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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,917 △18.1 △100 ― △103 ― △275 ―

20年3月期 2,343 5.3 217 △40.5 155 △55.0 43 △73.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △9,652.38 ― △13.1 △4.3 △5.2

20年3月期 1,557.35 1,370.27 2.7 7.3 9.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 2,199 1,951 88.8 68,399.25
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  1,951百万円 20年3月期  2,265百万円

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

21年3月期 △408 △253 △27 933
20年3月期 65 △279 1,026 1,661

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

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、4ページ「1.経営成績 （1）経営成績に関する分析 （次期の見通し）」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 2,230 16.3 33 ― 30 ― 21 ― 735.86

1



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) 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（連結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） 

（注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

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 28,538株 20年3月期 28,506株

② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,889 △19.1 △133 ― △134 ― △304 ―

20年3月期 2,334 4.3 187 △46.3 125 △62.1 12 △92.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △10,657.15 ―

20年3月期 438.95 386.22

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 2,187 1,938 88.6 67,926.36
20年3月期 2,545 2,241 88.1 78,646.75

（参考） 自己資本 21年3月期  1,938百万円 20年3月期  2,241百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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、4ページ「1.経営成績 （1）経営成績に関する分析 （次期の見通し）」をご覧下さい。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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あたっての注意事項等については、
4ページ「1.経営成績 （1）経営成績に関する分析 （次期の見通し）」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 
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 2,197 16.3 20 ― 20 ― 14 ― 490.57
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績）  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱による影響を受け、急激な為替相場の変動等に

より企業収益が大きく減少し、雇用情勢も急速に悪化する等、非常に厳しい状況となっております。 

 当社グループ(当社及び連結子会社）の事業の中心である携帯電話市場は、普及の一巡化並びに携帯電話端末の

割賦販売制度の導入等の影響により消費者の買い換えサイクルが長期化した事、及び消費の低迷等により携帯電話

端末の出荷台数が前年同期比で大きく減少する等、厳しい事業環境が続いております。 

 このような環境の中、当社グループは、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等への事業展開を推進するとともに、当社グループの有する技術の新たな収益モ

デルとして、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。 

 ミドルウェア事業においては、主力製品である「MascotCapsule」を国内外の携帯電話端末及び携帯電話端末向

けチップへの提供を継続する一方で、携帯電話以外のデジタル家電機器等への「MascotCapsule」の搭載を拡大さ

せるために「MascotCapsule UI Flamework」、「MascotCapsule Renderion」等の営業活動を強化しており、受託

開発案件の受注、納品が順調に進展しております。また、携帯電話端末等でユーザインターフェースにおける演出

効果の構築を容易にする「３Ｄ View Package」の採用が順調に進みました。 

 アプリケーション事業においては、従来からの取り組みである「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の一環として、平成20年

４月にヤフー株式会社と共同で配信を開始した「キラキラ☆ストリート」の継続提供を始めとして、サービス分野

への積極的な提案活動を推進しております。又、ゲームコンテンツ向け自社パブリッシングブランド「HI Games & 

Publishing」を立ち上げ、その第一弾タイトルとして、平成20年12月に「ハムスターチャンネル」を配信開始いた

しました。 

  

 以上の施策の結果、当連結会計年度の売上高は1,917百万円（前期比18.1％減）となりました。営業損益につき

ましては、国内ライセンス収入の減少や円高による海外売上高の円換算売上高の減少、将来へ向けた人員の増加、

新規自社サービスの立ち上げ及び運営への投資等により、100百万円の営業損失（前連結会計年度は217百万円の営

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16百万円発生したものの、証券会社等への業務委託

手数料等が23百万円発生した事から、103百万円の経常損失（前連結会計年度は155百万円の経常利益）となりまし

た。当期純損益につきましては、投資有価証券の評価減25百万円が発生した事と、繰延税金資産の回収可能性を慎

重に検討した結果、将来において回収のスケジューリングが困難なものについての取崩を行い、法人税等調整額

129百万円を計上した事により、275百万円の当期純損失（前連結会計年度は43百万円の当期純利益）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  ミドルウェア事業   

 当連結会計年度における国内ライセンス収入は、普及の一巡化並びに割賦販売等の新販売方式や消費の低迷によ

る買い替え期間の長期化等により、前年同期比で大きく減少となりました。海外ライセンス収入につきましては、

順調に推移し外貨建での売上高は前年同期比で増加となりましたが、急激な円高の影響により円換算時の売上高が

前年同期比で減少となりました。受託開発収入につきましては、携帯電話端末向けの収入が前年同期比で減少する

一方、携帯電話端末以外の分野での収入が増加する事で、受託開発収入全体では、ほぼ前年並みとなりました。こ

の結果、国内・海外ライセンス収入の減少を受託開発収入でカバーする事が出来ず、当連結会計年度の売上高は

1,528百万円（前連結会計年度比17.3％減）となりました。営業利益につきましては、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ましたが、収益率の高いライセンス収入の減少による影響

で、491百万円の営業利益（前連結会計年度比31.2％減）となりました。  

  

②  アプリケーション事業 

 当連結会計年度において、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、従来型の受託開発から「サービスプラットフォーム」をベースとしたサービス開発

への移行を目指して、提案活動を行ってまいりました。この活動の成果として、大型のサービス案件の受注を獲得

し、一部受託開発売上を計上する事が出来ました。また、ゲームコンテンツ開発分野においても、従来型の受託開

発中心の収益モデルから、自社パブリッシングブランドによる自社製品の販売を開始する等、事業構造の転換を進

めております。これらの施策の結果、当連結会計年度の売上高は416百万円（前連結会計年度比19.6％減）となり

ました。営業損益につきましては、これら将来へ向けた施策への先行投資を吸収するには至らず、205百万円の営

業損失（前連結会計年度は69百万円の営業損失）となりました。   

  

１．経営成績
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（次期の見通し） 

  

 当社グループでは、事業の中心である携帯電話端末市場について、国内市場における出荷台数は前年度を下回る

と予想しております。海外市場においては、ほぼ前年並みの出荷台数と予想しております。このような市場環境が

予想される中、ミドルウエア事業においては、従来より進めてまいりましたデジタル家電等の携帯電話以外の分野

への事業展開について、具体的な案件として成果が出始めており、携帯電話市場からの収益の減少をカバーする事

を目指しております。アプリケーション事業においては、既存サービスの収益改善に加え、「サービスプラットフ

ォーム」を活用した、大型案件を受注する等の成果が出始めている事、アバターＡＳＰ事業等の新たな収益モデル

の構築等によって収益の拡大と黒字化を目指しております。 

 以上の結果、次期連結会計年度の売上高は2,230百万円（前期比16.3％増）と予想しておりますが、受託開発売

上の増加に伴う開発費用の増加や人員増加の影響により、営業利益は33百万円（前期は100百万円の営業損失）、

経常利益は30百万円（前期は103百万円の経常損失）を予想しております。当期純利益につきましては、21百万円

（前期は275百万円の当期純損失）を予想しております。 

  

 海外売上高における円換算時の為替レートは１ドル90円で予想値を算出しております。 

 為替相場の変動により、海外売上高の円換算時の売上高が変動し、業績予想に影響を与える場合があります。 

  

 なお、当社グループでは、平成22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定できるものの、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計上の次期がずれ、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、信頼性の高い

中間期の業績予想を算出する事は極めて困難であると考えております。平成22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月下旬を目処として開示させていただく予定で

す。 

   

(2）財政状態に関する分析 

① 財政状態 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて358百万円減少し、2,199百万円となりまし

た。これは、売掛金が351百万円増加したこと、たな卸資産が36百万円増加したこと、並びに無形固定資産が105百

万円増加した一方で、現金及び預金が717百万円減少したこと、及び繰延税金資産が128百万円減少したこと等が主

な要因であります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて44百万円減少し、247百万円となりました。これは、買掛金が

49百万円増加したこと、未払費用が42百万円減少したこと、未払法人税等が20百万円減少したこと、社債が20百万

円減少したこと、借入金が8百万円減少したこと等が主な要因であります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて313百万円減少し、1,951百万円となりました。これは、利益

剰余金が275百万円減少したこと、為替換算調整勘定が38百万円減少したことが主な要因です。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて727百万円減少し、933百万円とな

りました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの概況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） 

 営業活動の結果使用した資金は、408百万円（前連結会計年度は65百万円の獲得）となりました。、これは仕入

債務の増加49百万円やその他流動資産の減少20百万円、等の増加要因があったものの、税金等調整前当期純損失を

132百万円計上したこと、売上債権の増加356百万円など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、253百万円（前連結会計年度は279百万円の使用）となりました。これは無形固

定資産の取得による支出167百万円、投資有価証券の取得による支出30百万円、長期前払費用の取得による支出29

百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円など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、27百万円（前連結会計年度は1,026百万円の獲得）となりました。これは、社

債の償還による支出20百万円、長期借入金の返済による支出8百万円が主な要因であります。 
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

     

  （注）１．各指標は、いずれも連結の財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

         自己資本比率：（自己資本/総資産）×100 

時価ベースの自己資本比率：（株式時価総額/総資産）×100 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業活動によるキャッシュ・フロー 

               インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー/利息の支払額 

        ２．平成19年３月期については、当社株式は非上場であることから時価ベースの自己資本比率は記載しており

ません。 

        ３．有利子負債とは、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利息を支払っている全ての負債が対象と

なります。 

        ４．営業活動によるキャッシュ・フロー及び利息の支払額は、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されてい 

る「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いています。 

        ５．平成21年３月期の連結会計年度におきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシ

ュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。 

  

(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、企業としての競争力を確保しつつ、株主に対する利益還元を行っていくことを基本方針としております

が、これまで当社は、財務体質の強化を図るとともに、今後の事業展開に備え、必要な内部留保の確保を優先して

おり、利益配当を行っておりません。今後につきましても、当面は内部留保の充実化を優先する予定ですが、当社

グループの業績が計画通り順調に推移した場合には、内部留保とのバランスを図りながら、利益配当等の株主への

利益還元策を検討してまいります。  

 なお、内部留保資金は、市場ニーズに応える新製品の開発や研究開発活動等の投資資金として活用し、企業価値

の 大化を目指していく所存です。 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） 59.6 88.6 88.8  

時価ベースの自己資本比率（％）  － 206.2 38.8  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.5 0.9 －  

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 108.3 38.4 －  
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(4）事業等のリスク 

  当社グループの業績及び財務状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリス

クには以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当

社グループが判断したものであります。 

  

① 経済状況や流行等の変化によるリスクについて 

携帯電話等の組込み機器向けミドルウェア及びコンテンツ類は、当社グループの営業収益の主要な部分を占めて

います。しかし、当該ミドルウェア及びコンテンツ類はエンタテインメント性が高く、多くの場合ユーザにとって

必要不可欠なものとは言えません。したがって、その地域又は国の経済状況、流行等の変化により、当社グループ

の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。   

  

② 新製品開発に関するリスクについて  

 当社グループは研究開発型の企業グループであり、将来の成長は新製品の開発と販売に依存します。しかしなが

ら、当社グループがおかれた業界は急速な技術的進歩に支えられており、将来の成長は不確実なものであるため、

以下のようなリスクが存在します。これらの事象が発生した場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

・急激な技術の進歩や標準規格の変化等により、新製品を市場に投入できないこと 

・新製品の市場投入時期の遅れにより、製品が陳腐化すること                                               

・市場のニーズを充分に捉えきれず、魅力的な新製品を開発できないこと、また、開発した新製品の売上が伸びな

いこと 

  

③ 外的要因による業績の変動について  

 ミドルウェア事業における主な納入先は、通信キャリアや携帯端末メーカ、携帯端末向けチップメーカなどであ

ります。したがって、発注者である通信キャリアまたはメーカの販売方針や開発スケジュール並びに搭載製品の出

荷台数等に大きく左右され、受託開発売上やライセンス料収入の計上時期及び計上金額は、当社グループの計画と

大幅に乖離する可能性があります。今後は、当社グループが保有する技術の提供を海外や携帯端末以外の機器に拡

大し、外的要因による業績への変動の影響を緩和する方針でありますが、計画どおりに事業の拡大が図れない場

合、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。  

  

④ 競合他社の参入によるリスクについて  

当社グループの主力製品である「MascotCapsule」は、プラットフォームに依存せず、リアルタイム３Ｄレンダ

リングエンジン・ソフトウェアとして、限られたハードウェア資源でも高機能３Ｄアプリケーションが快適に動作

する環境を提供しており、携帯電話市場においては、国内及び海外において多くの機種に搭載されています。しか

しながら、競合他社が機能的・価格的に優位な製品で参入し、当社グループが市場シェアを維持することが困難に

なった場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、競合他社の参入により価

格競争が激化し価格面で競争力を失った場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。   

  

⑤ 海外事業展開上のリスクについて  

 当社グループの海外での生産活動及び販売活動は、北米、欧州及びアジアで行われており、以下のようなカント

リーリスクが存在します。これらの事象が発生した場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性

があります。 

・政権交代 

・予期しない法律又は規制等の変更 

・テロ、戦争、その他当社グループにとって不可抗力の外的要因 

  

⑥ 為替の変動によるリスクについて  

 当社グループの事業は、全世界をマーケットとしたものであり、今後も海外売上高の比率はますます高まってく

ることを想定しております。当社グループといたしましては、必要に応じて為替予約等の対策を行う方針ではあり

ますが、円換算時の為替レートの変動によっては、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

株式会社エイチアイ（3846）　平成21年３月期　決算短信

6



  

⑦ 知的財産権に関するリスクについて  

 当社グループは、研究開発型の企業グループであり、新製品の開発・販売を目指しております。しかし、仮に新

製品の開発に成功したとしても、現在特許申請中の事案も含め、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、当社グループの独自の技術ノウハウが特定の地域では知的財産権による完全な保護が不可能、又は限

定的にしか保護されない可能性があります。そのため、他社が当社グループの知的財産を使って類似した製品を製

造するのを効果的に防止できない可能性があります。さらに、当社グループの将来の製品又は技術は、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、当社グループの業績と財

務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑧ システムトラブルによるリスクについて  

 当社グループの事業は、コンピュータシステムを結ぶネットワークに依存しており、自然災害や不慮の事故等に

よって、これらのインフラが正常に機能しなくなった場合には、当社グループの生産及び営業活動に支障を来たす

可能性があります。また、通信キャリアやコンテンツプロバイダのサーバが作動しなくなったり、あるいは当社グ

ループや通信キャリア及びコンテンツプロバイダのハードウェア又はソフトウェアの欠陥等が原因となり、正常な

コンテンツ制作や配信、売買が行われない、又はシステムの停止に陥る可能性があります。さらに、外部からの不

正な手段によるコンピュータ内への侵入等の犯罪や当社の役職員の過誤等によって、当社グループが関与するコン

テンツが書き換えられたり、重要なデータを消去又は不正に搾取されたりするおそれがあります。これらの障害が

発生した場合には、当社グループに直接間接的に損害が生じ、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可

能性があります。  

  

⑨ ビジネスパートナーに関するリスクについて  

 当社グループは、将来における技術開発や国内外におけるビジネス展開において相乗的な効果を発揮するため、

積極的に他社と協業・提携を進めております。しかし、今後において予期せぬ事象により当事者間で不一致が生じ

た場合、相乗効果が期待できず当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑩ 人材の確保及び育成並びにプログラマー等の退職に関するリスクについて  

当社グループの事業は、その大半がヒューマンリソースに依存しております。当社グループでは優秀な人材の獲

得及び確保のための投資をしておりますが、経済状況や当社グループの業績によっては投資に見合う人材の獲得が

できない可能性があります。また、当社グループでは将来に向けた社内での人材育成に取り組んでおりますが、人

材の流動が激しい当業界においては、必ずしも育成した人材が当社の事業に寄与し続けるとは限らず、状況によっ

ては投資に見合う成果を生み出せない可能性があります。加えて、プログラマー等の退職者が一時的に多数発生し

た場合、または、競合他社へ転職した場合、技術力や開発力が低下し、当社グループの競争力の低下を招く可能性

があります。さらに、当社グループでは当社グループの事業展開に必要な人材の採用を進め、これにより、技術力

の向上あるいはサービスの質を維持又は向上させることを目指しておりますが、一方で、固定費の高止まりや増大

が生じ、競争力の低下を招く可能性があります。    
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  当社グループは、当社及び連結子会社３社（HI CORPORATION America, Inc. 、HI CORPORATION Singapore Pte. 

Ltd. 、HI KOREA & CO.）により構成されております。 

  当社グループはミドルウエアの企画・開発・ライセンス販売を主に行う「ミドルウエア事業」と、これらのノウ

ハウを活用したサービスやコンテンツの企画・開発・制作・運用を主に行う「アプリケーション事業」を主たる事

業としております。 

   

  前連結会計年度において連結子会社であったHI(CHINA)CORPORATIONは平成21年２月20日に清算を結了い たして

おります。 

  

   なお、各事業の内容及び事業系統図については、 近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における（事

業の内容）から重要な変更がないため、開示を省略いたします。 

  

   

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、快適なヒューマンインターフェースの創造による「豊かなコンピュータライフの実現」を企業

理念としております。ユーザがコンピュータやプログラム等の存在を意識せず、さまざまな電子機器を簡単かつ有

効に利用できるようなソリューションの提供によって、ユビキタスコンピューティングの環境が確立されていくこ

れからの社会に貢献することは、極めて重要なことであると考えております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループでは、事業拡大のため、研究開発活動の拡充によって新たな事業の柱となる技術やサービスを立ち

上げる必要があると考えております。そこで、継続的な研究開発活動を可能とするため、成長と高収益とを同時に

実現することを目的として、売上高経常利益率20％を目標とする経営指標としております。また、資本効率の向上

による株主価値の拡大を図る観点から、ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）も重要な経営指標と考えております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループでは、従来からの取り組みである携帯電話端末の出荷台数に左右されない事業基盤の確立を目指し

て、携帯電話端末以外のデジタル家電機器分野等への事業展開を推進するとともに、当社グループの有する技術の

新たな収益モデルとして、コミニュティ分野や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まい

りました。 

 ミドルウエア事業においては、従来型の「MascotCapsule」のライセンス収入による事業モデルに加えて、「UI 

Flamework」（低リソース環境でも２Ｄ/３Ｄユーザインターフェースの開発を容易にするソリューション製品）を

活用した、ユーザインターフェースのデザイン提案から開発までを提供する事業モデルを推進しており、特に携帯

電話端末以外のデジタル家電分野等において、受注が進んでおり、戦略の成果が現れ始めております。 

 アプリケーション事業においては、コミュニティ分野やＳＮＳ分野での継続的なサービス提供で培ったノウハウ

を活用し、新たなサービスの創出を目指してまいります。また、アバター関連事業への投資を進め、新たな収益の

軸として成長させてまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題   

  当社グループが対処すべき課題は以下のとおりです。 

  

① 携帯電話以外のデバイスへの事業展開について 

 当社グループの事業は、現状では携帯電話端末市場に大きく依存しており、事業の安定的な拡大を図るために、

新たな市場を開拓する必要があります。当社グループでは、車載機器（カーナビゲーション・カーオーディオ）、

デジタルカメラ、遊戯機器、その他のユーザインターフェースを必要とする機器を中心に、製品の開発及び提案活

動を進めております。今後さらに多くのデバイスに対応した製品の搭載に取り組むために、優秀な技術者の確保と

マーケティング力、営業力の強化が必要であります。  

  

② アプリケーション事業における収益モデルの確立と黒字化について   

  当社グループのアプリケーション事業においては、コニュミティ分野やＳＮＳ分野での継続的なサービス提供に

よる収益の獲得を目指しておりますが、現状では先行投資段階であり、営業損失を計上しております。これまでの

運用で培ったノウハウを活用し、既存サービスの黒字化を目指すとともに、「サービスプラットフォーム」を活用

した、新たなサービスの創出を通じて、高収益ビジネスモデルを確立していく必要があります。 

  

③ 海外での事業展開について  

  国内においては、携帯電話端末の普及が一巡化し、買い替えサイクルの長期化が進む等、出荷台数の大きな成長

が望めない状況にあります。そのような環境の中で、海外市場におきましては、市場規模の成長が継続している事

から、海外への事業展開を継続的に拡大させていく必要があります。 

  

④  研究開発体制の充実について 

 当社グループでは、「MascotCapsule」に代表されるグラフィックス関連技術を有しておりますが、製品価値を

持続させる為に、さらなる機能の向上が求められる上、競合他社の参入があった場合は価格競争も想定され、収益

性が低下する恐れがあります。これらの状況に対処する為に、基礎技術の研究開発に注力する必要がある一方で、

市場ニーズを的確に把握し、より効率的な研究開発体制を充実させる必要があります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,813,909 1,096,512

売掛金 104,862 456,607

たな卸資産 27,285 －

仕掛品 － 63,852

繰延税金資産 80,089 26,988

その他 71,239 52,003

貸倒引当金 △3,517 △11,438

流動資産合計 2,093,869 1,684,526

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 56,877 57,111

減価償却累計額 △32,216 △36,038

建物及び構築物（純額） 24,661 21,073

工具、器具及び備品 133,208 129,299

減価償却累計額 △98,149 △101,545

工具、器具及び備品（純額） 35,058 27,754

有形固定資産合計 59,720 48,827

無形固定資産   

ソフトウエア 188,056 292,335

その他 1,587 2,482

無形固定資産合計 189,644 294,817

投資その他の資産   

投資有価証券 52,332 50,776

差入保証金 84,703 85,161

長期前払費用 － 28,411

繰延税金資産 75,182 －

その他 1,822 6,657

投資その他の資産合計 214,041 171,006

固定資産合計 463,405 514,651

資産合計 2,557,275 2,199,177
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 76,371 125,570

1年内返済予定の長期借入金 8,330 －

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 27,282 6,871

受注損失引当金 4,130 －

関係会社清算損失引当金 13,979 －

その他 111,678 84,633

流動負債合計 261,773 237,075

固定負債   

社債 30,000 10,000

繰延税金負債 － 124

固定負債合計 30,000 10,124

負債合計 291,773 247,200

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,094,628 1,095,598

資本剰余金 1,045,808 1,046,778

利益剰余金 112,965 △162,421

株主資本合計 2,253,403 1,979,955

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 616 △237

繰延ヘッジ損益 453 －

為替換算調整勘定 11,028 △27,740

評価・換算差額等合計 12,099 △27,978

純資産合計 2,265,502 1,951,977

負債純資産合計 2,557,275 2,199,177
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,343,599 1,917,777

売上原価 945,679 1,100,255

売上総利益 1,397,920 817,521

販売費及び一般管理費 ※1,2  1,180,409 ※1,2  917,741

営業利益又は営業損失（△） 217,511 △100,220

営業外収益   

受取利息 4,985 4,979

助成金収入 1,580 －

受取保険料 422 －

為替差益 － 16,913

その他 560 3,360

営業外収益合計 7,548 25,253

営業外費用   

支払利息 1,943 726

株式交付費 7,003 671

上場関連費用 7,000 －

為替差損 53,502 －

支払手数料 － 24,971

その他 305 1,808

営業外費用合計 69,755 28,177

経常利益又は経常損失（△） 155,305 △103,144

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,366 －

特別利益合計 4,366 －

特別損失   

固定資産除却損 ※3  21,217 ※3  3,562

関係会社清算損失引当金繰入額 13,979 －

ソフトウエア臨時償却費 11,252 －

投資有価証券評価損 930 25,404

特別損失合計 47,380 28,966

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

112,291 △132,110

法人税、住民税及び事業税 126,237 11,169

過年度法人税等 － 3,088

法人税等調整額 △57,600 129,018

法人税等合計 68,637 143,276

当期純利益又は当期純損失（△） 43,653 △275,387
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 495,406 1,094,628

当期変動額   

公募増資による新株の発行 564,975 －

新株予約権の行使による新株の発行 34,247 970

当期変動額合計 599,222 970

当期末残高 1,094,628 1,095,598

資本剰余金   

前期末残高 446,586 1,045,808

当期変動額   

公募増資による新株の発行 564,975 －

新株予約権の行使による新株の発行 34,247 970

当期変動額合計 599,222 970

当期末残高 1,045,808 1,046,778

利益剰余金   

前期末残高 69,312 112,965

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 43,653 △275,387

当期変動額合計 43,653 △275,387

当期末残高 112,965 △162,421

株主資本合計   

前期末残高 1,011,304 2,253,403

当期変動額   

公募増資による新株の発行 1,129,950 －

新株予約権の行使による新株の発行 68,495 1,940

当期純利益又は当期純損失（△） 43,653 △275,387

当期変動額合計 1,242,097 △273,447

当期末残高 2,253,403 1,979,955

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,275 616

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △658 △854

当期変動額合計 △658 △854

当期末残高 616 △237

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 1,058 453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △604 △453
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 △604 △453

当期末残高 453 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 13,235 11,028

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,206 △38,769

当期変動額合計 △2,206 △38,769

当期末残高 11,028 △27,740

評価・換算差額等合計   

前期末残高 15,569 12,099

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,469 △40,077

当期変動額合計 △3,469 △40,077

当期末残高 12,099 △27,978

純資産合計   

前期末残高 1,026,873 2,265,502

当期変動額   

公募増資による新株の発行 1,129,950 －

新株予約権の行使による新株の発行 68,495 1,940

当期純利益又は当期純損失（△） 43,653 △275,387

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,469 △40,077

当期変動額合計 1,238,628 △313,524

当期末残高 2,265,502 1,951,977
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

112,291 △132,110

減価償却費 44,633 78,767

ソフトウエア臨時償却費 11,252 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,332 7,944

受注損失引当金の増減額（△は減少） 4,130 △4,130

関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） 13,979 △13,979

株式交付費 7,003 671

受取利息及び受取配当金 △4,985 △4,979

支払利息 1,943 726

為替差損益（△は益） 44,356 2,651

固定資産除却損 21,217 3,562

投資有価証券評価損益（△は益） 930 25,404

売上債権の増減額（△は増加） 177,731 △356,380

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,933 △36,566

仕入債務の増減額（△は減少） △46,495 49,414

未収・未払消費税等の増減額 △16,964 △2,642

その他 △26,430 1,465

小計 369,195 △380,183

利息及び配当金の受取額 4,985 5,200

利息の支払額 △1,712 △842

法人税等の支払額 △306,751 △32,177

営業活動によるキャッシュ・フロー 65,716 △408,003

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 △12,865 △12,462

定期預金の払戻による収入 － 2,402

有形固定資産の取得による支出 △24,968 △18,674

無形固定資産の取得による支出 △192,684 △167,093

投資有価証券の取得による支出 △48,600 △30,250

敷金の預入による支出 △8,550 －

敷金の回収による収入 5,724 －

長期前払費用の取得による支出 － △29,803

その他 2,104 2,731

投資活動によるキャッシュ・フロー △279,839 △253,149

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △103,000 －

長期借入金の返済による支出 △41,689 △8,330

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

株式の発行による収入 1,191,441 1,268

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,026,752 △27,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,145 △39,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 765,484 △727,456

現金及び現金同等物の期首残高 895,755 1,661,240

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,661,240 ※  933,784
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

HI CORPORATION America, Inc. 

HI CORPORATION Singapore  

Pte.Ltd. 

HI KOREA & CO. 

HI (CHINA) CORPORATION 

（1）連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

HI CORPORATION America, Inc. 

HI CORPORATION Singapore 

Pte.Ltd. 

HI KOREA & CO.  

  なお、HI (CHINA) CORPORATION

は、平成21年２月20日をもちまし

て清算が結了したため連結の範囲

から除外しております。 

  また、清算までの損益計算書に

ついては連結しております。 

（2）主要な非連結子会社の名称等 

   該当事項はありません。 

（2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関する事項    該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

  連結子会社の決算日は、12月31日で

あります。 

  連結財務諸表の作成にあたっては、

同決算日現在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、１月１日から連結決

算日３月31日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項     

（1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

イ 有価証券 

  その他有価証券 

 時価のあるもの 

 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。 

イ 有価証券 

  その他有価証券 

 時価のあるもの 

   同左 

   時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法を

採用しております。 

   時価のないもの 

       同左 

  ロ たな卸資産 

仕掛品 

 個別法による原価法を採用してお

ります。 

ロ たな卸資産 

  仕掛品 

   個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用して

おります。 

（会計方針の変更）   

    当連結会計年度より「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日公表分）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。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

イ 有形固定資産 

   当社は定率法を、また在外連結子会

社は主として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。 

    建物及び構築物   ３～15年 

   工具、器具及び備品 ４～20年 

イ 有形固定資産 

同左 

  （会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、平成

19年4月1日以降取得の固定資産について

は、改正法人税法に規定する償却方法に

より、減価償却費を計上しております。 

 これにより損益に与える影響は軽微で

あります。 

──── 

  （追加情報） 

 当社は、法人税法改正に伴い、平成19

年3月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の5％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の5％相当額と備忘価額と

の差額を5年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。 

 これにより損益に与える影響は軽微で

あります。 

──── 

  ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

  なお、市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込販売数量に基づ

く償却額と残存有効期間（３年以

内）に基づく均等配分額とを比較

し、いずれか大きい額を計上する方

法を採用しております。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（５年以内）に基

づく定額法を採用しております。 

ロ 無形固定資産 

     同左 

   ──── 

  

ハ  長期前払費用 

定額法を採用しております。 

（3）繰延資産の処理方法 イ 株式交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

イ 株式交付費 

   同左 

株式会社エイチアイ（3846）　平成21年３月期　決算短信

18



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（4）重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、当社は一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。また在外連結子会社

は主として特定の債権について回収

不能見込額を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

   ロ 受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失に備え

るため、当連結会計年度末において

損失が見込まれ、かつその金額を合

理的に見積もることが可能なものに

ついては、損失見込額を引当計上し

ております。 

 ロ  受注損失引当金 

  受注契約に係る将来の損失に備え

るため、当連結会計年度末において

損失が見込まれ、かつその金額を合

理的に見積もることが可能なものに

ついては、損失見込額を引当計上し

ております。 

  なお、当連結会計年度末において

は、引当金の計上はありません。 

  （追加情報） 

 当連結会計年度末における受注契約の

うち、損失の発生が見込まれる受注契約

が発生したため、当連結会計年度末より

損失が見込まれる受注契約に係る損失見

込額を計上しております。この結果、売

上総利益、営業利益、経常利益および税

金等調整前当期純利益がそれぞれ4,130

千円減少しております。 

──── 

  ハ 関係会社清算損失引当金 

 関係会社の清算に伴う損失に備え

るため、その損失見積額を引当計上

しております。 

 ハ  関係会社清算損失引当金 

──── 

（5）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。 

同左 

（6）重要なリース取引の処理

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。 

──── 

（7）重要なヘッジ会計の方法   ヘッジ会計の方法 

    平成18年3月期において、ヘッジ会

計の要件を満たさなくなりましたの

で、ヘッジ会計を中止しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（8）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  消費税等の会計処理  

    消費税及び地方 消費税の会計処理

は税抜方式によっております。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結キャッシュ・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 
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  前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

   該当事項はありません。 

  当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   該当事項はありません。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――― （リース取引に関する会計基準） 

    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、当連結会計年度より「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日改正））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日改正））を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。 

  これによる損益へ与える影響はありません。 

────  （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） 

    当連結会計年度より、「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」（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。 

     これによる損益へ与える影響はありません。  

表示方法の変更

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

  前連結会計年度まで無形固定資産の「その他」に含め

て表示しておりました「ソフトウエア」は、資産総額の

100分の5を超えたため区分掲記しました。 

  なお、前連結会計年度末の「ソフトウエア」は45,598

千円であります。 

（連結貸借対照表） 

   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日  内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「仕掛品」に区分掲記しており

ます。 

注記事項

（連結貸借対照表関係）
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

役員報酬 71,432（千円） 

給与手当 189,252（千円） 

業務委託費 78,355（千円） 

研究開発費 534,315（千円） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

役員報酬 63,034（千円） 

給与手当 199,889（千円） 

業務委託費 47,313（千円） 

研究開発費 289,978（千円） 

貸倒引当金繰入額 7,944（千円） 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 534,315 （千円） 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

289,978（千円） 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品   16 (千円）

商標権 64 (千円) 

ソフトウエア 21,136 (千円) 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品   490 (千円）

ソフトウェア 3,072 (千円) 
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）普通株式の発行済株式総数の増加5,616株は、公募増資による増加4,500株及び新株予約権の権利行使に伴う新 

    株の発行による増加1,116株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  （注）第１回の新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  22,890  5,616  －  28,506

合計  22,890  5,616  －  28,506

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

区分 
新株予約権 
の内訳 

新株予約
権の目的 
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結 
会計年度末 

残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結 
会計年度末 

提出会社 

（親会社） 

第１回 

新株予約権 

（注） 

普通株式  360  －  360  －  －

ストック・オプ

ションとしての

新株予約権 

－  －  －  －  －  －

連結子 

会社 
－ －  －  －  －  －  －

合計 －  360  －  360  －  －
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加32株は、新株予約権の権利行使に伴う新株の発行によるものであります。 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  28,506  32  －  28,538

合計  28,506  32  －  28,538

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

株式会社エイチアイ（3846）　平成21年３月期　決算短信

24



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） 

（千円） 

  

現金及び預金勘定  1,813,909

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 

 △152,668

現金及び現金同等物  1,661,240

（千円） 

現金及び預金勘定  1,096,512

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 

 △162,727

現金及び現金同等物  933,784

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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 

   当社のリース取引はすべて重要性の乏しいリース

取引で、リース契約１件あたりの金額が少額である

ため、注記を省略しております。   

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 

      当社のリース取引はすべて重要性の乏しいリース

取引で、リース契約１件あたりの金額が少額である

ため、注記を省略しております。 

      なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前

の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。  
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(注)その他有価証券で時価のない株式について前連結会計年度において930千円、当連結会計年度において25,404千

円の減損処理を行っております。 

  前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

   当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1)株式  50 380 330 50  356 306

(2)債券  － － － －  － －

(3)その他  1,935 2,645 709 －  － －

小計  1,985 3,025 1,039 50  356 306

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1)株式  － － － －  － －

(2)債券  － － － －  － －

(3)その他  － － － 1,935  1,516 △419

小計  － － － 1,935  1,516 △419

合計  1,985 3,025 1,039 1,985  1,872 △112

前連結会計年度 当連結会計年度 

(注）株式の減損処理にあたっては、期末における時価

が、取得原価に比べ50％以上下落した場合にはす

べて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合

には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮し

て必要と認められた額について減損処理を行って

おります。 

 (注)          同左 

  

前連結会計年度
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

  非上場株式  49,307  48,903

      

（デリバティブ取引関係）
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 前連結会計年度（平成20年３月31日） 

  

当社は、複数事業主制度に係る総合設立型厚生年金基金制度である関東ＩＴソフトウエア厚生年金基金に加入し

ておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算できないため、「退職給付に係る会計基準注解」

注12に定める処理を行っております。また、当連結会計年度における同基金への要拠出額は、19,263千円（従業員拠

出分を除く）であります。 

  

     （1）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31日現在） 

  

         （2）制度全体に占める当社の加入人員割合（平成19年３月31日現在） 

         0.16％ 

  

     （3）補足説明 

       上記(1)の差引額の主な要因は、剰余金25,115百万円、資産評価調整控除額11,946百万円、未償却過去勤 

      務債務残高△3,679百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は20年の元利均等償却であ 

      ります。 

  

  （追加情報） 

      当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号平成19年5月 

  15日）を適用しております。 

 当連結会計年度（平成21年３月31日） 

  

当社は、複数事業主制度に係る総合設立型厚生年金基金制度である関東ＩＴソフトウエア厚生年金基金に加入し

ておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算できないため、「退職給付に係る会計基準注解」

注12に定める処理を行っております。また、当連結会計年度における同基金への要拠出額は、19,564千円（従業員拠

出分を除く）であります。 

  

     （1）制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在） 

  

         （2）制度全体に占める当社の加入人員割合（平成20年３月31日現在） 

         0.17％ 

  

 （3）補足説明 

      上記(1)の差引額の主な要因は、剰余金18,756百万円、資産評価調整控除額△13,766百万円であります。 

              本制度における過去勤務債務の償却方法は20年の元利均等償却であります。 

   

（退職給付関係）

年金資産の額   146,083百万円 

年金財政計算上の給付債務の額    112,700百万円 

差引額     33,382百万円 

年金資産の額   145,958百万円 

年金財政計算上の給付債務の額    140,968百万円 

差引額     4,989百万円 
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

（ストック・オプション等関係）

  
平成14年 

ストック・オプション 
平成16年

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション 

付与対象者の

区分及び数 

当社の取締役   5名 

当社の従業員  21名 

当社の取引先等 3名 

当社の取締役  5名 

当社の監査役  1名 

当社の従業員  29名 

子会社の取締役 2名 

子会社の従業員 3名 

当社の取引先等 1名 

当社の取締役  6名

当社の従業員  97名

子会社の取締役 1名

子会社の従業員 15名

当社の取引先等 3名

株式の種類別

のストック・ 

オプション数 

普通株式 600株 普通株式 6,000株 普通株式 1,465株 

付与日 平成15年５月27日 平成17年１月25日 平成18年３月16日 

権利確定条件 

 付与日（平成15年５

月27日）以降、権利確

定日（平成16年９月30

日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成17年１

月25日）以降、権利確

定日（平成18年１月31

日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成18年３

月16日）以降、権利確

定日（平成20年３月31

日）まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 
平成15年５月27日～ 

平成16年９月30日 

平成17年１月25日～ 

平成18年１月31日 

平成18年３月16日～ 

平成20年３月31日 

権利行使期間 
平成16年10月１日～ 

平成21年９月30日 

平成18年２月１日～ 

平成26年１月31日 

平成20年４月１日～ 

平成28年２月29日 

    
平成14年 

ストック・オプション 
平成16年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション 

権利確定前 （株）       

前連結会計年度末    －  －  1,428

付与    －  －  －

失効    －  －  18

権利確定    －  －  1,410

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）       

前連結会計年度末    256  3,616  －

権利確定    －  －  1,410

権利行使    184  572  －

失効    －  －  －

未行使残    72  3,044  1,410
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② 単価情報 

    
平成14年 

ストック・オプション 
平成16年

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  36,250  68,750  68,750

行使時平均株価 （円）  456,652  405,154  －

公正な評価単価 

（付与日） 
（円）  －  －  －
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  
平成14年 

ストック・オプション 
平成16年

ストック・オプション 
平成18年

ストック・オプション 

付与対象者の

区分及び数 

当社の取締役   5名 

当社の従業員  21名 

当社の取引先等 3名 

当社の取締役  5名 

当社の監査役  1名 

当社の従業員  29名 

子会社の取締役 2名 

子会社の従業員 3名 

当社の取引先等 1名 

当社の取締役  6名

当社の従業員  97名

子会社の取締役 1名

子会社の従業員 15名

当社の取引先等 3名

株式の種類別

のストック・ 

オプション数 

普通株式 600株 普通株式 6,000株 普通株式 1,465株 

付与日 平成15年５月27日 平成17年１月25日 平成18年３月16日 

権利確定条件 

 付与日（平成15年５

月27日）以降、権利確

定日（平成16年９月30

日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成17年１

月25日）以降、権利確

定日（平成18年１月31

日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成18年３

月16日）以降、権利確

定日（平成20年３月31

日）まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 
平成15年５月27日～ 

平成16年９月30日 

平成17年１月25日～ 

平成18年１月31日 

平成18年３月16日～ 

平成20年３月31日 

権利行使期間 
平成16年10月１日～ 

平成21年９月30日 

平成18年２月１日～ 

平成26年１月31日 

平成20年４月１日～ 

平成28年２月29日 

    
平成14年 

ストック・オプション 
平成16年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション 

権利確定前 （株）       

前連結会計年度末    －  －  －

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    －  －  －

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）       

前連結会計年度末    72  3,044  1,410

権利確定    －  －  －

権利行使    8  8  16

失効    －  12  183

未行使残    64  3,024  1,211
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② 単価情報 

    
平成14年 

ストック・オプション 
平成16年

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  36,250  68,750  68,750

行使時平均株価 （円）  94,800  118,000  110,820

公正な評価単価 

（付与日） 
（円）  －  －  －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） （千円） 

繰延税金資産   

 賞与引当金  18,989

 未払事業所税  1,333

 売上高加算調整額  47,189

 貸倒引当金損金算入限度超過額  1,417

  受注損失引当金  1,681

  関係会社清算損失引当金  5,689

  連結子会社繰越欠損金  2,334

 未払事業税  3,298

 投資有価証券評価損  1,788

 減価償却超過額  160,652

 その他  491

評価性引当額  △88,857

計  156,007

繰延税金負債   

 繰延ヘッジ損益  △311

 その他有価証券評価差額金  △423

計  △734

  繰延税金資産の純額  155,272

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

繰延税金資産   

 未払事業所税  1,379

 売上高加算調整額  18,486

 貸倒引当金損金算入限度超過額  4,654

 未払事業税    1,333

  投資有価証券評価損    12,128

  減価償却超過額    176,697

  繰越欠損金  93,970

 その他  2,754

 評価性引当額  △284,416

計  26,988

繰延税金負債    

  その他有価証券評価差額金    △124

計     △124

  繰延税金資産の純額  26,863

  （千円）

 流動資産－繰延税金資産 26,988  

 固定負債－繰延税金負債 △124  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

  （千円）

 流動資産－繰延税金資産 80,089  

 固定資産－繰延税金資産 75,182  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

（％）    

法定実効税率  40.7

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 

 4.0

住民税均等割  2.9

評価性引当額の増減  22.4

連結子会社との税率差異  △8.9

その他  0.0

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 

 61.1

   当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計

上しているため、記載を省略しております。 
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31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427,217千円であり、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。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,925,374千円であり、その主なものは当社で

の余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より受注損失引当金

を計上しております。 この引当金の計上により、ミドルウェア事業の営業費用が4,130千円増加し、営業利

益が同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,840,675  502,924  2,343,599  －  2,343,599

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 8,722  15,281  24,003 (24,003)  －

計  1,849,397  518,206  2,367,603 (24,003)  2,343,599

営業費用  1,135,479  587,394  1,722,874  403,213  2,126,088

営業利益 

（又は営業損失（△）） 
 713,917  △69,188  644,729 (427,217)  217,511

Ⅱ．資産、減価償却費及び 

資本的支出 
          

資産  390,299  241,601  631,901  1,925,374  2,557,275

減価償却費  22,383  17,053  39,436  5,250  44,687

資本的支出  111,876  97,538  209,414  11,062  220,477

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 
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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385,937千円であり、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。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,116,332千円であり、その主なものは当社で

の余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

       

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日  

至平成21年３月31日）においては、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメ

ントの資産の金額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。 

  
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,517,297  400,479  1,917,777  －  1,917,777

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 11,504  15,995  27,499 (27,499)  －

計  1,528,802  416,474  1,945,277 (27,499)  1,917,777

営業費用  1,037,592  621,967  1,659,560  358,437  2,017,997

営業利益 

（又は営業損失（△）） 
 491,209  △205,492  285,716 (385,937)  △100,220

Ⅱ．資産、減価償却費及び 

資本的支出 
          

資産  629,755  453,089  1,082,844  1,116,332  2,199,177

減価償却費  37,158  36,812  73,970  4,373  78,343

資本的支出  143,354  30,880  174,234  5,932  180,166

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 

ｂ．所在地別セグメント情報
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31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。 

ｃ．海外売上高

  欧州 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  213,740  299,819  24,743  538,303

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,343,599

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.1  12.8  1.1  23.0

  欧州 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  189,773  290,103  26,596  506,472

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,917,777

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.9  15.1  1.4  26.4
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。  

（追加情報） 

  当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号  平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号  平成18年10月17日）を適

用しております。 

  なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

（関連当事者情報）

（企業結合等関係）
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（注）１．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 ２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 １株当たり純資産額 

 79,474.58円 

 １株当たり純資産額 

68,399.25円 

 １株当たり当期純利益金額 

1,557.35円 

 １株当たり当期純損失金額 

9,652.38円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  1,370.27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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。    

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  2,265,502  1,951,977

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,265,502  1,951,977

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 28,506  28,538

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失

金額(△) 
           

当期純利益又は当期純損失(△)（千円）  43,653  △275,387

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

(△)（千円） 
 43,653  △275,387

期中平均株式数（株）  28,031  28,531

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

普通株式増加数（株）  3,827  －

（うち新株予約権）  (3,827)  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり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３種類 

（64個、3,024個、1,211個） 
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,657,016 979,423

売掛金 102,867 450,231

仕掛品 27,915 66,247

前払費用 24,407 26,416

立替金 36,231 2,401

繰延税金資産 82,472 25,914

未収消費税等 8,284 10,926

その他 581 11,060

貸倒引当金 △3,481 △11,584

流動資産合計 1,936,294 1,561,037

固定資産   

有形固定資産   

建物 56,877 57,111

減価償却累計額 △32,216 △36,038

建物（純額） 24,661 21,073

工具、器具及び備品 102,295 106,096

減価償却累計額 △70,109 △79,428

工具、器具及び備品（純額） 32,185 26,667

有形固定資産合計 56,847 47,741

無形固定資産   

商標権 430 1,324

ソフトウエア 187,578 292,262

その他 1,157 1,157

無形固定資産合計 189,166 294,744

投資その他の資産   

投資有価証券 52,332 50,776

関係会社株式 114,416 114,416

出資金 － 4,779

関係会社出資金 35,421 －

差入保証金 83,533 83,533

長期前払費用 － 28,411

繰延税金資産 75,182 －

その他 1,822 1,878

投資その他の資産合計 362,708 283,794

固定資産合計 608,722 626,280

資産合計 2,545,017 2,187,318
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 86,755 132,055

1年内返済予定の長期借入金 8,330 －

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払金 36,802 28,053

未払費用 57,238 14,993

未払法人税等 25,381 4,716

前受金 － 27,832

預り金 7,019 9,634

前受収益 5,110 465

受注損失引当金 4,130 －

関係会社清算損失引当金 21,041 －

その他 1,304 958

流動負債合計 273,113 238,710

固定負債   

社債 30,000 10,000

繰延税金負債 － 124

固定負債合計 30,000 10,124

負債合計 303,113 248,835

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,094,628 1,095,598

資本剰余金   

資本準備金 1,045,808 1,046,778

資本剰余金合計 1,045,808 1,046,778

利益剰余金   

利益準備金 8,750 8,750

その他利益剰余金   

別途積立金 10,000 10,000

繰越利益剰余金 81,646 △222,407

利益剰余金合計 100,396 △203,657

株主資本合計 2,240,833 1,938,720

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 616 △237

繰延ヘッジ損益 453 －

評価・換算差額等合計 1,070 △237

純資産合計 2,241,904 1,938,482

負債純資産合計 2,545,017 2,187,318
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,334,577 1,889,627

売上原価   

当期製品製造原価 976,239 1,114,022

売上総利益 1,358,338 775,604

販売費及び一般管理費 ※1,2  1,170,421 ※1,2  909,470

営業利益又は営業損失（△） 187,917 △133,866

営業外収益   

受取利息 4,205 3,634

受取配当金 1 2

受取手数料 230 265

為替差益 － 18,915

その他 693 3,062

営業外収益合計 5,130 25,880

営業外費用   

支払利息 974 33

社債利息 969 692

株式交付費 7,003 497

上場関連費用 7,000 －

為替差損 51,122 －

支払手数料 － 24,971

その他 305 80

営業外費用合計 67,375 26,275

経常利益又は経常損失（△） 125,672 △134,261

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,380 －

特別利益合計 4,380 －

特別損失   

固定資産除却損 ※3  21,217 ※3  3,562

関係会社清算損失引当金繰入額 21,041 －

ソフトウエア臨時償却費 11,252 －

投資有価証券評価損 930 25,404

特別損失合計 54,442 28,966

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 75,610 △163,228

法人税、住民税及び事業税 123,286 5,261

過年度法人税等 － 3,088

法人税等調整額 △59,979 132,475

法人税等合計 63,306 140,825

当期純利益又は当期純損失（△） 12,304 △304,053
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製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 労務費    684,968  40.7  728,736  44.7

Ⅱ 経費 ※２  998,416  59.3  901,765  55.3

  当期総製造費用    1,683,385  100.0  1,630,501  100.0

  期首仕掛品たな卸高    56,219    27,915   

   合計    1,739,604    1,658,417   

  期末仕掛品たな卸高    27,915    66,247   

  他勘定振替高 ※３  735,449    478,147   

  当期製品製造原価    976,239    1,114,022   

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．原価計算の方法 

 原価計算の方法は、実際個別原価計算を採用してお

ります。 

１．原価計算の方法 

同左 

※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

      外注費        703,455（千円） 

      支払手数料     65,120（千円） 

      地代家賃      93,126（千円） 

       受注損失引当金 

             繰入額           4,130（千円） 

※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

      外注費        601,642（千円） 

      支払手数料     53,843（千円） 

      地代家賃      92,388（千円） 

        

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

      ソフトウェア  149,859（千円） 

      研究開発費    534,315（千円） 

      立替金           33,461（千円） 

      販売促進費      17,813（千円） 

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

      ソフトウェア  128,596（千円） 

      研究開発費    289,978（千円） 

      立替金           23,300（千円） 

            販売促進費       31,919（千円） 

      広告宣伝費       4,353（千円） 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 495,406 1,094,628

当期変動額   

公募増資による新株の発行 564,975 －

新株予約権の行使による新株の発行 34,247 970

当期変動額合計 599,222 970

当期末残高 1,094,628 1,095,598

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 446,586 1,045,808

当期変動額   

公募増資による新株の発行 564,975 －

新株予約権の行使による新株の発行 34,247 970

当期変動額合計 599,222 970

当期末残高 1,045,808 1,046,778

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 8,750 8,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,750 8,750

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 10,000 10,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,000 10,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 69,342 81,646

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 12,304 △304,053

当期変動額合計 12,304 △304,053

当期末残高 81,646 △222,407

利益剰余金合計   

前期末残高 88,092 100,396

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 12,304 △304,053

当期変動額合計 12,304 △304,053

当期末残高 100,396 △203,657
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,030,084 2,240,833

当期変動額   

公募増資による新株の発行 1,129,950 －

新株予約権の行使による新株の発行 68,495 1,940

当期純利益又は当期純損失（△） 12,304 △304,053

当期変動額合計 1,210,749 △302,113

当期末残高 2,240,833 1,938,720

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,275 616

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △658 △854

当期変動額合計 △658 △854

当期末残高 616 △237

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 1,058 453

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △604 △453

当期変動額合計 △604 △453

当期末残高 453 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,333 1,070

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,263 △1,307

当期変動額合計 △1,263 △1,307

当期末残高 1,070 △237

純資産合計   

前期末残高 1,032,418 2,241,904

当期変動額   

公募増資による新株の発行 1,129,950 －

新株予約権の行使による新株の発行 68,495 1,940

当期純利益又は当期純損失（△） 12,304 △304,053

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,263 △1,307

当期変動額合計 1,209,485 △303,421

当期末残高 2,241,904 1,938,482
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

 （自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
 （自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評

価方法 

（1）子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

（1）子会社株式 

同左 

  （2）その他有価証券 

時価のあるもの 

  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。 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法を採用

しております。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

仕掛品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用して

おります。 

（会計方針の変更）   

    当事業年度より「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日公表分）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．固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 

 定率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。 

 建物         ３～15年 

 工具、器具及び備品  ４～20年 

（1）有形固定資産 

同左  

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の固定資産については、改

正法人税法に規定する償却方法により、

減価償却費を計上しております。 

 これにより損益に与える影響は軽微で

あります。 

──── 

  （追加情報） 

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の5％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の

5％相当額と備忘価額との差額を5年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。 

 これにより損益に与える影響は軽微で

あります。 

────  
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項目 
前事業年度

 （自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
 （自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

  （2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 なお、市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込販売数量に基づ

く償却額と残存有効期間（３年以

内）に基づく均等配分額とを比較

し、いずれか大きい額を計上する方

法を採用しております。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（５年以内）に基

づく定額法を採用しております。 

（2）無形固定資産 

同左  

   ──── 

  

（3）長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

５. 繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

株式交付費 

            同左 

６．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

        同左 
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項目 
前事業年度

 （自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
 （自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

７．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

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勘

案し回収不能見込額を計上しており

ます。 

（1）貸倒引当金 

同左 

  （2）受注損失引当金 

  受注契約に係る将来の損失に備え

るため、当事業年度末において損失

が見込まれ、かつその金額を合理的

に見積もることが可能なものについ

ては、損失見込額を引当計上してお

ります。 

（2）受注損失引当金 

  受注契約に係る将来の損失に備え

るため、当事業年度末において損失

が見込まれ、かつその金額を合理的

に見積もることが可能なものについ

ては、損失見込額を引当計上してお

ります。 

  なお、当連結会計年度末において

は、引当金の計上はありません。  

  （追加情報) 

 当事業年度末における受注契約のう

ち、損失の発生が見込まれる受注契約が

発生したため、当事業年度末より損失が

見込まれる受注契約に係る損失見込額を

計上しております。この結果、売上総利

益、営業利益、経常利益および税引前当

期純利益がそれぞれ4,130千円減少して

おります。 

────  

  

   （3）関係会社清算損失引当金 

  関係会社の清算に伴う損失に備え

るため、その損失見積額を引当計上

しております。 

 （3）関係会社清算損失引当金 

──── 

  

８．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。 

──── 

９．ヘッジ会計の方法    ヘッジ会計の方法 

  平成18年３月期において、ヘッジ会計

の要件を満たさなくなりましたので、ヘ

ッジ会計を中止しております。  

同左  

10．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

同左 

株式会社エイチアイ（3846）　平成21年３月期　決算短信

48



  前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

   該当事項はありません。 

  当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   該当事項はありません。 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

――― （リース取引に関する会計基準） 

  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、当事業年度より「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日改正））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日改正））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

  なお、これによる損益へ与える影響はありません。 

注記事項

（貸借対照表関係）
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は3％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は97％であり

ます。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬   71,432（千円）

給与手当 148,081（千円）

業務委託費 148,060（千円）

研究開発費 534,315（千円）

減価償却費 4,017（千円）

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は7％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は93％であり

ます。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 63,034（千円）

給与手当 165,006（千円）

業務委託費 92,406（千円）

研究開発費 289,978（千円）

減価償却費 7,250（千円）

貸倒引当金繰入額 8,102（千円）

※２ 研究開発費の総額 

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

534,315（千円）

※２ 研究開発費の総額 

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

289,978（千円）

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品    16（千円）

商標権 64（千円）

ソフトウエア 21,136（千円）

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品    490（千円）

ソフトウェア 3,072（千円）

   

（株主資本等変動計算書関係）
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  前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月

31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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 

   当社のリース取引はすべて重要性の乏しいリース

取引で、リース契約１件あたりの金額が少額である

ため、注記を省略しております。 

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 

      当社のリース取引はすべて重要性の乏しいリース

取引で、リース契約１件あたりの金額が少額である

ため、注記を省略しております。 

      なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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。  

（有価証券関係）
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） （千円） 

繰延税金資産   

 賞与引当金 18,989

 未払事業所税 1,333

 売上高加算調整額 47,189

 貸倒引当金損金算入限度超過額 1,417

 受注損失引当金 1,681

 関係会社清算損失引当金 8,563

 未払事業税 3,298

 投資有価証券評価損 1,788

 減価償却超過額 160,652

 評価性引当額 △86,523

計 158,390

繰延税金負債   

 繰延ヘッジ損益 △311

 その他有価証券評価差額金 △423

計 △734

  繰延税金資産の純額 157,655

繰延税金資産   

 未払事業所税 1,379

 売上高加算調整額 18,486

 貸倒引当金損金算入限度超過額 4,714

 未払事業税 1,333

 投資有価証券評価損 12,128

 減価償却超過額 176,697

 繰越欠損金 93,970

 繰越外国税額控除 1,620

 評価性引当額 △284,416

計 25,914

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △124

計 △124

  繰延税金資産の純額 25,790

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

（％）   

法定実効税率  40.7

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 

 6.0

住民税均等割  4.3

評価性引当額の増減  33.3

その他  △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 

 83.7

   当事業年度は、税引前当期純損失を計上している

ため、記載を省略しております。 

（企業結合等関係）
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（注）１．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 １株当たり純資産額 

78,646.75円 

 １株当たり純資産額 

67,926.36円 

 １株当たり当期純利益金額 

438.95円 

 １株当たり当期純損失金額 

10,657.15円 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

386.22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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。  

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  2,241,904  1,938,482

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,241,904  1,938,482

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
 28,506  28,538

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失

金額(△) 
        

当期純利益又は当期純損失(△)（千円）   12,304  △304,053

普通株主に帰属しない金額（千円）   －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

(△)（千円） 
 12,304  △304,053

期中平均株式数（株）  28,031  28,531

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

普通株式増加数（株）  3,827  －

（うち新株予約権）  (3,827)  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり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３種類 

（64個、3,024個、1,211個） 
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）
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（1）生産実績 

  当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（2）受注状況 

  当連結会計年度における生産業務は、ライセンス販売を目的とした見込生産であり、個別受注生産の占める割合

が低く、今後も低くなる事が予測されるため、受注金額の記載を省略しております。 

  

（3）販売実績 

  当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１． 近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

６．生産、受注及び販売の状況

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％） 

 ミドルウェア事業   （千円）  719,669  129.2

 アプリケーション事業 （千円）  550,265  108.0

合計（千円）  1,269,935  119.1

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％） 

 ミドルウェア事業   （千円）  1,517,297  82.4

 アプリケーション事業 （千円）  400,479  79.6

合計（千円）  1,917,777  81.8

相手先 

前連結会計年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

 株式会社ＮＴＴドコモ  557,008  23.8  483,779  25.2

 バンダイネットワークス株式

会社 
 623,924  26.6  313,939  16.4

 Sony Ericsson Mobile 

 Communications AB 
 210,392  9.0  197,096  10.3
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