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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 465 ― △40 ― △17 ― △27 ―

20年3月期第1四半期 691 ― 188 ― 195 ― 96 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 ― ―

20年3月期第1四半期 3,533.93 3,062.90

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

21年3月期第1四半期 2,412 2,220 92.0 77,848.65
20年3月期 2,557 2,265 88.6 79,474.58

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,227百万円 20年3月期  2,253百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

第2四半期累計期間の業績につきましては、予想が困難なため、開示を控えさせていただいております。 
理由につきましては、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。  

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

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 2,539 8.4 149 △31.4 149 △3.7 61 41.0 2,158.88

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注）詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（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等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.平成20年５月14日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの
であり、実際の業績は、これらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性
的情報をご覧下さい。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、四半期連結財務諸表等規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  28,520株 20年3月期  28,506株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  28,511株 20年3月期第1四半期  27,345株



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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安、原油をはじめとする資源価格の高騰等の影

響により、景気の先行きに対する不透明感が強まっております。 

 当社グループの事業の中心である携帯電話市場は、携帯端末の割賦販売制度の導入等の影響により消費者の買い替

えサイクルが長期化した事等により携帯電話端末の出荷台数の伸びが鈍化する傾向を見せはじめております。 

 一方、携帯端末の高機能化や通信料金体系の変化を背景として、モバイルコンテンツは順調に発展をしておりま

す。 

 このような環境の中、当社グループ（当社及び連結子会社）は、携帯電話端末等の出荷台数に左右されない事業基

盤の確立を目指して、携帯電話以外のデジタル家電機器への事業展開を推進するとともに、新たな収益モデルとし

て、コニュミティ分野やSNS分野での継続的なサービス提供への取り組みを強化しており、そのための施策として

「サービスプラットフォーム開発部」を新設し、技術とデザイン、サービスを総合的に提供できる企業グループを目

指しております。 

 ミドルウエア事業においては、主力製品である「MascotCapsule」を引き続き、国内市場においては、５つの通信

キャリア（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、株式会社ウィルコ

ム、イー・モバイル株式会社）向けの携帯端末に、また、海外市場においては、携帯端末メーカ上位５社中４社（韓

国LG Electronics Inc.、米国Motorola,Inc、韓国Samsung Electronics Co.,LTD.、スウェーデン

Sony Ericson Mobile Communications AB）をはじめとする携帯端末や米国QUALCOMM Incorporated製チップに供給し

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20年3月末現在で4億台を突破しております。 

 新製品の開発につきましては、「MascotCapsule Renderion」を開発し、デジタル家電製品や低価格帯の携帯電話

端末向けに営業活動を開始いたしました。 

 アプリケーション事業においては、継続性のあるサービスによる収益獲得を実現するビジネスモデルの確立に向け

て、コミュニティ分野やSNS分野での継続的なサービス提供の一環として、平成20年4月にヤフー株式会社と共同で、

新コンテンツサービス「キラキラストリート」をiモード、au、Yahoo!ケータイ向けに配信を開始いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は465百万円（前期比32.7%減）となりました。営業損益につきま

しては、将来へ向けた人員の増加や、新規サービスの立上費用の増加等により、40百万円の営業損失（前期は188百

万円の営業利益）となりました。経常損益につきましては、為替差益が発生したことから、17百万円の経常損失（前

期は195百万円の経常利益）となりました。四半期純損益につきましては、法人税等の計上等により27百万円の四半

期純損失（前期は96百万円の四半期純利益）となりました。 

 

 事業の種類別セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

① ミドルウエア事業 

 当第１四半期連結会計期間における国内ライセンス収入は、当社製品が搭載された携帯端末等の出荷台数の増加に

伴い、順調に推移いたしました。海外ライセンス収入についても、順調に推移いたしましたが、円高の影響により、

円換算時の売上高は微減となりました。一方、前期下期において、今後利益率低下が見込まれるサポート事業の一部

から撤退している事等による影響で、当第１四半期連結会計期間の売上高は419百万円（前期比26.1％減）となりま

した。営業損益においては、開発リソースの管理を強化し、外注費の削減及び研究開発費のコントロールを進めてお

りますが、上記売上高の減少の影響により、178百万円の営業利益（前期比38.2％減）となりました。 

② アプリケーション事業 

 当第１四半期連結会計期間において、継続的な施策として、コミュニティ分野やSNS分野におけるサービス提供に

よる収益モデルの構築を進めており、ヤフー株式会社との共同サービスを開始いたしました。又、サービスプラット

フォーム開発部の新設により、サービス事業者向けに様々な提案を行っていく活動を推進しております。これら将来

に向けた施策に注力した結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は46百万円（前期比62％減）となりました。営業

損益においては、新規サービスの先行投資等の影響により104百万円の営業損失（前期は18百万円の営業利益）とな

りました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債、純資産等の状況 

    当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて144百万円減少し、2,412百万円となりまし

   た。これは現金及び預金が173百万円減少したことが主な要因であります。 

   負債については、前連結会計年度末に比べて99百万円減少し、192百万円となりました。これは買掛金が23百万 

  円未払法人税等が22百万円、社債が10百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。 



   純資産については、前連結会計年度末に比べて45百万円減少し、2,220百万円となりました。これは四半期純損

   失の計上による利益剰余金の減少27百万円、為替換算調整勘定の減少18百万円が主な要因であります。 

 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

 比べて176百万円減少し、1,484百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は、79百万円となりました。税金等調整前四半期純損失を16百万円計上したこと、

 法人税等の支払額21百万円及び仕入債務の減少23百万円やたな卸資産の減少19百万円等の減少要因が生じたこと 

 が主な要因であります。 

（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、84百万円となりました。無形固定資産の取得による支出47百万円と投資有価 

 証券の取得による支出25百万円が主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は、13百万円となりました。社債の償還による支出10百万円が主な要因でありま 

 す。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月14日に公表しました業績予想を変更しておりません。 

 なお、当社グループでは、平成21年３月期第２四半期累計期間の業績予想の開示を控えさせていただいておりま

す。当社グループの主要な事業であり、利益に直結するライセンス販売ビジネスの売上は、顧客より送付される出荷

台数報告書の到着をもって計上されますが、この報告書につきましては通年ベースでは過去の傾向から期末日までの

所定数の入手が予想できるものの、海外顧客からの四半期毎の到着時期は、顧客都合等により当社グループの予想と

乖離し売上の計上時期がずれ、第２四半期累計期間の業績が大きく変動する可能性があります。平成20年３月期にお

きまして、主として上述の要因により、２度にわたり中間期の業績予想の修正を行ったことからも、信頼性の高い中

間期の業績予想を算出することは極めて困難であると考えております。平成21年３月期第２四半期累計期間の業績見

通しにつきましては、第２四半期累計期間の計上が確定する10月初旬を目処として開示させていただく予定です。 

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） 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 簡便な会計処理 

 ・固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計算する方法に

  よっております。 

 ・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の発 

  生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度で使用した将来の業績予測やタックス・プ 

  ランニングを利用する方法によっております。 

  

（３）四半期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 

① 四半期連結財務諸表に関する会計基準 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

 関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

 諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7 

 月5日）を適用しております。なお、これによる損益へ与える影響はありません。 

③ 連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 



  当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」 

 （実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。なお、これによる損益に与える影響はあ 

 りません。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,640,273 1,813,909

売掛金 95,285 104,862

仕掛品 46,927 27,285

その他 106,997 151,328

貸倒引当金 △2,496 △3,517

流動資産合計 1,886,986 2,093,869

固定資産   

有形固定資産 57,839 59,720

無形固定資産 229,281 189,644

投資その他の資産 238,365 214,041

固定資産合計 525,485 463,405

資産合計 2,412,472 2,557,275

負債の部   

流動負債   

買掛金 52,464 76,371

1年内返済予定の長期借入金 4,163 8,330

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 4,357 27,282

受注損失引当金 － 4,130

関係会社整理損失引当金 13,979 13,979

その他 77,263 111,678

流動負債合計 172,228 261,773

固定負債   

社債 20,000 30,000

固定負債合計 20,000 30,000

負債合計 192,228 291,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,095,110 1,094,628

資本剰余金 1,046,290 1,045,808

利益剰余金 85,873 112,965

株主資本合計 2,227,273 2,253,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 610 616

繰延ヘッジ損益 302 453

為替換算調整勘定 △7,942 11,028

評価・換算差額等合計 △7,030 12,099

純資産合計 2,220,243 2,265,502

負債純資産合計 2,412,472 2,557,275



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 465,641

売上原価 229,158

売上総利益 236,483

販売費及び一般管理費 276,982

営業損失（△） △40,499

営業外収益  

受取利息 162

為替差益 22,982

その他 539

営業外収益合計 23,683

営業外費用  

支払利息 256

株式交付費 265

営業外費用合計 522

経常損失（△） △17,337

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,007

特別利益合計 1,007

特別損失  

固定資産除却損 348

特別損失合計 348

税金等調整前四半期純損失（△） △16,678

法人税、住民税及び事業税 2,328

法人税等調整額 8,084

法人税等合計 10,413

四半期純損失（△） △27,092



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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損失（△） △16,678

減価償却費 13,058

受注損失引当金の増減額（△は減少） △4,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,007

株式交付費 265

受取利息及び受取配当金 △162

支払利息 256

為替差損益（△は益） △17,595

固定資産除却損 348

売上債権の増減額（△は増加） 7,273

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,641

仕入債務の増減額（△は減少） △23,835

未払又は未収消費税等の増減額 6,783

その他 △2,595

小計 △57,660

利息及び配当金の受取額 162

利息の支払額 △535

法人税等の支払額 △21,884

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,918

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 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △8,493

無形固定資産の取得による支出 △47,669

投資有価証券の取得による支出 △25,000

その他 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,179

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △4,167

社債の償還による支出 △10,000

株式の発行による収入 696

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,470

現金及び現金同等物に係る換算差額 932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,635

現金及び現金同等物の期首残高 1,661,240

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,484,604



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （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 

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114,991千円であり、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。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６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。 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

（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。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  
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 419,309 46,331 465,641 - 465,641 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
902 5,783 6,685 (6,685) - 

計 420,211 52,115 472,327 (6,685) 465,641 

営業利益（又は営業損失

（△）） 
178,725 △104,232 74,492 (114,991) △40,499 

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 

  欧州 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 66,637 66,566 5,752 138,957 

Ⅱ 連結売上高（千円）       465,641 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.3 14.3 1.2 29.8 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 691,339 

Ⅱ 売上原価 216,968 

売上総利益 474,370 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 286,289 

営業利益 188,081 

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 87 

２．為替差益 16,579 

３．その他 1,627 

営業外収益計 18,294 

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 923 

２．株式交付費 6,421 

３．上場関連費用 3,508 

４．その他 28 

営業外費用計 10,881 

経常利益 195,494 

Ⅵ 特別利益   

貸倒引当金戻入益 3,394 

特別利益計 3,394 

税金等調整前四半期純利益 198,888 

法人税、住民税及び事業税 112,132 

法人税等調整額 △9,881 

四半期純利益 96,636 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 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 198,888 

 減価償却費 8,866 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,394 

 受取利息及び受取配当金 △87 

 支払利息 923 

 株式交付費 6,421 

 為替差損益（△は差益） △11,898 

 売上債権の増減額（△は増加） 108,447 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △25,821 

 仕入債務の増減額（△は減少） △18,608 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △683 

 その他 64,117 

 小 計 327,171 

 利息及び配当金の受取額 87 

 利息の支払額 △855 

 法人税等の支払額  △202,642 

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,760 

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 △3,000 

 有形固定資産の取得による支出 △11,617 

 無形固定資産の取得による支出 △36,148 

 敷金の預入による支出 △8,550 

 敷金の回収による収入 5,080 

 その他 △5 

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,240 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

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） △103,000 

 長期借入金の返済による支出 △12,498 

 社債の償還による支出 △10,000 

 株式の発行による収入 1,147,944 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,022,446 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 11,187 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） 1,103,152 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 895,755 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,998,908 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

                                           （単位：千円） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）においては、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。 

  

  

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

                                      （単位：千円） 

 （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。 

  
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 567,833 123,506 691,339 - 691,339 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
5,299 4,096 9,396 (9,396) - 

計 573,133 127,602 700,735 (9,396) 691,339 

営業利益（又は営業損失

（△）） 
289,244 18,361 307,605 (119,524) 188,081 

  欧州 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 80,285 64,970 12,435 157,692 

Ⅱ 連結売上高 － － － 691,339 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
11.6 9.4 1.8 22.8 
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