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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9月1日～平成21年2月28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 966 ― △479 ― △519 ― △782 ―
20年8月期第2四半期 1,337 △19.0 △555 ― △553 ― △632 ―

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 △13,063.08 ―
20年8月期第2四半期 △14,051.36 ―

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 1,205 977 81.1 16,038.89
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2四半期  977百万円 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  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

通期 1,686 △37.5 △597 ― △630 ― △895 ― △14,685.19
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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、４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、４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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注記事項について
は、４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2四半期 61,312株 20年8月期 45,416株
② 期末自己株式数 21年8月期第2四半期 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2四半期 59,938株 20年8月期第2四半期 45,416株
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 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響により、雇用情勢の悪化、消費マイン

ドの後退など企業を取巻く環境は、依然、厳しい状況が続いております。 

 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、第１四半期連結会計期間に引き続き、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２四半期連結会計期間の売上高は 百万円、経常損失は206百万円、当四半期純損失は440百万円

となりました。 

   事業の種類別セグメントの業績は次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、当事業につきましては引き

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２四半期連結会計期間における当事業の売上高は296百万円、営業利益は47百万円となりました。 

（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２四半期連結会計期間は営業活動を縮小

しております。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間における当事業の売上高は38百万円、営業損失は22百万円となりました。 

（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

るとの認識はあるものの、当第２四半期連結会計期間においては積極的な事業活動はおこないませんでした。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間における当事業の売上高は7百万円、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、連結子会社である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、人員削減等のリストラにより経

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２四半期連結会計期間における当事業の売上高は118百万円、営業損失は59百万円となりました。 

なお、平成21年８月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年８月期第１四半期

決算短信（平成21年１月14日開示）をご参照ください。 

  

  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、第１四半期連結会計期間末

に比べ96百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には、113百万円となりました。 

 また、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） 

 当第２四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194百万円となりました。 

 これは貸倒引当金増減額461百万円の増加要因があったものの、税金等調整前四半期純損失440百万円及び関係会社

株式売却益468百万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２四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は44百万円となりました。 

 これは主に貸付金による支出30百万円及び敷金保証金の差入による支出24百万円等の減少要因があったものの、貸

付金の回収による収入125百万円の増加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２四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55百万円となりました。 

 これは主に長期借入れによる収入77百万円等の増加要因によるものであります。 

  

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

460

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成21年４月８日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

１. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第２四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。 

  

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）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. 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。 

 この変更により当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が117,977千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、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、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。  

 これによる第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 113,709 436,924

受取手形及び売掛金 171,936 334,591

商品 184 201,326

製品 － 1,858

仕掛品 78,125 99,538

短期貸付金 473,000 10,000

その他 123,609 122,944

貸倒引当金 △463,546 △4,450

流動資産合計 497,018 1,202,732

固定資産   

有形固定資産 35,893 107,768

無形固定資産   

のれん 15,994 25,679

その他 34,144 67,803

無形固定資産合計 50,139 93,483

投資その他の資産   

投資有価証券 484,846 650,606

敷金及び保証金 135,198 155,362

その他 17,600 23,650

貸倒引当金 △15,675 △14,445

投資その他の資産合計 621,969 815,173

固定資産合計 708,002 1,016,425

資産合計 1,205,020 2,219,158
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 38,057 137,564

1年内返済予定の長期借入金 9,269 48,265

未払法人税等 10,226 26,625

賞与引当金 8,699 13,462

事務所移転費用引当金 － 30,794

その他 81,302 181,859

流動負債合計 147,554 438,571

固定負債   

長期借入金 10,996 63,127

繰延税金負債 65,995 78,956

退職給付引当金 － 20,397

関係会社事業損失引当金 2,665 3,054

その他 400 400

固定負債合計 80,056 165,934

負債合計 227,611 604,505

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,352,515 3,265,869

資本剰余金 3,623,934 3,538,388

利益剰余金 △6,122,470 △5,339,490

自己株式 △14,554 △14,554

株主資本合計 839,425 1,450,212

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 96,194 115,086

為替換算調整勘定 41,789 43,119

評価・換算差額等合計 137,984 158,205

新株予約権 － 6,234

純資産合計 977,409 1,614,652

負債純資産合計 1,205,020 2,219,158
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（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９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 966,013

売上原価 673,541

売上総利益 292,472

販売費及び一般管理費 772,146

営業損失（△） △479,673

営業外収益  

受取利息 9,468

その他 1,970

営業外収益合計 11,438

営業外費用  

支払利息 2,008

株式交付費 1,723

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 51,639

経常損失（△） △519,874

特別利益  

投資有価証券売却益 7,112

関係会社株式売却益 468,981

固定資産売却益 3,700

新株予約権戻入益 696

特別利益合計 480,491

特別損失  

固定資産除却損 14,485

減損損失 53,691

投資有価証券評価損 90,799

たな卸資産廃棄損 11,956

たな卸資産評価損 117,977

貸倒引当金繰入額 453,671

特別損失合計 742,582

税金等調整前四半期純損失（△） △781,965

法人税、住民税及び事業税 3,860

法人税等調整額 △2,846

法人税等合計 1,014

四半期純損失（△） △782,979
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 460,033

売上原価 307,584

売上総利益 152,448

販売費及び一般管理費 366,682

営業損失（△） △214,233

営業外収益  

受取利息 7,922

その他 1,294

営業外収益合計 9,217

営業外費用  

支払利息 960

株式交付費 55

その他 0

営業外費用合計 1,016

経常損失（△） △206,033

特別利益  

関係会社株式売却益 468,981

固定資産売却益 3,700

貸倒引当金戻入額 △340

特別利益合計 472,341

特別損失  

固定資産除却損 14,485

減損損失 53,691

投資有価証券評価損 90,799

たな卸資産廃棄損 11,956

たな卸資産評価損 82,289

貸倒引当金繰入額 453,671

特別損失合計 706,894

税金等調整前四半期純損失（△） △440,585

法人税、住民税及び事業税 △550

法人税等調整額 △15

法人税等合計 △565

四半期純損失（△） △440,020
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △781,965

減価償却費 24,096

減損損失 53,691

のれん償却額 5,224

貸倒引当金の増減額（△は減少） 462,441

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,513

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） △1,190

受取利息及び受取配当金 △9,468

支払利息 2,008

株式交付費 1,723

固定資産売却益 △3,700

固定資産除却損 14,485

投資有価証券評価損益（△は益） 90,799

投資有価証券売却損益（△は益） △7,112

関係会社株式売却損益（△は益） △468,981

新株予約権戻入益 △696

たな卸資産廃棄損 11,956

たな卸資産評価損 117,977

支払手数料 46,438

売上債権の増減額（△は増加） 73,613

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,782

仕入債務の増減額（△は減少） △50,559

その他 1,138

小計 △471,169

利息及び配当金の受取額 738

利息の支払額 △1,643

法人税等の支払額 △19,516

法人税等の還付額 585

営業活動によるキャッシュ・フロー △491,004
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

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

子会社株式の取得による支出 △1,590

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△21,473

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

貸付けによる支出 △231,000

貸付金の回収による収入 211,000

敷金及び保証金の差入による支出 △24,460

敷金及び保証金の回収による収入 38,176

その他 △2,900

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,193

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 65,000

長期借入金の返済による支出 △24,167

株式の発行による収入 124,030

財務活動によるキャッシュ・フロー 164,863

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △318,214

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 113,709
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 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。 

  

 当社グループは、前連結会計年度において993百万円、当第２四半期連結累計期間において479百万円の大幅な

営業損失を計上し、また当第２四半期連結累計期間の営業キャッシュ・フローも△491百万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、連結子会社の売却により125百万円の調達、貸付金回収により40百万円の調達、希望退職の募集

及び役員報酬の減額ならびに従業員給与の減額により月額約15百万円の人件費圧縮、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削減で月額約10百万円の圧縮等を進め、削減効果を図ります。 

 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200百万円の資

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、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。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年２月28日） 

 （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 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

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 

 296,000  38,672  7,275 118,084  460,033  －  460,033

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 5,100  －  － 150  5,250  △5,250  －

計  301,100  38,672  7,275 118,234  465,283  △5,250  460,033

営業利益又は営

業損失（△） 
 47,383  △22,749  2,022 △59,157  △32,500  △181,733  △214,233

  

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 

 630,314  60,473  17,545 257,680  966,013  －  966,013

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 5,100  －  － 200  5,300  △5,300  －

計  635,414  60,473  17,545 257,880  971,313  △5,300  966,013

営業利益又は営

業損失（△） 
 94,047  △54,425  4,157 △130,833  △87,054  △392,619  △479,673

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  
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当第２四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年９月１日 至平成21年２月28日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が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。  

  

当第２四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年９月１日 至平成21年２月28日） 

 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。  

  

 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。この

結果、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２四半期連

結会計期間末において資本金が 千円、資本準備金が3,621,100千円となっております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

3,352,515
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「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９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高       1,337,318  100.0

Ⅱ 売上原価       974,258  72.9

売上総利益       363,059  27.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費       918,954  68.7

営業損失       555,895  △41.6

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  1,901           

２．受取配当金  73           

３．その他      2,750  4,725  0.4

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  2,285           

２．為替差損  8           

３．その他  21  2,315  0.2

経常損失       553,484  △41.4

Ⅵ 特別利益                

１．貸倒引当金戻入益  1,444           

２．固定資産売却益  328           

３．新株予約権戻入益  1,161  2,934  0.2

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除却損  31,446           

２．投資有価証券評価損  24,779           

３．投資有価証券売却損  5,229           

４．関係会社事業損失引当金
繰入額  

 12,902           

５．たな卸資産廃棄損  1,696           

６．たな卸資産評価損  7,960  84,015  6.3

税金等調整前中間純損失       634,566  △47.5

法人税、住民税及び事業
税 

 11,952           

法人税等調整額  △410  11,541  0.8

少数株主損失       13,178  1.0

中間純損失       632,929  △47.3
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（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９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税金等調整前中間純損失  △634,566

減価償却費  31,008

固定資産除却損  31,446

のれん償却額  12,007

貸倒引当金の増減額  △1,444

賞与引当金の増減額  9,724

退職給付引当金の増減額  △500

受取利息及び受取配当金  △1,974

支払利息  2,285

為替差損益  8

関係会社事業損失引当金
繰入額 

 12,902

投資有価証券売却損  5,229

投資有価証券評価損  24,779

新株予約権戻入益  △1,161

売上債権の増減額  234,744

たな卸資産の増減額  △114,838

仕入債務の増減額  △61,079

未収消費税等及び未払消
費税等の増減額 

 △1,003

その他  △28,946

小計  △481,376

利息及び配当金の受取額  1,771

利息の支払額  △1,960

法人税等の支払額  △6,890

法人税等の還付金  731

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △487,723
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △388

投資有価証券の売却によ
る収入 

 50

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 

 1,971

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △39,424

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △25,606

貸付による支出  △10,000

その他  21

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △73,833

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 

 △19,872

その他      △5,023

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △26,159

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △3,116

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額 

 △590,833

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中間
期末残高 

 916,332
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前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日） 

 （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 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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。 

  

前中間連結会計期間（自平成19年９月１日 至 平成20年２月29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。  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

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 

 776,906  78,217  9,736 472,457  1,337,318  －  1,337,318

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 2,019  1,859  － －  3,878  △3,878  －

計  778,925  80,076  9,736 472,457  1,341,197  △3,878  1,337,318

営業費用  653,785  169,815  5,994 604,294  1,433,889  459,324  1,893,213

営業利益又は営

業損失（△） 
 125,140  △89,738  3,742 △131,836  △92,692  △463,202  △555,895

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 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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