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平成21年２月期 中間決算短信（非連結） 

平成 20 年 10 月 10 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）常務執行役員企画部長   (氏名）中野 隆司  ＴＥＬ (03)5209－1590 
半期報告書提出予定日  平成 20 年 11 月 21 日 

 
（百万円未満切捨て） 

１．平成20年８月中間期の業績（平成20年３月１日 ～ 平成20年８月31日） 
(1) 経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      中間（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％  百万円   ％

20年８月中間期 1,458  32.2 257  22.1 231  10.8 134  11.0 
19年８月中間期 1,103   － 210   － 208   － 121   － 

20年２月期 2,253   － 316   － 310   － 181   － 
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

 円    銭 円    銭

20年８月中間期 7,984 74 7,101 48 
19年８月中間期 22,197 81 －  － 

20年２月期 16,084 85 －  － 
(参考) 持分法投資損益 20年８月中間期  －百万円  19年８月中間期  －百万円  20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８月中間期 1,733 1,305 74.9 71,975 40 
19年８月中間期 1,023 528 49.9 93,246 94 

20年２月期 1,222 697 56.5 44,492 03 
(参考) 自己資本    20年８月中間期 1,299百万円  19年８月中間期 510百万円  20年２月期 691百万円 

 ※ 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８月中間期 143 △77 460 757 
19年８月中間期 250 △52 14 487 

20年２月期 198 △370 128 231 
 
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 

20年２月期 － － － － 0 00 

21年２月期 － －  

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 3,033 34.6 380  20.2 349  12.7 209  15.7 12,001 43
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４．その他 

(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更   無 

 

(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８月中間期 18,056株 19年８月中間期 5,480株 20年２月期 15,540株 

② 期末自己株式数          20年８月中間期   －株 19年８月中間期  －株 20年２月期   －株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、29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 

（平成21年２月期の業績予想について） 

 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。 

（その他特記事項） 

 当社は、平成19年8月中間期より中間財務諸表を作成しておりますので、平成19年8月中間期の対前

年中間期増減率については記載しておりません。 

 また、平成19年8月中間期及び平成20年２月期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益につ

きましては、当社株式は非上場でありましたので、期中平均株価が把握できないため記載しておりま

せん。 
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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当中間会計期間の経営成績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、原油高による物価上昇、米国発の信用不安等を背景に、

政府経済見通しの基調判断が弱含みになるなど、景気の先行きについて減速懸念が増している状

況にあります。 

 携帯電話市場におきましては、端末の割賦販売制度の影響などから、新機種買替えサイクルの

長期化が顕在化しつつあり、端末販売台数は減少傾向で推移しています。一方で、端末や通信サー

ビスの高度化はこれまで同様進展しており、携帯電話会社、端末メーカー間のハードやサービス

の差別化競争は、むしろ激化している状況にあります。 

 また、一般企業においては、景気減速感の中で投資全般に対して慎重な姿勢ではあるものの、

ＩＴ投資については増加しており、インターネットやモバイルの活用に対する需要は、実績とし

ては、堅調に推移しております。 

 このような環境の下で当社の当中間会計期間の経営成績は、売上高1,458,442千円（前中間期

比32.2％増）、営業利益257,081千円（前中間期比22.1％増）、経常利益231,336千円（前中間期

比10.8％増）、中間純利益134,750千円（前中間期比11.0％増）となりました。 

 

 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＞ 

 「カスタムモバイル」ソリューションにおいては、ソフトバンクモバイル向け「きせかえア

レンジ」サイトの開設、有名キャラクター・映画・コミック等の配信タイトルの拡充を図ると

ともに、端末メーカー向けコンテンツ制作事業の拡大に取り組みました。また、電子ブックユー

ザーの拡大に対応し、携帯コミック向けＡＳＰサービスの基盤強化や電子ブックビューワーの

実装サービスの拡大、電子辞書コンテンツへの取り組み等、「電子ブック」事業全体の拡充に

努めました。さらに、新規サービスとして、アニメーション機能メール「デコメアニメ®」の

配信サイト「キャラ メルsweet」を開設し、新たなエンドユーザー向けサービスを開始いた

しました。 

 これらの結果、当中間会計期間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、

1,027,934千円（前中間期比45.9％増）となりました。 

 

※「デコメアニメ®」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。 

 

＜サービスソリューション事業＞ 

 平成20年４月より開始された特定健康診査・特定保健指導制度（いわゆるメタボリック健診）

に対する健康保険組合向けサービス需要への対応を行うなど、「ＩＴヘルスケア」分野でのソ

リューション提供が順調に推移しました。 

また、ＷＥＢサイト構築・運営等のＷＥＢインテグレーションに加え、アクセス解析やＳＥ

Ｏ・ＳＥＭ等のＷＥＢマーケティングを含めた総合的なソリューションを提供する「ラップソ

リューション」の取り組みに努めた結果、ＷＥＢマーケティングに関する受注が拡大しました。 

 これらの結果、当中間会計期間におけるサービスソリューション事業の売上高は、430,508

千円（前中間期比8.0％増）となりました。 

 

②通期の見通し 

 プラットフォームソリューション事業においては、「カスタムモバイル」、「電子ブック」の

更なる事業拡大に取り組んでまいります。「カスタムモバイル」については、引き続きコンテン

ツ配信事業の拡大に注力し、特に宣伝、マーケティングの強化に努める中でユーザー層の拡大を

図ってまいります。「電子ブック」については、市場拡大に対応したＡＳＰサービスの基盤拡充

を進めるとともに、コンテンツおよびビューワープログラムのライセンスや実装開発等、今後も

電子ブック事業全体としての拡充に努めてまいります。また、当期に開始しました「デコメアニ
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メ®」サービスを始めとして、技術・コンテンツを総合した新しいサービス・ソリューションへ

の取り組みにつき一層の強化を図り、「カスタムモバイル」、「電子ブック」に続く事業の柱の

創出に邁進してまいります。 

 サービスソリューション事業においては、ＷＥＢインテグレーションからＷＥＢマーケティン

グまでの包括的ソリューションである「ラップソリューション」の提供を基本として、特に、Ｗ

ＥＢマーケティング事業の拡大と携帯電話サービスに関わるソリューションの拡充に取り組ん

でいく方針です。 

 平成21年２月期の通期業績予想につきましては、売上高3,033百万円（前年同期比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）と、平成20年５月23日付「平成20年２月期 決算短信」において発表しました予

想値を変更しておりません。 

 

※上記に記載した予想値は、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、上記予想値と異なる場

合があります。 
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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 

 当中間会計期間末における流動資産の残高は1,279,740千円であり、前事業年度比482,138千円

の増加となりました。これは、主に、現金及び預金の増加（前事業年度比526,345千円増）によ

るものです。固定資産の残高は454,204千円であり、前事業年度比28,818千円の増加となりまし

た。これは、主に差入保証金の増加（前事業年度比22,260千円増）によるものです。 

 以上の結果、当中間会計期間末における総資産は1,733,944千円となり、前事業年度比510,957

千円の増加となりました。 

 当中間会計期間末における負債合計は428,856千円となり、前事業年度比97,074千円の減少と

なりました。これは、主に前受金の減少（前事業年度比140,950千円減）及び買掛金の減少（前

事業年度比29,675千円減）によるものです。 

 当中間会計期間末における純資産合計は1,305,087千円となり、前事業年度比608,031千円の増

加となりました。これは、主に公募増資465,520千円及び新株予約権の行使による資本金及び資

本剰余金の増加並びに中間純利益134,750千円の計上による利益剰余金の増加によるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末の

資金に比べて526,345千円増加し、757,976千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそ

れらの主な要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は143,239千円となりました。これは主に、前受金の減少140,950

千円、法人税等の支払65,102千円及び仕入債務の減少29,675千円による資金の流出があったもの

の、税引前中間純利益の計上231,336千円、減価償却費の計上55,674千円及びたな卸資産の減少

49,243千円により資金が得られたことによるものです。 

 

（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77,841千円となりました。これは主に、無形固定資産の取得に

よる支出44,665千円及び差入保証金の差入による支出22,260千円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は460,947千円となりました。これは、公募増資及び新株予約権

の行使に伴う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であります。 

 

（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記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識し

た上で、発生の回避およ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、

以下の事項およ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また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携帯電話市場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、端末

メーカー、コンテンツプロバイダー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。当社はエンドユーザー向けコンテン

ツ配信事業、携帯電話会社向けライセンス事業、端末メーカー向けソフト開発事業、コンテンツ

プロバイダー向けＡＳＰサービス事業等、様々なビジネスモデルを組み合わせることにより市場

変動へのリスクをミニマイズする努力をしておりますが、携帯電話の販売台数が長期に亘り著し

く減少するなど、構造的な携帯電話市場の停滞、縮小が起きた場合や、新しい携帯電話のサービ

スプラットフォームの急拡大による携帯電話サービスの現行ビジネスモデルの縮小等が起こっ

た場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②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、ミドルウェア分野における急速な技術進歩または新たなビューワープラットフォームの

出現、エンドユーザー向けサービス分野における採算を度外視した過度な広告宣伝競争の台頭、

コンテンツ制作やＷＥＢソリューション分野において、優れた企画・制作・開発力を持つ新規会

社の参入等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。 

 

③先行投資について 

 当社の提供するサービスにおいては、先行して開発投資を行うケースがあり、サービス開始後

に販売不振、会員数伸び悩み等、実績が芳しくない場合は、投資額について減損処理をせざるを

得ないことが想定され、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④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ー「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、電子ブック事業を展開しております。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
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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。 

 

⑤一部の取引先への依存度が高いことについて 

 当社は、事業の特性により事業パートナーや開発案件の提供先である携帯電話関連事業者に対

する売上高比率が、相対的に高くなる傾向にあり、当中間期における売上高上位３者（シャープ

㈱、日本電気㈱および㈱セルシス）の比率は51.3％と、高い水準にあります。 

 将来的には会社全体の事業規模の成長と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。今後も引き続き、これら取引先とは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、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

少また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。 

 

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 

 当社が位置する携帯電話、インターネッ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。上場により採用を行いやすい環境とはなったものの、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。 

 

⑧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するなど、個人情報に関する取

り扱いについては然るべき対策を施すとともに、プライバシーマークの認定を受けるなど、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。 

 

⑨知的財産権に関するリスクについて 

 当社はソフト技術やコンテンツノウハウをベースとしたサービス・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産権による

完全な保護が不可能、また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部門を設置し、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。 
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⑩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ー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、電源やネットワークの二重化等の

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ー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。 

 

⑪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ーの実装サポートやＷＥＢインテグレーション案件の

受託等、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。 

 

⑫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および第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日および

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条および第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。 

 

⑬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、当社のプラットフォームソリューション事業やサービスソリューション事業における技術

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。 

 

⑭設立からの業歴が浅いことについて 

 当社は平成16年４月の設立であるため、業歴が浅く、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。 
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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総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ー」

を指向しております。 

 パソコン・携帯電話等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、事業規模を拡大しつつ利益の増大を図ることを目標としております。このような観点か

ら、当社の重視する経営指標は、売上高と経常利益の成長率であります。 

 

（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・ノウハウ等）

を有することにより、これらを融合させた新しいサービス・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、および新たな制作技術やデザイン力等総合的な

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、サイト更新等の開発・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、独自のサービス・ソリューションの開

発に戦略的に取り組みながら、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してまいります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

①コンテンツサービスの総合的強化 

 当社は、端末メーカー、コンテンツプロバイダー等の携帯電話関連事業者に対してコンテンツ

の提供を行う「コンテンツ制作事業」と、エンドユーザーに対して携帯電話会社等を通じてコン

テンツを配信する「コンテンツ配信事業」の２つのコンテンツサービスに関する事業モデルを展

開しております。 

 「コンテンツ制作事業」につきましては、制作技術力の継続的な強化に努め、先端分野におけ

る対応力を保持するとともに、サーバーシステムやミドルウェア等のアプリケーション事業と連

携して、顧客へのトータルソリューションの提供を推進してまいります。 

 「コンテンツ配信事業」につきましては、着せ替えコンテンツ配信サイト「カスタモ」を中心

として事業規模が拡大しつつあり、制作技術力と版権獲得ノウハウを生かして引き続き魅力的な

コンテンツラインナップを展開するとともに、今後は、利用者拡大に向けた広告、マーケティン

グ活動への取り組み強化を図ってまいります。 
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②アプリケーションサービスの対象分野拡大 

 プラットフォームソリューション事業においては、コンテンツサービスと並行して、サーバー

システムやミドルウェア等の開発やライセンス、運用等技術的なソリューション提供を主体とし

たアプリケーションサービスを展開しております。 

 現在、アプリケーションサービスの対象は、電子ブック関係のＡＳＰサービスやビューワーが

中心となっておりますが、今後は、各種携帯サービスに関するシステム構築・運用に加え、電子

ブック以外の新ジャンルにおけるミドルウェアやＡＳＰサービスへの取り組みを含めて、事業展

開の幅を拡大して行くことに取り組んでまいります。 

 

③ラップソリューションへの取り組み強化 

 サービスソリューション事業においては、ＷＥＢサイト構築・運営等のＷＥＢインテグレー

ションと、アクセス解析やＳＥＯ・ＳＥＭ等のＷＥＢマーケティングを併せて、総合的なソリュー

ションを提供する「ラップソリューション」の更なる推進が課題と認識しております。 

 ネットワークメディアの普及、一般化の進展に伴い、インターネットや携帯電話サービスを用

いて事業を行っている企業においては、自社のサイトにユーザーを集客するための手段であるＷ

ＥＢマーケティングの重要性が高まりつつあります。サイトを構築、運営し、それを告知すると

ともに、集客したユーザーを分析してサービスの運営に反映して行くというプロセスを一体的に

運用することにより、顧客に対してより良いサービスを提供することを、当社は「ラップソリュー

ション」と称し、これへの取り組みをさらに推進してまいります。 

 

④新規サービス・ソリューション創出への取り組み 

 当社は、技術とコンテンツに関する総合的なソリューションを提供する「クロスソリューショ

ンプロバイダー」を事業コンセプトとして、「カスタムモバイル」、「電子ブック」という事業

を生み出してまいりました。これら２つの事業とも、成長段階にあり、引き続き積極的な対応を

図って行きますが、加えて、当社の事業コンセプトの下、「カスタムモバイル」「電子ブック」

に続く新たなサービス・ソリューションの創出に取り組んでまいります。 

 

⑤有能な人材の確保および育成 

 当社が事業コンセプトとして掲げる「クロスソリューションプロバイダー」を実現するために

は、「アプリケーション」「コンテンツ」「ＷＥＢ」に関するバランスの取れた知識と、幅広い

視野に基づいてプロジェクトをプロデュースできる有能な人材の確保と育成が課題となります。

これまで同様、引き続き潜在能力の高い人材の獲得に向けて各種採用活動を進めるとともに、今

後はより一層社内の育成環境の強化に取組んでまいります。 

 

⑥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、平成20年５月の東証マザーズへの上場にあわせ、監査役３名体制

の監査役会設置会社に移行するとともに、平成20年６月には執行役員制度の導入により業務執行

機能と取締役会の経営監督機能の分離を行い、ガバナンス強化を図っております。一方、内部管

理体制の強化に関しては、平成22年２月期の日本版ＳＯＸ法の適用開始に向け、現在、プロジェ

クトチーム、委員会組織発足等の体制整備を図っており、これらの対応を通じて、更なる内部管

理体制の強化に取り組んでまいります。 
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４．中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 

当中間会計期間末 

（平成20年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成20年２月29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  487,672 757,976 231,631 

２．受取手形  4,490 11,275 23,293 

３．売掛金  261,921 382,363 383,865 

４．たな卸資産  49,766 49,681 98,925 

５．前払費用  33,401 21,666 20,204 

６．繰延税金資産  48,756 46,119 38,346 

７．その他  3,566 10,657 1,335 

流動資産合計   889,574 86.9 1,279,740 73.8  797,601 65.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  2,657 3,086 2,837 

(2）器具備品  25,682 28,213 27,229 

(3）建設仮勘定  1,185 － － 

 有形固定資産合計 ※１ 29,525 2.9 31,300 1.8 30,067 2.5

２．無形固定資産    

(1）商標権  709 610 659 

(2）ソフトウェア  21,969 234,169 26,986 

(3）ソフトウェア仮勘定  2,020 26,657 235,620 

(4）その他  46 46 46 

 無形固定資産合計  24,745 2.4 261,482 15.1 263,312 21.5

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  28,470 69,461 69,695 

(2）繰延税金資産  7,111 21,884 14,494 

(3）差入保証金  37,434 59,694 37,434 

(4）その他  6,917 10,381 10,381 

 投資その他の資産合計  79,933 7.8 161,421 9.3 132,005 10.8

固定資産合計   134,203 13.1 454,204 26.2  425,385 34.8

資産合計   1,023,778 100.0 1,733,944 100.0  1,222,987 100.0
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前中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 

当中間会計期間末 

（平成20年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成20年２月29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  115,754 124,876 154,551 

２．未払費用  65,471 70,934 63,754 

３．未払法人税等  80,855 115,218 67,741 

４．前受金  100,000 － 140,950 

５．前受収益  61,379 － 26,264 

６．賞与引当金  43,374 66,213 57,129 

７．ポイントサービス引当金  6,206 3,695 3,220 

８．その他 ※２ 22,642 47,919 12,319 

流動負債合計   495,685 48.4 428,856 24.7  525,931 43.0

負債合計   495,685 48.4 428,856 24.7  525,931 43.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   142,725 13.9 442,485 25.5  205,700 16.8

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  132,725 432,485 195,700 

 資本剰余金合計   132,725 13.0 432,485 25.0  195,700 16.0

３．利益剰余金    

(1）その他利益剰余金    

  繰越利益剰余金  224,825 419,243 284,493 

 利益剰余金合計   224,825 22.0 419,243 24.2  284,493 23.3

株主資本合計   500,275 48.9 1,294,213 74.7  685,893 56.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金   10,717 1.0 5,374 0.3  5,512 0.4

評価・換算差額等合計   10,717 1.0 5,374 0.3  5,512 0.4

Ⅲ 新株予約権   17,100 1.7 5,500 0.3  5,650 0.5

純資産合計   528,093 51.6 1,305,087 75.3  697,056 57.0

負債純資産合計   1,023,778 100.0 1,733,944 100.0  1,222,987 100.0
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(2) 中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29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

（％）

Ⅰ 売上高   1,103,158 100.0 1,458,442 100.0  2,253,887 100.0

Ⅱ 売上原価   731,911 66.3 993,795 68.1  1,591,280 70.6

売上総利益   371,246 33.7 464,646 31.9  662,607 29.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   160,768 14.6 207,565 14.3  346,243 15.4

営業利益   210,477 19.1 257,081 17.6  316,364 14.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  39 0.0 834 0.1  39 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  1,779 0.2 26,579 1.8  6,388 0.3

経常利益   208,738 18.9 231,336 15.9  310,015 13.7

税引前中間（当期）純利益   208,738 18.9 231,336 15.9  310,015 13.7

法人税、住民税及び事業税  78,769 111,652 113,782 

法人税等調整額  8,569 87,338 7.9 △15,067 96,585 6.7 15,165 128,948 5.7

中間（当期）純利益   121,399 11.0 134,750 9.2  181,067 8.0
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自平成19年３月１日 至平成19年８月31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

中間会計期間中の変動額   

新株の発行 7,975 7,975 7,975  15,950

中間純利益  121,399 121,399 121,399

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）   

中間会計期間中の変動額合計（千
円） 7,975 7,975 7,975 121,399 121,399 137,349

平成19年８月31日残高（千円） 142,725 132,725 132,725 224,825 224,825 500,275

   
 

 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

中間会計期間中の変動額  

新株の発行  15,950

中間純利益  121,399

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 2,775 2,775 △1,450 1,325

中間会計期間中の変動額合計（千
円） 2,775 2,775 △1,450 138,675

平成19年８月31日残高（千円） 10,717 10,717 17,100 528,093
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当中間会計期間（自平成20年３月１日 至平成20年８月31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20年２月29日残高（千円） 205,700 195,700 195,700 284,493 284,493 685,893

中間会計期間中の変動額   

新株の発行 236,785 236,785 236,785  473,570

中間純利益  134,750 134,750 134,750

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

  

中間会計期間中の変動額合計（千
円） 

236,785 236,785 236,785 134,750 134,750 608,320

平成20年８月31日残高（千円） 442,485 432,485 432,485 419,243 419,243 1,294,213

   
 

 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20年２月29日残高（千円） 5,512 5,512 5,650 697,056

中間会計期間中の変動額  

新株の発行  473,570

中間純利益  134,750

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△138 △138 △150 △288

中間会計期間中の変動額合計（千
円） 

△138 △138 △150 608,031

平成20年８月31日残高（千円） 5,374 5,374 5,500 1,305,087
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日）

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８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19年３月１日 

至 平成20年２月29日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  208,738 231,336 310,015 

減価償却費  17,408 55,674 39,962 

賞与引当金の増減額（減少：△）  11,382 9,084 25,136 

ポイントサービス引当金の増減額（減少：△）  507 475 △2,478 

受取利息及び受取配当金  △39 △834 △39 

株式交付費  123 12,472 564 

売上債権の増減額（増加：△）  △79,665 13,520 △220,412 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △9,923 49,243 △59,082 

仕入債務の増減額（減少：△）  35,967 △29,675 74,764 

未払費用の増減額（減少：△）  41,460 7,180 39,742 

未払消費税等の増減額（減少：△）  2,803 17,927 △3,806 

前払費用の増減額（増加：△）  14,968 △1,462 28,164 

前受金の増減額（減少：△）  100,000 △140,950 140,950 

前受収益の増減額（減少：△）  △14,828 △12,089 △49,943 

預り金の増減額（減少：△）  217 4,026 △476 

その他  △3,008 △8,421 △351 

小計  326,111 207,507 322,709 

利息及び配当金の受取額  39 834 39 

法人税等の支払額  △75,276 △65,102 △123,972 

営業活動によるキャッシュ・フロー  250,875 143,239 198,776 
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前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日）

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８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19年３月１日 

至 平成20年２月29日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（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  △13,507 △10,914 △26,869 

無形固定資産の取得による支出  △28,280 △44,665 △279,455 

投資有価証券の取得による支出  ― ― △50,000 

投資有価証券の償還による収入  3,000 ― 3,000 

差入保証金の差入による支出  △13,293 △22,260 △13,293 

その他  ― ― △3,463 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △52,080 △77,841 △370,082 

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  14,376 460,947 128,435 

財務活動によるキャッシュ・フロー  14,376 460,947 128,435 

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：△）  213,171 526,345 △42,869 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  274,500 231,631 274,500 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 487,672 757,976 231,631 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

(1）有価証券 

その他有価証券 

(1）有価証券 

その他有価証券 

(1）有価証券 

その他有価証券 

１．資産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 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しておりま

す。 

同左  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 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 同左 

(2）たな卸資産 

原材料 

(2）たな卸資産 

原材料 

(2）たな卸資産 

原材料 

 

 総平均法による原価法 同左 同左 

 仕掛品 仕掛品 仕掛品 

  個別法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．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。 

 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。 

 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     15年～18年 

器具備品   ２年～10年 

建物        18年 

器具備品   ２年～10年 

 (2）無形固定資産 (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 同左 

────── 株式交付費 ────── ３．繰延資産の処理方法 

  支出時に全額費用として処理す

る方法を採用しております。 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度 

（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 (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 同左 

 (2）賞与引当金 (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 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 (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 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。 

同左 

６．中間キャッシュ・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、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

同左 同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

（減価償却方法の変更） ────── （減価償却方法の変更） 

 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、これによる当中間会計期間の損益

に与える影響は軽微であります。 

 

  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。 

 

 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

────── （中間貸借対照表） 

  前中間期まで区分掲記していた「前受収益」（当中間期末の残高は

14,175千円）は、当中間期末において負債及び純資産の合計額の100分の

５以下となりましたので、流動負債の「その他」に含めて表示すること

としました。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 

当中間会計期間末 

（平成20年８月31日） 

前事業年度 

（平成20年２月29日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

28,117千円 

 

※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

のうえ、金額的に重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めております。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

47,464千円 

 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

38,323千円 

 

※２        ────── 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息          39千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    売掛債権売却損     1,655千円 

 

 

 

３  減価償却実施額 

    有形固定資産      7,057千円 

    無形固定資産      10,350千円 

     合計         17,408千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息         834千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    株式交付費       12,472千円

    株式公開費用      12,281千円

    売掛債権売却損     1,825千円

 

３  減価償却実施額 

    有形固定資産      9,141千円

    無形固定資産      46,532千円

     合計         55,674千円

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息          39千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    売掛債権売却損     3,494千円

    株式公開費用      2,000千円

 

 

３  減価償却実施額 

    有形固定資産      17,264千円

    無形固定資産      22,698千円

     合計         39,962千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８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） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 5,190 290 ― 5,480 

合計 5,190 290 ― 5,480 

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加290株は、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増

加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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 

当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

当中間会計
期間末残高
（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 
― ― ― ― ― 14,100

   合計 ― ― ― ― ― 17,100

 （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）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 該当事項はありません。 
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当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８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） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 15,540 2,516 － 18,056 

合計 15,540 2,516 － 18,056 

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加2,516株は、公募増資による増加2,200株、及び新株予約権の権利行使に

よる増加316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 

当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

当中間会計
期間末残高
（千円）

ストック・オプションとしての新株予
約権 

－ － － － － 5,500

合計 － － － － － 5,500

 （注） 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）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 該当事項はありません。 
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前事業年度（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。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度 

（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中間会計期間末残高

と中間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中間会計期間末残高

と中間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８月31日現在） （平成20年８月31日現在） （平成20年２月29日現在）

 

 （千円）

現金及び預金勘定 487,672

現金及び現金同等物 487,672

 

 

 （千円）

現金及び預金勘定 757,976

現金及び現金同等物 757,976
 

 

 （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） 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度 

（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。

 

同左 

 

（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 

当中間会計期間末 

（平成20年８月31日） 

前事業年度 

（平成20年２月29日） 

 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対
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）

取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

株式 10,400 28,470 18,070 10,400 19,461 9,061 10,400 19,695 9,295

合計 10,400 28,470 18,070 10,400 19,461 9,061 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 

前中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 

当中間会計期間末 

（平成20年８月31日） 

前事業年度 

（平成20年２月29日） 
 

中間貸借対照表計上額（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  
 

 

債券 ― 50,000 50,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（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。 
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（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

１．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 平成19年ストック・オプション① 

付与対象者の区分及び数 当社の従業員 10名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 50株 

付与日 平成19年８月21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。 

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） 

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。 

権利行使価格      （円） 200,000 

公正な評価単価（付与日）（円） － 

 

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

当中間会計期間中に付与を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19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１．当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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（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31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。 

 

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31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。 

 

前事業年度（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。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度 

（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 93,246.94円

１株当たり中間純利益金額 22,197.81円

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、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。 

１株当たり純資産額 71,975.40円

１株当たり中間純利益金額 7,984.74円

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額 
7,101.48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。

   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。 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 

当中間会計期間末 

（平成20年８月31日） 

前事業年度末 

（平成20年２月29日） 

純資産の部の合計（千円） 528,093 1,305,087 697,056 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 17,100 5,500 5,650 

（うち新株予約権） （17,100） （5,500） （5,650）

普通株式に係る中間末（期末）の純資産額（千円） 510,993 1,299,587 691,406 

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間末（期

末）の普通株式の数（株） 
5,480 18,056 15,540 

 

    ２．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日）

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

 中間（当期）純利益（千円） 121,399 134,750 181,067 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

 普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 121,399 134,750 181,067 

 期中平均株式数（株） 5,469 16,876 11,257 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額    

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

 普通株式増加数（株） － 2,099 － 

 （うち新株予約権） － （2,099） － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

新株予約権（新株予約権の数

4,500個）。 

────── 

 

新株予約権（新株予約権の数

4,610個）。 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

１．当社は、平成19年10月２日開催の臨時株主

総会決議及び平成19年10月12日開催の取締役

会決議に基づき、平成19年10月22日付で当社

取締役及び当社従業員に対し、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。 

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    当社取締役  40株 

          当社従業員  60株 

          合計    100株 

③権利行使価格      200,000円 

④付与対象者    当社取締役  １名 

          当社従業員  16名 

          合計     17名 

⑤権利行使期間  平成21年11月１日から 

         平成29年１月31日まで 

 

２．当社は、現在、ソフトバンクモバイル株式

会社にライセンスしているコミック・書籍な

どのコンテンツを再生するための電子ブック

ビューワーのプログラムについて、平成19年

10月31日付けで株式会社セルシスより同プロ

グラムにおける同社著作権保有部分に対する

無期限の利用許諾権を譲り受けました。 

 

──────  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
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５．その他 

 
販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日）

当中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日）

プラットフォームソリューション事業（千円） 704,364 1,027,934 1,452,364 

サービスソリューション事業（千円） 398,794 430,508 801,523 

合計（千円） 1,103,158 1,458,442 2,253,887 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 


