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1.  平成21年8月期第1四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成20年11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1四半期 505 △22.6 △265 ― △313 ― △342 ―
20年8月期第1四半期 653 23.5 △305 ― △304 ― △321 ―

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1四半期 △5,806.94 ―
20年8月期第1四半期 △7,146.72 ―

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1四半期 1,844 1,370 74.0 22,459.28
20年8月期 2,219 1,614 72.5 35,707.72

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  1,365百万円 20年8月期  1,608百万円

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8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9月1日～平成21年8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   

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 1,310 △2.0 △183 ― △180 ― △206 ― △4,573.31
通期 2,558 △5.1 △91 ― △84 ― △141 ― △3,130.27

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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」をご覧ください。 
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1四半期  61,165株 20年8月期  45,416株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  372株 20年8月期  372株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第1四半期  59,060株 20年8月期第1四半期  45,044株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した国際金融市場の混乱、円

高進行による輸出の鈍化、国内企業の破綻等、企業を取巻く環境は厳しい状況が続いております。個人消費につきま

しても株価低迷や雇用不安等により、減速感がますます強まっております。

　一方、当社グループを取り巻く環境といたしましては、携帯電話を利用した様々なサービスが増加していく中、成

長分野と成熟分野が明確になりつつあり、サービス提供事業者間の競争激化による差別化のため、より高度なソリュー

ション提供が要請されている状況にあります。

　このような環境の中、当社グループといたしましては、開発クオリティの向上ならびに営業力の強化を模索すると

ともに、選択と集中による不採算事業の整理統合、ならびにグループ会社の整理再編による当社グループ戦略の再構

築により本業に直結するビジネスモデルに特化することを進めております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は505百万円、経常損失は313百万円、当期純損失は342百万円とな

りました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。　

（システムソリューション事業）

　システムソリューション事業につきましては、当社グループの主力セグメントであり、引き続き、稼働率の向上

や効率的な開発体制の構築に取り組んでいく方針であります。

　この結果、当第１四半期における当事業の売上高は334百万円、営業利益は46百万円となりました。

（プロダクツ事業）

　プロダクツ事業につきましては、ソフトウェアプロダクトの商品力強化とともにASPへの対応等、販売体制の強

化策を進めており、効果が徐々に出始めております。一方、連結子会社である株式会社コネクトリプロにおいては、

当社グループにおける位置付け及びビジネスモデルを再検証するために、当第１四半期は営業活動を縮小しており

ます。

　この結果、当第１四半期における当事業の売上高は21百万円、営業損失は31百万円となりました。

（コンサルティング事業）

　コンサルティング事業につきましては、当社グループのポジショニングを維持していく上で重要なセグメントで

あるとの認識で事業活動を行っており、開発案件に伴う顧客からの需要が増しております。

　この結果、当第１四半期における当事業の売上高は10百万円、営業利益は2百万円となりました。

（サービス事業）

　サービス事業につきましては、株式会社インクルーズによるモバイル向け広告事業を中心としたものであります。

広告業界における市場環境の悪化により、売上高は大幅に低下し、本社移転等のリストラにより販管費の削減を

行ったものの、利益率も低下しております。

　この結果、当第１四半期における当事業の売上高は139百万円、営業損失は71百万円となりました。

２．連結財政状態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

222百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には、209百万円となりました。

　また、当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フロー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） 

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は296百万円となりました。

　これは主にたな卸資産評価損35百万円及び売上債権の減少25百万円等の増加要因があったものの、税金等調整前

当期純損失341百万円等の減少要因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） 

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は35百万円となりました。

　これは主に貸付金の回収による収入86百万円及び投資有価証券の売却による収入50百万円等の増加要因があった

ものの、貸付金による支出201百万円等の減少要因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） 

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は109百万円となりました。

　これは主に株式の発行による収入122百万円の増加要因によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年８月期の見通しにつきましては、多機能化された携帯電話の普及にともない、当社グループが培ってきた

システム開発、ノウハウに対する需要拡大が期待されるものと見込んでおります。このような環境のもと、安定した

収益の確保を目標とし、軸となるシステムソリューション事業においては開発リソースの拡大を図るとともに、稼働

率の向上を重要課題として取り組んでおります。また、外部アライアンス先との提携による販売体制の強化を進める

とともに、高い利益率が見込めるソフトウェアプロダクトのASP化やOEM販売を進めてまいります。

　また、選択と集中によるグループ会社の整理再編により、本業に直結するビジネスモデルに特化することを進めて

おります。

　これらにより当期の業績見通しにつきましては、平成20年10月17日に発表しましたとおり、売上高2,558百万円、

経常利益△84百万円、当期純利益△141百万円を予想しております。

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. 一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２. 棚卸資産の評価方法

　　　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切り下げを行う方法によっております。　

３. 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算定する方法に

よっております。

４. 経過勘定項目の算定方法

　　　合理的な算定方法による概算額で計上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. 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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. 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」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を当第１四半期連結会計

期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（貸借対照表価額について収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）に変更しております。

　この変更により税金等調整前四半期純損失が35,688千円増加しております。

３. たな卸資産の評価方法の変更

従来、商品及び製品、原材料については、主として先入先出法による原価法を採用しておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より、移動平均法による原価法を採用しております。

この変更は、生産が多品種・小ロットであり、在庫量が多くなったことにより、移動平均法による原価法を用

いたたな卸資産の評価が合理的であるためです。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

４. リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改定））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改定））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 214,753 436,924

受取手形及び売掛金 308,005 334,591

商品 159,341 201,326

製品 1,816 1,858

仕掛品 123,256 99,538

その他 250,312 132,944

貸倒引当金 △4,230 △4,450

流動資産合計 1,053,255 1,202,732

固定資産   

有形固定資産 88,850 107,768

無形固定資産   

のれん 23,862 25,679

その他 63,922 67,803

無形固定資産合計 87,784 93,483

投資その他の資産   

投資有価証券 489,333 650,606

その他 141,325 179,012

貸倒引当金 △15,795 △14,445

投資その他の資産合計 614,863 815,173

固定資産合計 791,497 1,016,425

資産合計 1,844,753 2,219,158

負債の部   

流動負債   

買掛金 129,996 137,564

1年内返済予定の長期借入金 35,983 48,265

未払法人税等 8,895 26,625

賞与引当金 27,675 13,462

事務所移転費用引当金 － 30,794

その他 155,344 181,859

流動負債合計 357,894 438,571

固定負債   

長期借入金 62,974 63,127

繰延税金負債 30,874 78,956

退職給付引当金 19,009 20,397

関係会社事業損失引当金 2,696 3,054

その他 400 400

固定負債合計 115,954 165,934

負債合計 473,849 604,505
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11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８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,351,045 3,265,869

資本剰余金 3,623,444 3,538,388

利益剰余金 △5,682,449 △5,339,490

自己株式 △14,554 △14,554

株主資本合計 1,277,485 1,450,212

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45,003 115,086

為替換算調整勘定 42,878 43,119

評価・換算差額等合計 87,881 158,205

新株予約権 5,537 6,234

純資産合計 1,370,904 1,614,652

負債純資産合計 1,844,753 2,219,158
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（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９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 505,979

売上原価 365,956

売上総利益 140,023

販売費及び一般管理費 405,463

営業損失（△） △265,440

営業外収益  

受取利息 1,546

その他 675

営業外収益合計 2,221

営業外費用  

支払利息 1,047

株式交付費 1,667

貸倒引当金繰入額 1,470

支払手数料 46,438

その他 0

営業外費用合計 50,622

経常損失（△） △313,841

特別利益  

投資有価証券売却益 7,112

貸倒引当金戻入額 340

新株予約権戻入益 696

特別利益合計 8,149

特別損失  

たな卸資産評価損 35,688

特別損失合計 35,688

税金等調整前四半期純損失（△） △341,380

法人税、住民税及び事業税 4,410

法人税等調整額 △2,831

法人税等合計 1,579

四半期純損失（△） △342,959
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（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９月１日 
 至 平成20年11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（△） △341,380

減価償却費 11,984

のれん償却額 1,817

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,129

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,212

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） △30,794

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,387

受取利息及び受取配当金 △1,546

支払利息 1,047

株式交付費 1,667

投資有価証券売却損益（△は益） △7,112

新株予約権戻入益 △696

たな卸資産評価損 35,688

支払手数料 46,438

売上債権の増減額（△は増加） 25,235

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,378

仕入債務の増減額（△は減少） △7,567

その他 △8,053

小計 △276,696

利息及び配当金の受取額 447

利息の支払額 △862

法人税等の支払額 △19,167

営業活動によるキャッシュ・フロー △296,279

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 50,220

有形固定資産の取得による支出 △7,799

無形固定資産の取得による支出 △979

敷金及び保証金の回収による収入 38,176

貸付けによる支出 △201,000

貸付金の回収による収入 86,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,381

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 △12,435

株式の発行による収入 122,126

財務活動によるキャッシュ・フロー 109,691

現金及び現金同等物に係る換算差額 △201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △222,170

現金及び現金同等物の期首残高 431,924

現金及び現金同等物の四半期末残高 209,753
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(４) 継続企業の前提に関する注記

　当社グループは、前連結会計年度において993百万円、当第１四半期連結会計期間において265百万円の大幅な営

業損失を計上し、また当第１四半期連結会計期間の営業キャッシュ・フローも296百万円と大幅なマイナスとなっ

ていることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社グループは当該状況を解消するため、当社グループ各社の事業について現状及び今後の可能性を吟味し、

キャッシュ・フローの改善を最優先課題としてグループ各社について整理、統合等リストラクチャリングを進めて

まいります。

　具体的には、利益率の改善を図ることにより前年同期より売上総利益率において4.4％の向上、人件費の削減を

図ることにより前年同期より41百万円の削減、研究開発費の削減を図ることにより前年同期より16百万円の削減、

連結子会社である株式会社インクルーズにおいて本社移転を実施することにより地代家賃の削減、新株式の発行に

より122百万円の調達、投資有価証券の売却により50百万円の調達、その他連結子会社の売却もしくは清算を含む

整理再編に伴うリストラを当連結会計年度中に進めることとしており、引き続き、内製化による外注費削減、交際

費及び交通費等その他販管費の圧縮等を進めることにより、営業損失の拡大を防止致します。

　また、当社が保有する上場投資有価証券及び非上場投資有価証券を当連結会計年度中に合計約400百万円の資金

確保を目処に売却するとともに、第三者割当増資も計画することによりキャッシュ・フローの改善を図ります。

　合せて、事業構造の転換にも取り組んでおり、受託開発以外の収益の柱として、広告配信プラットフォームの提

供や当社ソフトウェアプロダクトのASP化やOEM提供等、サービス事業の強化に取り組んでおり、コスト削減効果と

ともに黒字体質への転換を目指しております。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸

表には反映しておりません。 
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（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９月１日　至平成20年11月30日）

システムソ
リューショ
ン事業
（千円）

 
プロダクツ

事業
（千円）

コンサル
ティング事

業

（千円）

サービス事業

（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

334,313 21,800 10,270 139,595 505,979 ― 505,979

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高

― ― ― 50 50 △50 ―

計 334,313 21,800 10,270 139,645 506,029 △50 505,979

営業利益又は営業

損失（△）
46,664 △31,676 2,134 △71,676 △54,553 △210,886 △265,440

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。

２．各区分に属する主な事業内容

事業区分 事業内容

システムソリューション事業
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステ

ム開発、サーバ構築、運用等

プロダクツ事業

当社グループが蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を

容易にするユーティリティ・ソフト）やライブラリ（プロ

グラムの集合体）、エンジン（特定の処理を行う際の中心

機能）といったソフトウエア、プロダクツとして提供する

事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等

コンサルティング事業

移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサー

ビス展開を検討している企業向けのコンサルティング及び

システム開発等

サービス事業
エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供、携帯電

話向けソフトウェアの検証請負等

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）において、本邦の売上高の金額

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１四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）において、海外売上高は、連結

売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年9月10日付で、株式会社ＣＴ事業再生投資から第三者割当増資の払込みを受けました。また、

平成20年10月1日付で、新株予約権の権利行使が行われました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資

本金が85,176千円、資本準備金が85,056千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,351,045千

円、資本準備金が3,620,610千円となっております。
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「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

科目

前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年９月１日
　至　平成19年11月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 653,433

Ⅱ　売上原価 501,503

売上総利益 151,930

Ⅲ　販売費及び一般管理費 457,335

営業損失 305,405

Ⅳ　営業外収益 2,063

１．受取利息　 932

２．その他　 1,131

Ⅴ　営業外費用 1,193

１．支払利息　 1,152

２．為替差損　 1

４．その他 38

経常損失 304,535

Ⅵ　特別利益 1,325

１．貸倒引当金戻入益　 997

２．固定資産売却益　 328

Ⅶ　特別損失 29,931

１．投資有価証券評価損　 10,042

２．関係会社事業損失引当
金繰入額　

5,543

３．たな卸資産評価損　 6,774

４．事務所改装費用　 7,570

税金等調整前四半期純損失 333,141

法人税、住民税及び事業税 4,167

法人税等調整額 △2,213

少数株主損失 13,178

四半期純損失 321,916
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（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
（自　平成19年９月１日
　至　平成19年11月30日）

区分 金額（百万円）

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損失 △333,141

減価償却費　 11,654

のれん償却額　 5,266

貸倒引当金の増減額　 △997

賞与引当金の増減額　 6,296

退職給付引当金の増減額 △349

受取利息及び受取配当金 △932

支払利息 1,152

為替差損益　 1

関係会社事業損失引当金繰
入額

5,543

投資有価証券評価損 10,042

事務所改装費用 7,570

売上債権の増減額　 213,149

たな卸資産の増減額 △38,493

仕入債務の増減額　 △69,057

未収消費税及び未払消費税
等の増減額

△769

その他　 △5,719

小計 △188,781

利息及び配当金の受取額　 680

利息の支払額　 △1,021

法人税等の支払額　 △6,531

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△195,654
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前第１四半期連結累計期間
（自　平成19年９月１日
　至　平成19年11月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

連結範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による支出　

△457

有形固定資産の売却による
収入　

1,955

有形固定資産の取得による
支出　

△24,535

無形固定資産の取得による
支出

△9,226

事務所改装費用の支出　 △7,570

その他 △2,265

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△42,099

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の増減額 △1,264

長期借入金の返済による支
出　

△9,936

その他 △2,508

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△13,708

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△2,673

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△254,136

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,507,166

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

1,253,030
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（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（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

システムソ
リューショ
ン事業
（千円）

プロダクツ
事業
（千円）

コンサル
ティング事
業
（千円）

サービス事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する
売上高

320,650 69,689 1,178 261,914 653,433 ― 653,433

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高

1,105 1,577 ― ― 2,682 △2,682 ―

計 321,755 71,267 1,178 261,914 656,115 △2,682 653,433

営業費用 296,130 117,022 772 313,249 727,175 231,663 958,838

営業利益又は営業損
失（△）

25,625 △45,755 406 △51,335 △71,059 △234,345 △305,405

　（注）１．事業区分の方法
事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。
 

２． 各区分に属する主な事業内容
事業区分 事業内容

システムソリューション事業
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステ
ム開発、サーバ構築、運用等

プロダクツ事業

当社グループが蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を
容易にするユーティリティ・ソフト）やライブラリ（プロ
グラムの集合体）、エンジン（特定の処理を行う際の中心
機能）といったソフトウエア、プロダクツとして提供する
事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等

コンサルティング事業
移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサー
ビス展開を検討している企業向けのコンサルティング及び
システム開発等

サービス事業
エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供、携帯電
話向けソフトウェアの検証請負等

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

 
当第１四半期
連結会計期間
（千円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能
営業費用の金額

233,504 当社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

　前第１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）において、本邦の売上高の金額

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１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）において、海外売上高は、連結

売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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