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1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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8月期第2四半期 1,385 23.8 △146 ― △158 ― △156 ―

20年3月期第2四半期 1,118 ― 39 ― 21 ― △15 ―

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8月期第2四半期 △1,947.82 ―

20年3月期第2四半期 △230.18 ―

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8月期第2四半期 5,093 4,249 83.0 52,493.89
20年3月期 5,234 4,354 83.2 55,069.00

（参考） 自己資本   21年8月期第2四半期  4,227百万円 20年3月期  4,354百万円

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  

※決算期変更により、当平成21年8月期は、17ヶ月変則決算（平成20年4月1日～平成21年8月31日）となります。 
なお、当社では、当面は安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るとともに、新製品開発投資及び今後の事業展開に備え内部留保の充実を優先させてい
ただく方針としており、従来より配当を実施しておらず、当期に関しましても無配とさせていただく予定です。  

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8月期 ― ― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― ――― ― ― ―

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

※決算期変更により、当平成21年8月期は、17ヶ月変則決算（平成20年4月1日～平成21年8月31日）となります。 
平成21年8月期の連結業績予想については、2ページをご参照ください。  

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

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

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、5ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧ください。 

(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、5ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧ください。 

(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．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。 
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8月期第2四半期  80,525株 20年3月期  79,080株

② 期末自己株式数 21年8月期第2四半期  ―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8月期第2四半期  80,177株 20年3月期第2四半期  67,917株



平成 21 年 8 月期の連結業績予想（平成 20 年 4 月１日～平成 21 年 8 月 31 日） 

（％表示は、対前期増減率）     

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

※決算期変更により、当平成 21 年 8 月期は、17 ヶ月変則決算（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 8 月 31 日）となります。 

なお、第４四半期累計期間は、平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日、通期は平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 8 月 31

日の 17 ヶ月間の業績予想数値となります。このため、当期の第４四半期連結累計期間および通期の対前期増減率は、変則決

算により比較が出来ないため、省略しております。 

 

 

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４四半期連結累計期間 4,224 － 774 － 801 － 338 － 4,114     92

通 期 6,069 － 680 － 703 － 263 － 3,165     24



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２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）における我が国の経済は、米国に端

を発した世界的な金融不安が進む中、企業収益が悪化し設備投資が低水準で推移するなど、景気の減速がより厳しさ

を増しています。

　当社グループが関連する携帯電話業界におきましても、国内においては、７月にソフトバンクモバイルにおいて米

アップル社製のiPhoneが発売される等、一部話題性のある動きもございましたが、端末の新販売方式導入等の影響に

よる買換え需要の鈍化に加え、急激な経済情勢の悪化や将来に対する社会不安から来る個人消費の低迷等が重なり、

端末の販売状況は厳しい状況です。このような深刻な経済状況が長期化した場合、当社グループのミドルウェア　

（*１）製品群の主たる供給先である携帯電話メーカー（以下、「メーカー」という）各社への新規ライセンス販売等

は困難になることも予想されるため、当社グループでは、端末台数に依存しない収益モデルの分散化等ビジネスリス

クの軽減を迅速に図るとともに、当期に販売予定している案件の早期契約締結に向け活動してまいりました。

　一方で、グローバル市場は依然として新興国を中心に端末の需要が伸びておりますが、サービスや機能の多様化に

対するニーズが急速に高まる中、新規参入の台頭も含めメーカーの淘汰が始まってきており、ユーザー獲得に向けた

競争は一層過熱感が増しております。同時に世界的な景気減速や急激な円高も進み、当面は国内同様に先行きが不透

明な状況が続く模様です。

　このような状況の下、当第２四半期連結累計期間における事業別売上高は、以下のように推移いたしました。

　 

（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、国内における一部のライセンス販売案件について早期に売上計上するよう

努めた結果、売上高は当初の予想を上回りました。

　新規の販売案件として、移動体通信業者（以下、「キャリア」という）に当社グループの新製品である「VIVID 

Avatar Maker」のライセンス売上を計上いたしました。本製品のライセンス収益モデルは、当社グループが従来から

行っている搭載端末台数に対する従量制ではなく、実際に使用したエンドユーザー数に応じたものとなっております。

国内における端末買換え需要の鈍化が進む中、当社グループでは、既に生活必需品となっている携帯電話をサービス

プラットフォームと捉え、一部の製品についてはこのような端末の販売状況に依存しない新たな収益モデルへの分散

化を進めてまいります。

　一方、グローバルにつきましては、大手メーカーより「VIVID UI」が搭載されたスマートフォンが販売されたこと

に伴うライセンス料を売り上げたほか、韓国Samsung Electronics Co.,Ltd.のグローバル端末向けの「VIVID 

Message」ならびに「VIVID Panorama」の販売をほぼ予定通りに行うことができました。

　しかしながら、受託開発部門におきましては、国内のキャリアならびにメーカー各社に対し「VIVID UI」関連を中

心とした受注案件を売り上げましたが、端末販売台数が減少傾向にある中、受注売上高ならびに受注件数は当初の予

想を下回る結果となりました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるミドルウェア事業の売上高は1,206百万円となりました。

（メディア事業）

　当社の連結子会社「株式会社AMS」が運営している、UIコンテンツを無償ダウンロードできる携帯サイトにおける広

告収入を中心とした広告部門につきましては、競合となる携帯サイトの新規参入が予想以上に増加していること等か

ら依然として厳しい状況が続いており、低調な推移となりました。現在、売上水準の向上を目指しより広告価値の高

いサイトへの移行準備等の施策を進めているほか、より高い収益性の追求を目指し収益モデルの見直しを行っており

ます。一方、コンテンツ開発支援部門におきましては受注が好調に推移し計画を上回ることができました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は179百万円となりました。

　また、平成20年10月28日、株式会社AMSにおいて、eコマース(EC)サイトのフルフィルメントサービスを行う「eコ

マース事業」を開始することを当社取締役会において決議いたしました。サービスの運営とともに新規顧客に対応し

たシステム開発を進めており、新たな事業の柱として拡大を目指していく予定です。当事業では、ECサイトシステム

を受発注から配送における基幹システムの提供や商品を保管・管理する倉庫業務までまとめて行うパッケージサービ

スをEC事業主に提供することにより、レベニューシェアを行う収益モデルを目指しております。当面はアパレル向け

の販売システムの供給から開始し、次第に様々なEC事業主へのサービス提供を拡販する方針であり、将来的には

「VIVID UI」と統合し、より利便性を向上させ、携帯電話業界の活性化を図ってまいります。

　このように、売上高の構成において、利益率の高い自社製品開発販売部門が当初予想より増加し、一方で比較的利

益率が低い受託開発部門が減少したこと等により、営業損失以下の損失は当初予想より大幅に圧縮することとなりま

した。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,385百万円、営業損失は146百万円、経常損失は158百万

円、四半期純損失は156百万円となりました。



*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．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２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ140百万円減の5,093百万円となりました。流動資産は、

eコマース事業への設備投資による現金預金の減少、及び売掛金の減少等により829百万円の減少となりました。固定

資産は、販売目的のソフトウェア及びeコマース事業開始に伴う当社グループにおける自社利用目的のソフトウェアの

投資等により689百万円増加となりました。負債は、これらのソフトウェアの設備投資による借入金が増加となりまし

たが、未払金及び未払法人税等が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ35百万円減少し、844百万円となり

ました。純資産は、利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ105百万円減少し、4,249百万円と

なりました。

 

(2)キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ722

百万円減少し、927百万円となりました。当第２四半期連結会計期間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258百万円となりました。これは主に、売上債権の減少490百万円及び減価償却費234

百万円等の資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失174百万円、法人税等の支払296百万円及びたな卸資産の増加

142百万円の資金減少要因を上回っ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）

　投資活動の結果使用した資金は1,331百万円となりました。これは主に、ソフトウェア等の無形固定資産の取得によ

る支出1,137百万円及び投資有価証券の取得による支出156百万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356百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入300百万円及び新株予

約権の行使による株式発行によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間の業績は当初の予想を上回りましたが、第３四半期以降は、国内外における経済状況の急

激な悪化に伴う景気の低迷により企業業績及び個人消費の水準は更に厳しいものになると予想されます。当社グループ

が関連する携帯電話業界におきましても、特に当社グループ製品群の主たる供給先であるメーカー各社の設備投資の抑

制ならびに端末開発費の削減等の環境変化、更に当社グループの海外販売における急激な円高の影響等を鑑み、平成20

年６月17日に公表いたしました平成21年８月期（平成20年４月１日～平成21年８月31日）の業績予想（連結・個別）を

修正いたします。

　詳細は、本日（平成20年11月13日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　なお、当社グループではライセンス販売の拡大及び魅力的な新製品の開発に努める一方で、更なる外部環境の変化を

想定し従来から進めている収益モデルの多様化・分散化によりビジネスリスクの軽減を図る等、より強固な経営基盤の

構築を推進してまいります。

※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。

※平成20年６月27日の定時株主総会において定款の一部変更が承認され、決算日を３月31日より８月31日に変更いたし

ました。当社グループの主力事業が、携帯電話業界特有の季節的要因により売上が第４四半期（特に３月度）に集中

する傾向があり、売上の期ずれが起こり易い状況にありましたが、この決算期の変更により、期ずれによる経営リス

クの大幅な軽減となり、より安定的な収益計上が可能となる見込みです。この決算期変更に伴い当連結会計年度は、

17ヶ月間（平成20年４月１日～平成21年８月31日）の変則決算となります。



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

　 １．簡便な会計処理　

　①固定資産の減価償却の算定方法

　 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算定する方法

 によっております。

　②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に関しては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測やタッ

　　　　 クス・プランニングに、前連結会計年度末から重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法に

　　　　 よっております。

　 ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

（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．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．連結の範囲に関する事項の変更

　①連結の範囲の変更

　　第１四半期連結会計期間より、Acrodea Mobile Solution,Inc.は、新たに設立したため、連結の範囲に含

　めております。

　②変更後の連結子会社の数

　　３社

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社Acrodea America,Inc.は、従来、決算日が３月31日でありましたが、同社は決算日を６月30日に変

更しております。連結決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行い連結しております。当第

２四半期連結累計期間は平成20年４月１日から平成20年６月30日までの３か月間を連結しております。

　　連結子会社AMSは、従来、決算日が３月31日でありましたが、同社は決算日を８月31日に変更しております。

４．会計処理基準に関する事項の変更

　①棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を

　第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、個別法による原価法から個別法による原価法

　（収益性の低下による簿価の切下げの方法）に変更しております。

　　当該変更による損益に与える影響はありません。

　②連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　　連結財務諸表作成における在外子会社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

　５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行ってお

　ります。

　　当該変更による損益に与える影響はありません。

５．連結決算期の変更に関する事項

　　提出会社は、平成20年６月27日の定時株主総会において定款の一部変更が承認され、決算日を３月31日より

　８月31日に変更いたしました。

　　これに伴い当連結会計年度は平成20年４月１日から平成21年８月31日までの17ヶ月間となっております。



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 931,831 1,525,099

受取手形及び売掛金 699,894 1,187,234

仕掛品 243,526 101,414

その他 218,634 109,826

流動資産合計 2,093,887 2,923,574

固定資産   

有形固定資産 96,554 91,790

無形固定資産   

のれん 72,520 82,624

ソフトウエア 885,856 885,991

ソフトウエア仮勘定 1,293,915 618,012

その他 37 13

無形固定資産合計 2,252,329 1,586,640

投資その他の資産 650,726 632,108

固定資産合計 2,999,610 2,310,540

資産合計 5,093,497 5,234,115

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 143,171 99,524

短期借入金 68,750 －

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払法人税等 17,681 257,015

その他 351,403 481,718

流動負債合計 599,006 856,258

固定負債   

社債 14,000 23,000

長期借入金 231,250 －

固定負債合計 245,250 23,000

負債合計 844,256 879,258



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,963,032 1,945,495

資本剰余金 1,827,232 1,809,695

利益剰余金 457,142 613,312

株主資本合計 4,247,407 4,368,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,479 △5,433

為替換算調整勘定 △7,856 △8,212

評価・換算差額等合計 △20,336 △13,646

少数株主持分 22,170 －

純資産合計 4,249,241 4,354,856

負債純資産合計 5,093,497 5,234,115



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,385,771

売上原価 618,031

売上総利益 767,740

販売費及び一般管理費 914,091

営業損失（△） △146,351

営業外収益  

受取利息 2,092

受取配当金 297

その他 617

営業外収益合計 3,006

営業外費用  

支払利息 2,404

為替差損 11,587

その他 892

営業外費用合計 14,884

経常損失（△） △158,228

特別損失  

固定資産除却損 907

投資有価証券評価損 15,218

特別損失合計 16,126

税金等調整前四半期純損失（△） △174,355

法人税、住民税及び事業税 57,289

法人税等調整額 △66,345

法人税等合計 △9,055

少数株主損失（△） △9,128

四半期純損失（△） △156,170



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △174,355

減価償却費 234,115

のれん償却額 10,104

投資有価証券評価損益（△は益） 15,218

受取利息及び受取配当金 △2,389

支払利息 2,646

為替差損益（△は益） 8,666

株式交付費 650

売上債権の増減額（△は増加） 490,568

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,281

仕入債務の増減額（△は減少） 43,647

未払費用の増減額（△は減少） △29,257

未払又は未収消費税等の増減額 5,993

前受金の増減額（△は減少） 32,091

その他 59,590

小計 555,009

利息及び配当金の受取額 2,389

利息の支払額 △2,646

法人税等の支払額 △296,333

営業活動によるキャッシュ・フロー 258,418

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 △25,902

無形固定資産の取得による支出 △1,137,460

投資有価証券の取得による支出 △156,000

差入保証金の差入による支出 △8,446

定期預金の預入による支出 △4,112

その他 75

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,331,845

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

社債の償還による支出 △9,000

株式の発行による収入 34,424

少数株主からの払込みによる収入 31,299

財務活動によるキャッシュ・フロー 356,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △722,535

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 927,759



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30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 720,324 129,301 849,626 － 849,626

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － － － －

計 720,324 129,301 849,626 － 849,626

営業利益又は営業損失（△） △16,235 35,959 19,723 1,500 21,223

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30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 1,206,505 179,266 1,385,771 － 1,385,771

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － － － －

計 1,206,505 179,266 1,385,771 － 1,385,771

営業利益又は営業損失（△） △211,839 62,487 △149,351 3,000 △146,351

　（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  携帯サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等

 

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 73,046 39,297 112,343

Ⅱ　連結売上高（千円）   849,626

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
8.6 4.6 13.2

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 173,872 42,324 216,196

Ⅱ　連結売上高（千円）   1,385,771

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
12.6 3.1 15.6

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　アジア・・・・・韓国

　　　　　　ヨーロッパ・・・スウェーデン

　　　　３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国また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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 

前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ　売上高  1,118,962 100.0

Ⅱ　売上原価  386,059 34.5

売上総利益  732,902 65.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  693,781 62.0

営業利益  39,121 3.5

Ⅳ　営業外収益    

 １．受取利息 1,219   

 ２．その他 1 1,221 0.1

Ⅴ　営業外費用    

 １．為替差損 15,502   

 ２．その他 3,520 19,022 1.7

経常利益  21,320 1.9

Ⅵ　特別損失    

 １．移転費用 30,342 30,342 2.7

税金等調整前中間純損失  9,022 △0.8

法人税、住民税及び事業税 27,926   

還付法人税等 △19,509   

法人税等調整額 △1,806 6,610 0.6

中間純損失  15,633 △1.4

    



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

  至  平成19年９月30日）    

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益（△損失） △9,022

減価償却費 67,163

のれん償却額 4,270

受取利息 △1,219

為替差損益 559

株式交付費 1,072

社債発行費 1,657

売上債権の増減額（増加：△） 591,175

たな卸資産の増減額（増加：△） △29,685

仕入債務の増減額（減少：△） △3,310

未払費用の増減額（減少：△） △20,354

未払消費税等の増減額（減少：△） △43,285

前受金の増減額（減少：△） △74,240

その他 33,607

小計 518,388

利息の受取額 1,219

法人税等の支払額 △171,841

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 367,276

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 △76,267

無形固定資産の取得による支出 △252,623

投資有価証券の取得による支出 △158,768

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 △79,252

敷金保証金の返還による収入 28,245

その他 △788

投資活動によるキャッシュ・フロー △376,623

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 43,377

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 91,719



 
前中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

  至  平成19年９月30日）    

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △190

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 82,181

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中間期末残高 1,012,147

  



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

ミドルウェア事業
（千円）

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 1,093,462 25,500 1,118,962 － 1,118,962

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － － － －

計 1,093,462 25,500 1,118,962 － 1,118,962

営業費用 1,079,486 854 1,080,341 (500) 1,079,841

営業利益 13,976 24,645 38,621 500 39,121

　（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〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

本邦の売上高の金額は、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〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 267,401 47,760 315,161

Ⅱ　連結売上高（千円）   1,118,962

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
23.9 4.3 28.2

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．各区分に属する国また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または地域における売上高であります。
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