥リッチ＆ユビキタスに対応した新ソリューションの創出 

 携帯電話では、３Ｇ・パケット定額へのシフトが急速な勢いで展開しており、コンテンツのリッ

チ化に対するニーズがますます高まりつつあります。また、インターネット普及率が携帯電話の普

及率に迫る中で、パソコンと携帯電話をシームレスに利用したいというニーズへの対応が一つの課

題といえます。当社は設立以来、「リッチ＆ユビキタス」環境におけるクライアントやユーザーのニ

ーズに着目して事業展開を行なってまいりましたが、今後も、この領域を見据えた新しいソリュー

ションの創出に取り組んでまいります。 

 

（5）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 



－  － 
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４．財務諸表 
(1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年２月28日） 
当事業年度 

（平成20年２月29日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  274,500 231,631  

２．受取手形  2,625 23,293  

３．売掛金  184,121 383,865  

４．原材料  2,094 12  

５．仕掛品  37,748 98,912  

６．前渡金  － 1,335  

７．前払費用  48,369 20,204  

８．繰延税金資産  58,942 38,346  

９．その他  418 －  

流動資産合計  608,821 86.7 797,601 65.2 188,780

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１．建物  2,845 3,445   

減価償却累計額  400 2,444 608 2,837  

２．器具備品  40,695 64,945   

減価償却累計額  20,659 20,036 37,715 27,229  

有形固定資産合計  22,481 3.2 30,067 2.5 7,585

(2）無形固定資産    

１．商標権  758 659  

２．ソフトウェア  4,750 26,986  

３．ソフトウェア仮勘定  － 235,620  

４．その他  46 46  

無形固定資産合計  5,555 0.8 263,312 21.5 257,757
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前事業年度 

（平成19年２月28日） 
当事業年度 

（平成20年２月29日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券  26,790 69,695  

２．繰延税金資産  7,398 14,494  

３．差入保証金  24,141 37,434  

４．その他  6,917 10,381  

投資その他の資産合計  65,246 9.3 132,005 10.8 66,758

固定資産合計  93,283 13.3 425,385 34.8 332,101

資産合計  702,105 100.0 1,222,987 100.0 520,882

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  79,786 154,551  

２．未払金  2,689 1,617  

３．未払費用  24,011 63,754  

４．未払法人税等  77,315 67,741  

５．未払消費税等  10,616 6,810  

６．前受金  － 140,950  

７．預り金  4,368 3,891  

８．前受収益  76,208 26,264  

９．賞与引当金  31,992 57,129  

10．ポイントサービス引当金  5,698 3,220  

流動負債合計  312,687 44.5 525,931 43.0 213,243

負債合計  312,687 44.5 525,931 43.0 213,243
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前事業年度 

（平成19年２月28日） 
当事業年度 

（平成20年２月29日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  134,750 19.2 205,700 16.8 70,950

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  124,750 195,700   

資本剰余金合計  124,750 17.8 195,700 16.0 70,950

３．利益剰余金    

(1）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  103,426 284,493   

利益剰余金合計  103,426 14.7 284,493 23.3 181,067

株主資本合計  362,926 51.7 685,893 56.1 322,967

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金  7,941 1.1 5,512 0.4 △2,428

評価・換算差額等合計  7,941 1.1 5,512 0.4 △2,428

Ⅲ 新株予約権  18,550 2.7 5,650 0.5 △12,900

純資産合計  389,417 55.5 697,056 57.0 307,638

負債純資産合計  702,105 100.0 1,222,987 100.0 520,882
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(2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 売上高  1,488,780 100.0 2,253,887 100.0 765,107

Ⅱ 売上原価    

１．当期商品仕入高  460 －   

２．当期製品製造原価  1,143,603 1,144,063 76.8 1,591,280 1,591,280 70.6 447,216

売上総利益  344,716 23.2 662,607 29.4 317,890

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．役員報酬  35,870 57,100   

２．給料手当  34,314 54,020   

３．賞与  6,795 12,105   

４．法定福利費  5,796 15,293   

５．賞与引当金繰入額  8,729 15,096   

６．地代家賃  10,921 －   

７．減価償却費  539 2,545   

８．支払報酬  38,148 67,212   

９．支払手数料  15,019 30,501   

10．その他  48,512 204,647 13.8 92,368 346,243 15.4 141,595

営業利益  140,069 9.4 316,364 14.0 176,295

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  － 39   

２．受取報奨金  95 －   

３．消費税差額  836 932 0.1 － 39 0.0 △892

Ⅴ 営業外費用    

１．売掛債権売却損  893 3,494   

２．株式公開費用  － 2,000   

３．その他  40 933 0.1 893 6,388 0.3 5,455

経常利益  140,068 9.4 310,015 13.7 169,947
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前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅵ 特別損失    

１．前期損益修正損 ※１ 920 920 0.1 － － － △920

税引前当期純利益  139,147 9.3 310,015 13.7 170,868

法人税、住民税及び事業
税 

 97,377 113,782   

法人税等調整額  △37,793 59,584 4.0 15,165 128,948 5.7 69,364

当期純利益  79,563 5.3 181,067 8.0 101,504
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅰ 材料費  170,187 14.7 34,125 2.1 

Ⅱ 労務費  246,163 21.2 396,040 23.9 

Ⅲ 外注加工費  543,865 46.8 866,175 52.4 

Ⅳ 経費 ※１ 201,135 17.3 357,325 21.6 

当期総製造費用  1,161,351 100.0 1,653,667 100.0 492,316

期首仕掛品たな卸高  20,001 37,748  

合計  1,181,352 1,691,415  510,063

期末仕掛品たな卸高  37,748 98,912  

他勘定振替高 ※２ － 1,222  

当期製品製造原価  1,143,603 1,591,280  447,676

 （注） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 

  至 平成20年２月29日） 

※１ 経費のうち、主なものは以下のとおりであります。 ※１ 経費のうち、主なものは以下のとおりであります。
 

サーバー管理料 47,907千円

ライセンス等利用料 79,314千円

減価償却費 32,212千円
  

 
サーバー管理料 69,443千円

ライセンス等利用料 149,880千円

減価償却費 37,417千円
  

※２        ────── ※２ 他勘定振替高1,222千円は、販売費への振替であり

ます。 

（原価計算の方法） （原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算を採

用しております。 

同左 
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(3）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自平成 18 年３月１日 至平成 19 年２月 28 日） 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 
その他利益剰余
金 

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金合計

繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
株主資本合計

平成18年２月28日残高（千円） 134,750 124,750 124,750 23,862 23,862 283,362

事業年度中の変動額   

当期純利益  79,563 79,563 79,563

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） － － － 79,563 79,563 79,563

平成19年２月28日残高（千円） 134,750 124,750 124,750 103,426 103,426 362,926

   
 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額
金 

評価・換算差額等合計
新株予約権 純資産合計 

平成18年２月28日残高（千円） － － 18,550 301,912

事業年度中の変動額  

当期純利益  79,563

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

7,941 7,941  7,941

事業年度中の変動額合計（千円） 7,941 7,941 － 87,504

平成19年２月28日残高（千円） 7,941 7,941 18,550 389,417
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当事業年度（自平成 19 年３月１日 至平成 20 年２月 29 日） 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 
その他利益剰余
金 

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金合計

繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
株主資本合計

平成19年２月28日残高（千円） 134,750 124,750 124,750 103,426 103,426 362,926

事業年度中の変動額   

新株の発行 70,950 70,950 70,950  141,900

当期純利益  181,067 181,067 181,067

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） 70,950 70,950 70,950 181,067 181,067 322,967

平成20年２月29日残高（千円） 205,700 195,700 195,700 284,493 284,493 685,893
   
 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額
金 

評価・換算差額等合計
新株予約権 純資産合計 

平成19年２月28日残高（千円） 7,941 7,941 18,550 389,417

事業年度中の変動額  

新株の発行  141,900

当期純利益  181,067

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△2,428 △2,428 △12,900 △15,328

事業年度中の変動額合計（千円） △2,428 △2,428 △12,900 307,638

平成20年２月29日残高（千円） 5,512 5,512 5,650 697,056
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(4）キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日）

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

対前年比

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
 

税引前当期純利益  139,147 310,015 
 

減価償却費  33,672 39,962 
 

賞与引当金の増減額（減少：△）  6,930 25,136 
 

ポイントサービス引当金の増減
額（減少：△） 

 3,245 △2,478 
 

受取利息及び受取配当金  － △39 
 

株式交付費  － 564 
 

売上債権の増減額（増加：△）  △72,434 △220,412 
 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △16,523 △59,082 
 

仕入債務の増減額（減少：△）  △8,004 74,764 
 

未払費用の増減額（減少：△）  3,155 39,742 
 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △383 △3,806 
 

前払費用の増減額（増加：△）  △43,661 28,164 
 

前受金の増減額（減少：△）  － 140,950 

前受収益の増減額（減少：△）  76,208 △49,943 
 

預り金の増減額（減少：△）  4,150 △476 
 

その他  2,491 △351 
 

小計  127,994 322,709 194,714

利息及び配当金の受取額  － 39 
 

法人税等の支払額  △63,374 △123,972 
 

営業活動によるキャッシュ・フロー  64,620 198,776 134,156
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前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日）

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

対前年比

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円）

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  △26,861 △26,869  

無形固定資産の取得による支出  △18,913 △279,455  

投資有価証券の取得による支出  △3,000 △50,000  

投資有価証券の償還による収入  － 3,000  

差入保証金の差入による支出  △12,400 △13,293  

その他  △5,673 △3,463  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △66,848 △370,082 △303,234

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  － 128,435 
 

財務活動によるキャッシュ・フロー  － 128,435 128,435

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  （減少：△） 

 △2,228 △42,869 △40,641

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  276,729 274,500 △2,228

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 274,500 231,631 △42,869
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

その他有価証券 その他有価証券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 時価のあるもの 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。 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

(1）原材料 (1）原材料 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 総平均法による原価法 同左 

 (2）仕掛品 (2）仕掛品 

 個別法による原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法  定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法）を採用しておりま

す。 

 定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（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。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物        18年 

器具備品   ２年～10年 

建物        18年 

器具備品   ２年～10年 

 （追加情報）  

  器具備品に含まれるサーバー機器

は、従来、耐用年数５年による減価償

却を行ってきましたが、当事業年度に

おいて事業用のサーバーセンターを設

置したことに伴い、短期間にサーバー

機器を更新することが見込まれるた

め、その利用可能期間を見直した結果、

平成18年３月１日から耐用年数３年に

よる減価償却を行うことといたしまし

た。この結果、従来の方法に比較して、

営業利益及び経常利益が3,833千円減

少し、税引前当期純利益が4,754千円減

少しております。 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、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に

よる定額法を採用しております。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率等

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。 

同左 

 (3）ポイントサービス引当金 (3）ポイントサービス引当金 

  コンテンツサービス売上に関して、

将来におけるポイント利用による費用

負担に備えるため、将来利用可能であ

るポイントに対する所要額を計上して

おります。 

同左 

５．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。 

６．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 

７．その他財務諸表作成のた

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 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） （減価償却方法の変更） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。 

 平成19年度法人税法改正に伴い、器具備品に含まれる

サーバー機器を除き、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については改正後の償却方法により減価償

却費を計上しております。なお、これによる当事業年度

の損益に与える影響は軽微であります。 

（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、370,867千円

であります。 

 なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、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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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

（損益計算書） （損益計算書） 

 前期まで区分掲記しておりました「広告宣伝費」（当

期4,077千円）は、販売費及び一般管理費の合計額の100

分の５以下となったため、販売費及び一般管理費の「そ

の他」に含めて表示することになりました。 

 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しておりました「支払手数料」は、販売費及び一般

管理費の合計額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。なお、前期における「支払手数料」の金額は7,969

千円であります。 

 前期まで区分掲記しておりました「地代家賃」（当期

14,880千円）は、販売費及び一般管理費の合計額の100

分の５以下となったため、販売費及び一般管理費の「そ

の他」に含めて表示することになりました。 

（キャッシュ・フロー計算書） ────── 

 前期まで「その他」に含めて表示しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増減額」は、

当期において、金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。なお、前期における「預り金の増減額」は△

178千円であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度（平成 19 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（平成 20 年２月 29 日） 

 該当事項はありません。 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

※１ 特別損失に計上されている前期損益修正損は、器

具備品の耐用年数を変更したことに伴う期首未償

却残高の要修正差額であります。 

────── 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 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 5,190 － － 5,190 

合計 5,190 － － 5,190 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

当事業年度
末残高 
（千円）

第４回新株予約権 普通株式 600 － － 600 3,000

ストック・オプションとしての新株予
約権 

－ － － － － 15,550

合計 － － － － － 18,550

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 該当事項はありません。 
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当事業年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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 5,190 10,350 － 15,540 

合計 5,190 10,350 － 15,540 

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加 10,350 株は、平成 20 年２月１日付けで１株につき２株の株式分割を行

ったことによる増加 5,480 株、及び新株予約権の権利行使による増加 4,870 株によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

当事業年度
末残高 
（千円）

第４回新株予約権 普通株式 600 － 600 － －

ストック・オプションとしての新株予
約権 

－ － － － － 5,650

合計 － － － － － 5,650

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

３．第４回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 該当事項はありません。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

※ 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 

※ 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19年２月28日現在） （平成20年２月29日現在）
 

 （千円）

現金及び預金勘定 274,500

現金及び現金同等物 274,500
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 231,631

現金及び現金同等物 231,631
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（リース取引関係） 

前事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

 リース資産の事業内容における重要性が低いこと及びリース契約１件当たりの金額が少額なため、注記

の対象から除いております。 

 

（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度 
（平成19年２月28日） 

当事業年度 
（平成20年２月29日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円）

(1）株式 10,400 23,790 13,390 10,400 19,695 9,295

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 

小計 10,400 23,790 13,390 10,400 19,695 9,295

(1）株式 － － － － － －

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの 

小計 － － － － － －

合計 10,400 23,790 13,390 10,400 19,695 9,295

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度 
（平成19年２月28日） 

当事業年度 
（平成20年２月29日） 

 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 － － 

債券 3,000 50,000 

 

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

前事業年度（平成19年２月28日） 当事業年度（平成20年２月29日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円）

５年超10年
以内 
（千円）

10年超 
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円）

１．債券    

(1）国債・地方債等 － － － － － － － －

(2）社債 － 3,000 － － － 50,000 － －

(3）その他 － － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 － 3,000 － － － 50,000 － －
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（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日） 

 該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日） 

 該当事項はありません。  
 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション② 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役１名及び従業員15名 当社の代表取締役１名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 500株 普通株式 2,510株 

付与日 平成17年７月12日 平成17年７月12日 

権利確定条件 
付与日（平成17年７月12日）以降、権
利確定日（平成19年７月12日）まで継
続して勤務していること。 

（注）２ 

対象勤務期間 
２年間（自平成17年７月12日 至平成
19年７月12日） 

（注）３ 

権利行使期間 
平成19年７月13日から、平成27年５月
30日まで。 

平成17年７月12日から、平成27年５月
30日まで。 

 

 平成17年ストック・オプション③ 平成17年ストック・オプション④ 

付与対象者の区分及び数 
当社の代表取締役１名及び従業員２名
並びにＣＦ株式保有組合 

当社の取締役１名及び従業員３名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 600株 普通株式 280株 

付与日 平成17年９月29日 平成17年10月５日 

権利確定条件 （注）２ 
付与日（平成17年10月５日）以降、権
利確定日（平成19年10月４日）まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 （注）３ 
２年間（自平成17年10月５日 至平成
19年10月５日） 

権利行使期間 
平成17年９月29日から、平成27年５月
30日まで。 

平成19年10月６日から、平成27年５月
30日まで。 
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 平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション② 

付与対象者の区分及び数 当社の従業員14名 当社の監査役２名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 240株 普通株式 30株 

付与日 平成19年２月27日 平成19年２月27日 

権利確定条件 
付与日（平成19年２月27日）以降、権
利確定日（平成21年２月28日）まで継
続して勤務していること。 

付与日（平成19年２月27日）以降、権
利確定日（平成22年５月31日）まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 
２年間（自平成19年２月27日 至平成
21年２月28日） 

２年間（自平成19年２月27日 至平成
22年５月31日） 

権利行使期間 
平成21年３月１日から、平成29年１月
31日まで。 

平成22年６月１日から、平成22年11月
30日まで。 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．権利確定条件は付されておりません。 

３．対象勤務期間の定めはありません。 

４．上記以外に、平成 17 年７月 12 日にモバイル・インターネット第一号投資事業有限責任組合に対して、

600 個（株式数換算 600 株）の新株予約権を有償で付与しておりますが、当社は設立以来、モバイル・

インターネット第一号投資事業有限責任組合から何らの財貨またはサービスの提供を受けておらず、対

価性がないため記載しておりません。 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成 19 年２月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション②

権利確定前 （株）   

前事業年度末  520 － 

付与  － － 

失効  20 － 

権利確定  － － 

未確定残  500 － 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － 2,510 

権利確定  － － 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  － 2,510 

 

  平成17年ストック・オプション③ 平成17年ストック・オプション④

権利確定前 （株）   

前事業年度末  － 280 

付与  － － 

失効  － － 

権利確定  － － 

未確定残  － 280 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  600 － 

権利確定  － － 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  600 － 
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  平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション②

権利確定前 （株）   

前事業年度末  － － 

付与  240 30 

失効  － － 

権利確定  － － 

未確定残  240 30 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － － 

権利確定  － － 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  － － 

 

② 単価情報 

  平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション②

権利行使価格 （円） 50,000 50,000 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － 5,000 

 

  平成17年ストック・オプション③ 平成17年ストック・オプション④

権利行使価格 （円） 50,000 50,000 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） 5,000 － 

 

  平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション②

権利行使価格 （円） 200,000 200,000 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 
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２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 平成 19 年２月 27 日に付与したストック・オプション（平成 18 年ストック・オプション①及び②）に

ついて、未公開企業であるため公正な評価単価を本源的価値により算定しております。なお、本源的価

値は以下のとおりです。 

① １株当たりの評価方法及び１株当たりの評価額 

 類似公開企業比較法及び取引事例法による評価額を勘案のうえ、１株当たりの評価額を 200 千円と

しております。 

② 新株予約権の行使価格     200 千円 

 算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値

はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単位もゼロと算定しております。 

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。 

 

当事業年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション② 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役１名及び従業員14名 当社の代表取締役１名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 960株 普通株式 2,200株 

付与日 平成17年７月12日 平成17年７月12日 

権利確定条件 
付与日（平成17年７月12日）以降、権
利確定日（平成19年７月12日）まで継
続して勤務していること。 

（注）２ 

対象勤務期間 
２年間（自平成17年７月12日 至平成
19年７月12日） 

（注）３ 

権利行使期間 
平成19年７月13日から、平成27年５月
30日まで。 

平成17年７月12日から、平成27年５月
30日まで。 

 

 平成17年ストック・オプション③ 平成17年ストック・オプション④ 

付与対象者の区分及び数 当社の従業員１名 取締役１名及び従業員３名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 60株 普通株式 560株 

付与日 平成17年９月29日 平成17年10月５日 

権利確定条件 （注）２ 
付与日（平成17年10月５日）以降、権
利確定日（平成19年10月４日）まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 （注）３ 
２年間（自平成17年10月５日 至平成
19年10月５日） 

権利行使期間 
平成17年９月29日から、平成27年５月
30日まで。 

平成19年10月６日から、平成27年５月
30日まで。 
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 平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション② 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役１名及び従業員13名 当社の監査役２名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 480株 普通株式 60株 

付与日 平成19年２月27日 平成19年２月27日 

権利確定条件 
付与日（平成19年２月27日）以降、権
利確定日（平成21年２月28日）まで継
続して勤務していること。 

付与日（平成19年２月27日）以降、権
利確定日（平成22年５月31日）まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 
２年間（自平成19年２月27日 至平成
21年２月28日） 

２年間（自平成19年２月27日 至平成
22年５月31日） 

権利行使期間 
平成21年３月１日から、平成29年１月
31日まで。 

平成22年６月１日から、平成22年11月
30日まで。 

 

 平成19年ストック・オプション① 平成19年ストック・オプション② 

付与対象者の区分及び数 当社の従業員９名 取締役１名及び従業員16名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 90株 普通株式 200株 

付与日 平成19年８月21日 平成19年10月22日 

権利確定条件 
付与日（平成19年８月21日）以降、権
利確定日（平成21年８月31日）まで継
続して勤務していること。 

付与日（平成19年10月22日）以降、権
利確定日（平成21年10月30日）まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 
２年間（自平成19年８月21日 至平成
21年８月31日） 

２年間（自平成19年10月22日 至平成
21年10月30日） 

権利行使期間 
平成21年９月１日から、平成29年１月
31日まで。 

平成21年11月１日から、平成29年１月
31日まで。 

 （注）１．平成 20 年２月１日付の株式分割考慮後の株式数に換算して記載しております。 

２．権利確定条件は付されておりません。 

３．対象勤務期間の定めはありません。 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成 20 年２月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、平成 20 年２月１日付の株式分割考慮後の株式数に換算して記載しておりま

す。 

① ストック・オプションの数 

  平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション②

権利確定前 （株）   

前事業年度末  1,000 － 

付与  － － 

失効  － － 

権利確定  1,000 － 

未確定残  － － 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － 5,020 

権利確定  1,000 － 

権利行使  － 2,820 

失効  40 － 

未行使残  960 2,200 

 

  平成17年ストック・オプション③ 平成17年ストック・オプション④

権利確定前 （株）   

前事業年度末  － 560 

付与  － － 

失効  － － 

権利確定  － 560 

未確定残  － － 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  1,200 － 

権利確定  － 560 

権利行使  1,140 － 

失効  － － 

未行使残  60 560 
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  平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション②

権利確定前 （株）   

前事業年度末  480 60 

付与  － － 

失効  － － 

権利確定  － － 

未確定残  480 60 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － － 

権利確定  － － 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  － － 

 

  平成19年ストック・オプション① 平成19年ストック・オプション②

権利確定前 （株）   

前事業年度末  － － 

付与  100 200 

失効  10 － 

権利確定  － － 

未確定残  90 200 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － － 

権利確定  － － 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  － － 
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② 単価情報 

  平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション②

権利行使価格 （円） 25,000 25,000 

行使時平均株価 （円） － 25,000 

公正な評価単価（付与日） （円） － 2,500 

 

  平成17年ストック・オプション③ 平成17年ストック・オプション④

権利行使価格 （円） 25,000 25,000 

行使時平均株価 （円） 25,000 － 

公正な評価単価（付与日） （円） 2,500 － 

 

  平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション②

権利行使価格 （円） 100,000 100,000 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 

 

  平成19年ストック・オプション① 平成19年ストック・オプション②

権利行使価格 （円） 100,000 100,000 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 

 （注） 平成 20 年２月１日付の株式分割考慮後の権利行使価格で記載しております。 

 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 平成 19 年８月 21 日及び平成 19 年 10 月 22 日に付与したストック・オプション（平成 19 年ストック・オ

プション①及び②）について、未公開企業であるため公正な評価単価を本源的価値により算定しております。

なお、本源的価値は以下のとおりです。 

① １株当たりの評価方法及び１株当たりの評価額 

 類似公開企業比較法及び取引事例法による評価額を勘案のうえ、１株当たりの評価額を 200 千円（平成

20 年２月１日付の株式分割考慮後 100 千円）としております。 

② 新株予約権の行使価格     200 千円（平成 20 年２月１日付の株式分割考慮後 100 千円） 

 算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値はゼ

ロとなり、ストック・オプションの公正な評価単位もゼロと算定しております。 

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成19年２月28日） 

当事業年度 
（平成20年２月29日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
 

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 13,017

未払社会保険料 1,569

減価償却超過額 12,271

未払事業税 6,101

ライセンス等利用料 2,037

前受収益 30,680

その他 8,429

繰延税金資産小計 74,108

評価性引当額 △2,318

繰延税金資産合計 71,789

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △5,448

繰延税金負債合計 △5,448

繰延税金資産の純額 66,341
  

 
繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 23,245

未払社会保険料 3,032

減価償却超過額 16,931

未払事業税 5,517

前受収益 2,360

前払費用 2,479

その他 4,368

繰延税金資産小計 57,933

評価性引当額 △1,310

繰延税金資産合計 56,623

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △3,782

繰延税金負債合計 △3,782

繰延税金資産の純額 52,841
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主な項目別の内訳 
 

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

1.9

評価性引当額の増加 1.7

税額控除による法人税等の減少 △1.4

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.8
  

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

 当社は非連結子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日） 

 当社は非連結子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

前事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 重要性が無いため、記載を省略しております。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 池田昌史 － － 
当社代表
取締役社
長 

（被所有）
直接 24.6

－ － － － 
新株予約
権 

14,300

 

当事業年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

法人主要
株主 

モバイ
ル・イン
ターネッ
ト第一号
投資事業
有限責任
組合 
無限責任
組合員 
モバイ
ル・イン
ターネッ
トキャピ
タル株式
会社 

東京都 
港区 

100 
投資事業 
組合 

（被所有）
直接 28.3

－ － 
新株予約権
の権利行使
（※１） 

33,000 － －

コンテンツ
の制作等 
（※２） 

593,356 売掛金 67,456

法人主要
株主 

シャープ
株式会社 

大阪市
阿倍野
区 

204,675 製造業 
（被所有）
直接 7.7 

－ 

役務の
提供及
びロイ
ヤリテ
ィの支
払 

ロイヤリテ
ィの支払 
（※２） 

37,092 買掛金 7,366

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（※１）平成 17 年６月 20 日開催の取締役会において発行が決議された新株予約権の権利行使であり、取引金

額については、権利行使株式数 1,200 株に株式の発行価格 27,500 円を乗じた金額を記載しておりま

す。なお、株式数及び発行価格は平成 20 年２月１日付の株式分割考慮後のものであります。 

（※２）コンテンツの制作等、ロイヤリティの支払については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に

決定しております。 

３．シャープ株式会社は、平成 19 年３月 15 日付の株式移動により、同日より関連当事者に該当することになり

ました。また、平成 20 年２月５日付の新株予約権の権利行使に伴い発行済株式数が増加したことにより、

関連当事者に該当しなくなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者

でなくなった時点の金額を記載しております。なお、資本金及び議決権等の被所有権割合については当事業

年度末時点のものを記載しております。 
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(2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 池田昌史 － － 
当社代表
取締役社
長 

（被所有）
直接 35.4

－ － 
新株予約権
の権利行使
（注）２ 

96,800 
新株予約
権 

5,500

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

平成17年６月20日及び平成17年９月12日開催の取締役会において発行が決議された新株予約権の権利行

使であり、取引金額については、権利行使株式数 3,520 株に株式の発行価格 27,500 円を乗じた金額を記載

しております。なお、株式数及び発行価格は平成 20 年２月１日付の株式分割考慮後のものであります。 

 



－  － 

 

39

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 

１株当たり純資産額 71,458.14円

１株当たり当期純利益金額 15,330.08円

  

 

１株当たり純資産額 44,492.03円

１株当たり当期純利益金額 16,084.85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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

  当社は平成20年２月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行いました。当事業年度の１株当たり情報は当

該株式分割が当期首に行われたと仮定して算出しており

ます。 

 また、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報は、以下のとお

りとなります。 

１株当たり純資産額 35,729.07円

１株当たり当期純利益金額 7,665.04円
 

 （注）１．１株当たり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。 

 
前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

当期純利益（千円） 79,563 181,067 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 79,563 181,067 

期中平均株式数（株） 5,190 11,257 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の数4,760

個）。 

 

新株予約権（新株予約権の数4,610

個）。 

２．１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。 

 
前事業年度 

（平成19年２月28日） 
当事業年度 

（平成20年２月29日） 

純資産の部の合計（千円） 389,417 697,056 

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 

18,550 5,650 

（うち新株予約権） （18,550） （5,650）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 370,867 691,406 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（株） 

5,190 15,540 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

１．平成19年３月８日付で新株予約権が行使され、株式

数等が次のとおり増加しております。 

(1）平成17年７月12日発行の新株予約権の行使 

①新株予約権の行使により発行した株式の種類、数

及び１株当たりの発行価格 

普通株式 290株 55,000円 

②新株予約権の行使により発行した株式の発行価額

の総額 

15,950千円 

③新株予約権の行使により発行した株式の資本組入

額 

7,975千円 

２．当社は、平成19年２月14日開催の臨時株主総会決議

及び平成19年８月９日開催の取締役会決議に基づ

き、平成19年８月21日付で当社従業員に対し、会社

法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき以下

のとおり新株予約権の付与（ストック・オプション）

を行っております。 

(1）ストック・オプションの内容 

①発行する株式の種類  普通株式 

②対象株式数      当社従業員  50株 

③権利行使価格     200,000円 

④付与対象者      当社従業員  10名 

⑤権利行使期間     平成21年９月１日から 

平成29年１月31日まで 

 平成20年４月21日及び平成20年５月８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

20年５月22日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は438,460千円、発行済株式総数は

17,740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    2,200株

③ 発行価格 ：１株につき  230,000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  211,600円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 払込金額 ：１株につき  170,000円

この金額は会社法上の払込金額であり、平成20年５

月８日開催の取締役会において決定された金額であ

ります。 

⑥ 資本組入額 ：１株につき  105,800円

⑦ 発行価額の総額 ：      374,000千円

⑧ 資本組入額の総額 ：      232,760千円

⑨ 払込金額の総額 ：      465,520千円

⑩ 払込期日 ：平成20年５月22日 

⑪ 資金の使途 ：設備資金及び運転資金 
  

 


