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1.  21年12月期の業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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12月期 3,151 19.3 45 △37.2 40 △38.6 18 △76.6
20年12月期 2,641 ― 73 ― 65 ― 81 ―

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12月期 929.32 923.76 2.6 3.0 1.5
20年12月期 3,956.83 3,915.22 11.7 4.4 2.8
（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12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12月期 1,316 738 56.1 36,315.23
20年12月期 1,483 735 49.6 35,642.98
（参考） 自己資本   21年12月期  738百万円 20年12月期  735百万円

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12月期 △17 △109 △96 521
20年12月期 31 △18 △140 744

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年12月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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）

 

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 1,546 5.1 18 0.3 14 △8.2 13 ― 676.68

通期 3,256 3.3 38 △15.6 31 △22.0 28 52.3 1,421.90
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

［（注）詳細は、29ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。］ 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、34ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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12月期 20,626株 20年12月期 20,626株
② 期末自己株式数 21年12月期  281株 20年12月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想に記載した数値は、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
の変化により上記予想数値と異なる場合があります。 
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①当期の経営成績 

当事業年度（平成21年１月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外

経済の改善や経済対策の効果により、緩やかながら生産や個人消費の持ち直しの動きが見られたもの

の、依然として失業率は高い水準にありデフレの兆候も見受けられるなど、年間を通して厳しい状況が

続きました。 

 当社が事業を展開するモバイルインターネット市場につきましては、平成21年12月末現在における国

内の携帯電話利用者数は前年末比約479万人増の11,061万人、第３世代携帯電話の加入者数は前年末比

1,010万人増の10,617万人、携帯電話によるインターネット接続サービスの契約者数は前年末比211万人

増の9,228万人となり、高速通信によるインターネット利用が可能な携帯電話は引き続き緩やかに普及

を続けております。 

 こうしたことを背景に、モバイルコンテンツ・コマース市場は引き続き拡大すると見込まれておりま

す。広告市場全体では昨今の景況から４マス媒体と呼ばれるテレビ、ラジオ、新聞、雑誌への広告を中

心に広告出稿を控える企業が見られ、総広告費は減少傾向にありますが、当社が主力事業を展開するモ

バイル広告市場においては、販売単価の下落もみられるものの、平成20年は前年比47％増の913億円の

市場規模に成長するなど、厳しい景況下においても引き続き拡大傾向にあります。 

 このような事業環境の中で、当社ではモバイル広告分野やモバイル検索エンジン分野を中心としたモ

バイルマーケティングサービスの提供、モバイルコマースやモバイルメディア領域を中心としたモバイ

ルソリューションサービスの提供、広告主・メディア運営者双方にとってメリットの高い高付加価値の

広告配信サービス（アドネットワーク）の開発、消費者参加型メディアや情報提供型メディアなどモバ

イルユーザーの生活を豊かにするモバイルメディアの運営といった、成長性の高い事業の更なる発展

と、将来を見据えて新規サービスの構築に注力してまいりました。 

 その結果、当事業年度は公式サイトや情報系サイトからの広告出稿が堅調に推移したことから、売上

高は前期を19.3％上回る3,151百万円となりました。また、業務効率改善施策により生産性が向上した

ことや新規に立ち上げた公式サイトにおいて費用対効果の高いプロモーション施策を講じたことなどの

結果、販管費及び一般管理費が抑制されましたが、一部広告における販売単価の下落や高利益率の見込

まれる自社商材の開発が長期化し収益化が遅れたことなどから、営業利益は前期を37.2％下回る45百万

円、経常利益は前期を38.6％下回る40百万円となりました。当期純利益は本社移転費用を特別損失に計

上したほか、繰延税金資産の減少に伴い税金費用が発生した結果、前期を76.6％下回る18百万円となっ

ております。 

  

（モバイルマーケティング事業） 

 モバイルマーケティング事業を取り巻く環境としましては、検索と連動したモバイルリスティング広

告や費用対効果の高いアフィリエイト広告など、広告市場は引き続き高い成長を維持しておりますが、

昨今の景況から一部で販売単価の下落が見られております。 

 こうした環境下において、当社ではモバイルメディアを専門として取り扱うことにより培った深い知

見と高い提案力に、幅広い広告ラインナップとモバイルＳＥＯ（Search Engine Optimization）の技術

力を併せ、顧客ニーズに合わせた 適なサービス提案を行ってまいりました。その結果公式サイトや情

報系サイトなどからの広告出稿が堅調であったため、売上高は前期を8.2％上回る2,412百万円、営業利

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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益は前期を58.7％下回る103百万円となりました。 

  

（その他事業） 

 その他事業としましては、モバイルユーザー及びモバイルサイトに対する深い知見、高い技術力をも

とに、モバイルコマース領域・モバイルメディア領域における開発案件の受注や、企業の広告掲載によ

る広告収入を主な収入源とする消費者参加型メディアの企画・開発・運営を行っております。 

 また、広告主とメディア運営企業双方の利便性向上を目的としたアドネットワークの開発や、ニッチ

な需要を取り込む公式サイトの開発など、将来的な収益構造の転換を念頭に置き、新たなサービスの創

出も積極的に進めてまいりました。 

 その結果、売上高は前期を80.7％上回る738百万円、営業利益は前期を16.1％上回る52百万円となり

ました。 

  

（注） 

 前事業年度においては、「モバイルソリューション事業」「モバイルマーケティング事業」「その他

事業」の３事業に区分しておりましたが、「モバイルソリューション事業」は売上高全体に占める割合

が10％に満たないことから、当事業年度より「その他の事業」に変更し、２区分とすることにいたしま

した。 

 また、等事業年度より、モバイルＳＥＯ事業はこれまで「その他の事業」に含めておりましたが「モ

バイルマーケティング事業」に、アフィリエイトサービス「ＢＹＰＡＳＳ」は「モバイルマーケティン

グ事業」に含めておりましたが「その他の事業」に、各事業の種類・性質の類似性を鑑みた結果変更す

ることにいたしました。 

  

 ②来期の見通し 

 来期につきましては、引き続き新規サービスの開発を積極的に行うとともに、今期開発した新規サー

ビスの収益化を進めることにより、既存事業の付加価値向上と将来的な利益構造の変革を進めてまいり

ます。 

 これにより、通期の売上高は3,256百万円、営業利益38百万円、経常利益31百万円、当期純利益28百

万円を予想しております。 

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期決算短信（非連結） 
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末における資産につきましては、前事業年度末に比べ167百万円減少して1,316百万円とな

りました。これは主として、借入金の返済や移転に伴う敷金の支払い、賞与の支給、納税等にともない

現預金が減少した一方で、自社商材の新規開発によりソフトウェア資産が増加したことなどによりま

す。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べて170百万円減少しました。これは、借入金の返済や買掛

金の減少、賞与引当金の減少などによります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べて３百万円増加して738百万円となっております。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて222百

万円減少して、残高は521百万円となりました。 

（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、17百万円となりました。 

 主な収入要因は税引前当期純利益として31百万円、減価償却費として28百万円、のれん償却として24

百万円計上したことによるものであり、主な支出要因は未払金の減少により27百万円、仕入債務の減少

により25百万円、賞与引当金の減少により21百万円、売上債権の減少により21百万円計上したことによ

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、109百万円となりました。 

 主な支出要因はソフトウェア開発に伴う無形固定資産の取得による支出54百万円、敷金保証金の差入

による支出34百万円を計上したこと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） 

 財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは96百万円となりました。 

 主な収入要因は長期借入による収入50百万円を計上したことによるものであり、主な支出要因は長期

借入金の返済による支出132百万円を計上したことによるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
   
 自己資本比率：自己資本／総資産 
 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
  (注１) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 
    (注２) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 
  (注３) 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を 
   対象としています。 

(2) 財政状態に関する分析

平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率 49.6 56.1

時価ベースの自己資本比率 55.2 71.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1,120.4 △1,611.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

4.2 △3.5

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期決算短信（非連結） 

5
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当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と考えており、利益配当については、事業展開の

状況と各期の経営成績を踏まえた上での実施を基本方針としております。 

 しかしながら継続的な成長を維持するため、当事業年度においては既存事業の拡充や新規サービスの

構築、経営環境・事業環境の強化を目的とした投資が必要と考え内部留保に務めており、配当は実施し

ておりません。 

 今後につきましては業績推移等を勘案しながら、株主の皆様への利益還元を検討していく所存であり

ます。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期決算短信（非連結） 
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以下において、当社の財政状態及び経営成績に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主

な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資

判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示し

ております。 

 当社は、これらのリスクの発生の可能性を認識したうえで、発生の防止及び発生した場合の対応に

大限努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、本項目以外の記載内容も合わせて、慎重に検討

したうえで行われる必要があると考えております。 

 また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご

留意願います。 

 なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

  

①現在の事業内容に関するリスクについて 

（イ）インターネット市場の成長性について 

 当社はインターネットに関連する事業を主たる事業対象としているため、個人及び法人によるインタ

ーネット利用の更なる促進が成長のための基本的な条件となります。総務省の「平成20年通信利用動向

調査の結果」によれば、インターネット利用者数は対前年比で280万人増である9,091万人となりまし

た。 

 これを個人に限ってみると、インターネットを携帯電話やＰＨＳなどの移動端末から利用する人の数

は対前年比219万人増の7,506万となり、利用率の伸びは鈍化してきているものの、今後市場のニーズは

変化していく可能性があり、その将来性はいまだ不透明な部分があります。また、インターネットの普

及に伴う弊害の発生や利用に関する新たな規制の導入その他予期せぬ要因により、当社の想定している

事業計画が遂行できず、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

（ロ）インターネット広告市場の成長性について 

 当社は携帯電話を利用した企業のマーケティング活動を支援するモバイルマーケティング事業を主た

る事業対象としているため、インターネット広告及びモバイル広告市場の成長が当社の成長のための前

提の一つとなっております。インターネット広告及び携帯電話を利用したモバイル広告市場は成長を続

けており、株式会社電通の「2008年（平成20年）日本の広告費」によれば、平成20年のインターネット

広告費（媒体費）は前年比117.0％の5,373億円、なかでも検索連動広告費は前年比122.9%の1,575億

円、モバイル広告費は前年比147.0%の913億円と急成長をしております。このような傾向は今後も継続

してゆくと考えておりますが、マスメディア広告に比べ未だ市場規模が小さく、成長過程にあるインタ

ーネット広告及びモバイル広告は、景気動向の変化や広告主の広告戦略の変化等による影響を受けやす

い状況にあるため、期待通りに市場の成長が進まず、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能

性があります。 

  

（ハ）通信ネットワーク及びシステム障害等について 

 当社の事業は、携帯電話やPC、サーバ機器を結ぶ通信ネットワークやコンピュータシステムに依存し

ており、自然災害・事故（社内外の人的要因によるものを含む）・故障等により通信ネットワークやコ

ンピュータシステムが使用不能になった場合、サービスの提供が不可能となり、当社の財政状態及び経

(4) 事業等のリスク
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営成績に影響を与える可能性があります。 

  

（ニ）納品及び検収の遅延等による影響について 

 当社では、顧客企業からソフトウェアやコンテンツ、システム開発等を受託する場合、合意した納期

どおりにシステム等を納入することが求められます。 

 しかしながら、何らかの事情によって、当初予定よりも受託したソフトウェアやシステムの開発が遅

れ、納品の遅延が起こる場合や納品後に瑕疵が発生し検収が遅延する場合には、当初見込んでいた売上

計上が遅延する可能性があるだけでなく当社に対する信用の低下や経費の増大、違約金が発生するなど

の可能性があります。 

 当社においては、このようなリスクを回避するために、開発案件別の工数管理を徹底することによっ

て、納品における遅延発生の回避や納品物に瑕疵が生じないように努めておりますが、検収に遅延が生

じた場合、また、納品物に瑕疵が生じた場合には当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性が

あります。 

  

（ホ）収益性の低い案件の発生の可能性について 

 当社の事業のうち、ソフトウェアやコンテンツ、システム開発については、作業開始時から検収まで

の費用発生を開発案件別に管理し、売上計上時の収益性を確保できると判断したうえで受注を行ってお

ります。 

 しかし、開発初期段階において顧客との間で決定された仕様に対して当社と顧客との間で認識の違い

が生じる場合があり得ます。また、新技術を伴ったソフトウェアやコンテンツ、システム開発案件の受

注においては、必要とされる機能の実現や新技術習得のために予定外の費用が発生する可能性もありま

す。これらのような場合には、仕様の認識違い又は新技術に起因する瑕疵の発生への対応によって、予

定していた工数の超過などが発生し、採算が悪化することにより、当社の財政状態及び経営成績に影響

を与える可能性があります。 

 また、受注時には収益性が高いと見込まれていた開発案件であっても、外部環境の変化等の要因によ

って、予定外の費用が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

（ヘ）プログラム不良について 

 当社が顧客に対して納品したコンテンツ、ソフトウェア、システムに瑕疵の存在が判明した場合に

は、顧客の事業におけるサービスの中断や停止及びユーザーのデータ破損等が生じる可能性がありま

す。 

 当社では、顧客への納品前に社内において品質管理を行い、また、顧客も検収に際して納品物につい

ての品質の確認を行ったうえで検収を行っていますが、検収時に発見されなかった瑕疵が検収後に生じ

た場合には、当社は顧客から損害賠償等を請求される可能性があるほか、当社の社会的な信用が低下

し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

（ト）広告枠の確保について 

 当社の事業のうちモバイルマーケティング事業は、コンテンツ・メディアサービス事業者との提携、

及び自ら所有するコンテンツ・メディアサービスによって広告枠を獲得しておりますが、今後広告主の

増大に応じて広告枠を拡大することができなかった場合には、事業規模の拡大が困難になる可能性があ
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るほか、仕入原価の高騰や販売価格の低下等により収益性が悪化し、当社の財政状況及び経営成績に

影響を与える可能性があります。 

  

（チ）情報セキュリティについて 

 当社では情報管理の重要性を十分に認識し、情報に対するセキュリティの強化や情報管理体制の整備

に努めておりますが、今後、外部からの不正手段による当社運用サーバ等のネットワーク内への侵入

や、役職員の不適切な作業などにより、システム障害、機密情報や顧客情報の漏洩などが起こる可能性

があり、当社の社会的な信用の低下や、顧客・被害を被った第三者からの損害賠償等によって、当社の

財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 また、コンピュータウイルス等の影響により、当社の事業に限らず、今後、インターネットや携帯電

話等のネットワークの信頼性に重大な影響を与える事態が生じた場合には、それらのネットワークを利

用したサービス全体に対する不信感によって、間接的に当社の事業が影響を受ける可能性があり、当社

の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

（リ）個人情報の管理について 

 当社ではモバイルソリューション事業において、顧客の保有する個人情報を含むコンテンツやソフト

ウェア、システムの開発の受託を受ける場合があるほか、当社が運営するモバイルコンテンツ・メディ

アサービスの利用者の個人情報を保有、管理しております。こうした情報は当社において守秘義務があ

り、個人情報の取扱については、データへのアクセス制限を定めるなどの対策を講じております。な

お、当社は、平成19年６月18日には個人情報保護体制確立の観点から、プライバシーマークを取得して

おります。 

 しかし、外部からの不正アクセスやコンピュータウイルス、役職員の過失などによってこれらの個人

情報の漏洩・紛失が生じた場合には、当社の社会的信用の低下や損害賠償の請求などによって、当社の

財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

②技術革新及び競合に関するリスクについて 

 当社が事業展開を行っているインターネット関連技術や携帯電話をはじめとする情報家電技術は急速

に進歩しており、多くの参入企業によって新技術・新サービスが常に生み出されております。 

 当社は競争力のある製品・サービスを提供し続けるために、それら新技術・新サービスに対応した商

材の開発や受託開発等をしていくことが必要であり、当社ではこれらの変化に対応すべく常に努力を続

けておりますが、万一新技術への対応に遅れが生じ、当社が提供している商材等が陳腐化する場合や、

当社が採用した新技術が浸透しなかった場合には、競合他社に対する当社の競争力が低下することによ

り、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 また、インターネット関連分野、中でもモバイル関連分野は、新規参入者の増加や既存企業の事業拡

大等によって競争激化の傾向にあることから、当社は競争激化に対応すべく、新たな製品・サービスの

開発・提供、各種ノウハウの蓄積、蓄積されたノウハウに基づく質の高いコンサルティング営業の提

供、優秀な人材の獲得と教育をはじめ組織力の強化に取り組んでおりますが、将来にわたって優位性を

維持できる保証はなく、競争激化による収益力の低下やサービス・広告単価の下落等によって当社の財

政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期決算短信（非連結） 

10



③事業展開に関するリスクについて 

（イ）新規事業、新規サービス・製品の立ち上げに伴うリスクについて 

 当社では事業拡大を行ううえで、従来までの技術やノウハウを活かした新規事業や新規サービス・製

品を提供することが必要であると認識しております。このため、新規事業や新規サービス・製品への投

資については、その市場性などについて十分な検証を行ったうえで投資の意思決定を行っております

が、市場環境の変化や不測の事態により、当初予定していた投資回収を実現できない可能性がありま

す。また、新規事業や新規サービス・製品の立ち上げには、一時的に追加の人材採用、研究開発又は設

備投資等が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

（ロ）海外における事業展開について 

 インターネット関連分野は、日本だけでなく世界的にも拡大しております。そうした状況の中で当社

では、携帯電話向けコンテンツ開発などで培ったノウハウを利用した海外展開を行う予定であります。

 当社は、進出先の市場動向の調査や参入形態の考慮、共同開発や事業提携先海外企業の調査を十分に

行い事業リスクの軽減を図りながら事業展開していくことを基本とする予定でおります。しかしなが

ら、当該進出対象国における市場規模が当社の予測を下回る可能性、当該進出対象国における法的規制

の変更の可能性、取引相手となる海外企業との商習慣の違い、日本において培ったノウハウやソフトウ

ェアが海外でも同じように適用できない場合、その他、競合企業の存在や知的財産権の取扱方法の違い

又は為替変動等の要因により、事業展開及びその成果が当初予測と異なる場合には、当社の財政状態及

び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

（ハ）無形固定資産のソフトウェア価値について 

 当社が販売またはサービス提供を目的として開発したソフトウェアの制作費については、無形固定資

産として計上しており、当事業年度における残高は92百万円となっております。 

 当社のソフトウェア制作については、事業戦略や事業計画に基づいて行っておりますが、その成果物

が市場ニーズに合致しない場合など、ソフトウェアの経済的価値が著しく減少する場合には、当該経済

価値の減少部分について無形固定資産として計上したソフトウェアを一時の費用または損失として処理

する必要が生じ、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

④会社組織に関するリスクについて 

（イ）小規模組織であることについて 

 当社は本書提出日現在、取締役４名、監査役３名、従業員66名と小規模組織で事業を展開しておりま

す。また、内部管理体制につきましても組織の規模に応じたものとなっております。 

 当社は今後、事業拡大のために人員増強及び内部管理体制の一層の充実を図る所存でありますが、人

材等の拡充が進まない場合や既存の人材が社外に流出した場合など、当社の内部管理体制の拡充が進ま

ない場合には、当社の経営活動やコンプライアンスを含めたコーポレートガバナンス体制に支障が生

じ、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（ロ）人材確保について 

 当社が今後事業拡大を行うためには、携帯電話向けのシステム開発技術者や、サービス提供のための

企画・営業担当、モバイルマーケティング事業提供のためのコンサルティング営業担当、拡大する組織
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に対応するための管理担当などの各部門において優秀な人材をいかに確保していくかが重要となりま

す。 

 しかし、同業他社との間において人材獲得競争(人材の流動化)が高まっており、当社では優秀な人材

の確保に努める所存でおりますが、事業拡大に十分な人材確保ができない場合や当社の役職員が当社か

ら離脱した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤法的規制等に関するリスクについて 

（イ）事業展開上の法的規制等について 

 本書提出日現在、当社が事業展開を行ううえで直接的影響を受けるような法的規制はありません。し

かし、インターネット関連分野においては、まだ事業分野自体の歴史が浅いことや変化のスピードが速

いことから、今後、インターネット関連分野における事業展開を規制する法令の適用や新法令の制定さ

れる可能性を完全に否定することはできず、このような法的規制がなされた場合には、当社の事業展開

は制約を受け、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

（ロ）携帯電話事業者等による規制について 

 当社のモバイルマーケティング事業では携帯電話のコンテンツ・メディアサービスへの広告掲載の取

り扱いを行っております。また、当社で提供するモバイルメディアは広告掲載や消費者への課金により

収益をあげております。携帯電話のコンテンツ・メディアサービスは、携帯電話事業者が運営する携帯

インターネットを経由して提供されており、今後何らかの理由で、携帯電話事業者や監督官庁等によ

り、携帯インターネットを経由したコンテンツ・メディアサービスの提供や広告掲載等に関する規制が

行われた場合、サービスの提供ができなくなる可能性があり、当社の財政状態及び経営成績に影響を与

える可能性があります。 

  

（ハ）知的財産権について 

 近年、当社が事業を展開するインターネット関連業界においては、インターネット関連技術に対して

特許を申請する動きが急速に広まっており、商取引の仕組みそのものに特徴を有する特許(いわゆるビ

ジネスモデル特許)の出願も多く行われております。 

 このような状況下において、当社といたしましては、研究開発活動により得られた独自技術について

は特許出願を行うことにより権利化を図る方針であり、第三者の知的財産権を侵害する事態を可能な限

り回避する方針でおります。 

 しかし、国内及び当社が将来、事業の展開を行う可能性のある国々において成立している特許権のす

べてを検証し、さらに将来的にどのような特許権が成立するかを正確に把握することは困難であり、将

来的に当社事業に関連した特許権などの知的財産権がインターネット関連事業にどのように適用される

かについて予測するのは困難であります。 

 このため、当社事業に現在利用されている技術と抵触関係をなす特許権などの知的財産権を第三者が

既に取得している可能性や、将来的に当社事業における必須技術と抵触関係をなす特許権などの知的財

産権が、第三者に成立する可能性または現在すでに当社事業に関連した技術において当社が認識してい

ない特許等が成立している可能性を完全に否定することはできず、そのような可能性が現出した場合に

は、当該特許権者から権利侵害に関する訴訟の提起がなされることにより、当社が損害賠償義務を負う

可能性や当社事業の全部又は一部を継続できなくなる可能性があります。 
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 また、特許権などの知的財産権の保有者から当社事業に関連した技術の使用継続が認められるとし

ても、当該特許等に関する対価の支払いが発生することにより、当社の財政状態及び経営成績に影響を

与える可能性があります。 

  

（ニ）訴訟等に関するリスクについて 

 当社では設立以来当社の事業に関連した訴訟の提起を受けたことはなく、リスク管理体制についても

整備・改善を行っておりますが、今後の事業展開においては訴訟を受ける可能性を完全に否定すること

はできず、訴訟の内容及び金額、訴訟を受けることによる当社の社会的な評価の低下などによっては当

社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。下記はその一例であります。 

・モバイルソリューション事業において、受託開発などにおける当社の責による納期遅延やシステムの

不具合、当社が提供したソフトウェアの重大な瑕疵などによって、顧客に損失をもたらした場合 

・当社の運営するモバイルコンテンツ・メディアサービスや当社で運用サービスを提供しているシステ

ム環境において、通信ネットワークやコンピュータシステムの障害によりサービス提供が不可能とな

り、顧客やユーザーに損失をもたらした場合 

・当社の運営するモバイルコンテンツ・メディアサービスが他社の運営するサービスとの類似性を指摘

され、著作権侵害等の理由によりサービス提供の差し止めや損害賠償などの要求を受けた場合 

・個人情報管理において当社の過失により、当社が所有する顧客情報や顧客企業から受託されている個

人情報が流出した場合や、流出した個人情報が悪用された場合 

・システムにおけるセキュリティ上の脆弱性に起因した、第三者による不正な手段による侵入やなりす

まし等の犯罪行為によって、顧客や第三者に対して損失をもたらした場合 

  

⑥その他のリスクについて 

（イ）新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

 当社は役職員に対して新株予約権の付与を行っております。当該新株予約権は、平成13年改正旧商法

第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６月16日開催の臨時株主総会、平成17年

６月30日開催の臨時株主総会、平成17年12月29日開催の臨時株主総会、平成18年３月13日開催の臨時株

主総会においてそれぞれ特別決議されたものであります。今後、付与された新株予約権が行使された場

合、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。なお、本書提出日の前月末時点における新

株予約権の潜在株式数は191株であり、発行済株式総数20,626株の0.93％に相当します。 

 また、当社は今後も有能な人材の獲得や役職員に対するインセンティブの一環として、ストックオプ

ションを役職員に付与する可能性があり、その場合には、更なる株式価値の希薄化が生じる可能性があ

ります。 

  

（ロ）配当を実施していないことについて 

 当社は今まで、企業体質の一層の強化と将来の事業拡大のために内部留保の充実に重点を置いてきて

おり、これまで配当を実施しておりません。 

 今後は、事業展開の状況と各期の経営成績を勘案して決定することを基本方針としておりますが、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ため、内部留保に重点を置くこととして

おります。 
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（ハ）投資リスクについて 

 当社の所有する有価証券は、中華人民共和国（以下、「中国」という。）においてモバイルインター

ネット関連事業を行う企業を子会社にもつ、英領ヴァージン諸島に本社があるMEDIAPRO TECHNOLOGY

LIMITED（以下、「メディアプロ」という。）の株式でありますが、メディアプロの財務状況の悪化、

為替変動、中国国内や英領ヴァージン諸島における法規制の変化等により、当社の財政状態及び経営成

績も影響を受ける可能性があります。 

 また、その他の投資に関しても、業績いかんによっては投資回収が困難となり、当社の財政状態及び

経営成績に影響を与える可能性があります。 
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 当社は親会社であるngi group株式会社が形成する企業集団の「インターネット関連事業」部門に属し、

「ケータイの未来を想像することで、世の中のポジティブな変化に働きかけ、より豊かな社会・生活の実現

に貢献する」ことを目的として、モバイルインターネット分野における、サイト構築の受託開発、運営受

託、当社製品のライセンス提供、企業のモバイルマーケティング活動支援、自社コンテンツ・メディア運営

を行っております。 

 なお事業系統図を示すと次のとおりであります。 

  

2. 企業集団の状況
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15



(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期決算短信（非連結） 

16



平成19年12月期決算短信（平成20年２月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。 

 当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ） 

 http://www.fractalist.jp/invest/library_pdf/2008-02-14-14.pdf 

  （名古屋証券取引所ホームページ）（上場会社情報検索ページ） 

 http://www.nse.or.jp/meigara/j-tansin.html 

  

  

  

  

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針、目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 744,048 521,290

売掛金 491,553 500,741

仕掛品 3,497 1,283

貯蔵品 73 54

前払費用 11,082 9,029

繰延税金資産 19,731 10,149

その他 1,833 1,821

貸倒引当金 △11,989 △7,678

流動資産合計 1,259,832 1,036,691

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,500 9,364

減価償却累計額 △1,546 △1,834

建物（純額） 3,953 7,530

工具、器具及び備品 4,862 11,176

減価償却累計額 △1,764 △4,839

工具、器具及び備品（純額） 3,097 6,337

リース資産 － 4,785

減価償却累計額 － △697

リース資産（純額） － 4,087

有形固定資産合計 7,050 17,955

無形固定資産   

のれん 96,210 71,534

商標権 358 321

ソフトウエア 69,926 92,996

ソフトウエア仮勘定 2,136 10,926

無形固定資産合計 168,631 175,778

投資その他の資産   

投資有価証券 35,384 33,810

破産更生債権等 2,068 14,526

長期前払費用 2,367 3,623

繰延税金資産 10,185 9,649

敷金及び保証金 － 34,740

会員権 － 4,000

貸倒引当金 △2,068 △14,526

投資その他の資産合計 47,936 85,822

固定資産合計 223,619 279,556

資産合計 1,483,452 1,316,247
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 265,439 239,938

1年内返済予定の長期借入金 129,600 115,500

未払金 36,967 15,315

関係会社未払金 6,296 －

未払消費税等 26,299 8,622

未払法人税等 5,328 4,787

前受金 2,770 3,163

預り金 3,127 3,880

賞与引当金 21,926 －

ポイント引当金 23,523 22,206

リース債務 － 1,256

その他 － 708

流動負債合計 521,280 415,378

固定負債   

長期借入金 227,000 159,000

リース債務 － 3,035

固定負債合計 227,000 162,035

負債合計 748,280 577,414

純資産の部   

株主資本   

資本金 695,625 695,625

資本剰余金   

その他資本剰余金 251,550 251,550

資本剰余金合計 251,550 251,550

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △212,002 △193,006

利益剰余金合計 △212,002 △193,006

自己株式 － △13,760

株主資本合計 735,172 740,407

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △1,574

評価・換算差額等合計 － △1,574

純資産合計 735,172 738,833

負債純資産合計 1,483,452 1,316,247
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,641,412 3,151,491

売上原価   

当期製品製造原価 2,016,000 2,575,544

売上原価合計 2,016,000 2,575,544

売上総利益 625,411 575,947

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  552,346 ※1, ※2  530,026

営業利益 73,065 45,920

営業外収益   

受取利息 1,821 750

法人税等還付加算金 1,185 －

未払金取崩益 1,987 －

違約金収入 － 600

その他 864 829

営業外収益合計 5,857 2,179

営業外費用   

支払利息 7,856 4,940

支払手数料 5,900 3,152

営業外費用合計 13,756 8,093

経常利益 65,167 40,007

特別利益   

投資有価証券売却益 5,000 －

事業譲渡益 ※3  3,000 ※3  －

特別利益合計 8,000 －

特別損失   

固定資産除却損 ※4  8,649 ※4  －

ソフトウエア評価損 ※5  10,970 ※5  －

本社移転費用 － 8,602

特別損失合計 19,619 8,602

税引前当期純利益 53,547 31,404

法人税、住民税及び事業税 2,290 2,290

法人税等調整額 △29,916 10,118

法人税等合計 △27,626 12,408

当期純利益 81,174 18,996
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 694,275 695,625

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 1,350 －

当期変動額合計 1,350 －

当期末残高 695,625 695,625

資本剰余金   

その他資本剰余金   

前期末残高 251,550 251,550

当期末残高 251,550 251,550

資本剰余金合計   

前期末残高 251,550 251,550

当期末残高 251,550 251,550

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △293,177 △212,002

当期変動額   

当期純利益 81,174 18,996

当期変動額合計 81,174 18,996

当期末残高 △212,002 △193,006

利益剰余金合計   

前期末残高 △293,177 △212,002

当期変動額   

当期純利益 81,174 18,996

当期変動額合計 81,174 18,996

当期末残高 △212,002 △193,006

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △13,760

当期変動額合計 － △13,760

当期末残高 － △13,760

株主資本合計   

前期末残高 652,647 735,172

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 1,350 －

当期純利益 81,174 18,996

自己株式の取得 － △13,760
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当期変動額合計 82,524 5,235

当期末残高 735,172 740,407

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1,574

当期変動額合計 － △1,574

当期末残高 － △1,574

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1,574

当期変動額合計 － △1,574

当期末残高 － △1,574

純資産合計   

前期末残高 652,647 735,172

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） 1,350 －

当期純利益 81,174 18,996

自己株式の取得 － △13,760

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1,574

当期変動額合計 82,524 3,661

当期末残高 735,172 738,833
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 53,547 31,404

減価償却費 25,450 28,948

のれん償却額 25,126 24,676

商標権償却額 12 37

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,731 △21,926

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,325 8,147

ポイント引当金の増減額（△は減少） 7,223 △1,317

受取利息及び受取配当金 △1,821 △750

支払利息 7,856 4,940

本店移転費用 － 3,458

固定資産除却損 8,649 －

ソフトウエア評価損 10,970 －

投資有価証券売却損益（△は益） △5,000 －

売上債権の増減額（△は増加） △200,126 △21,646

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,432 2,233

仕入債務の増減額（△は減少） 62,745 △25,501

未払金の増減額（△は減少） △23,878 △27,949

その他 48,998 △15,404

小計 42,377 △10,648

利息及び配当金の受取額 1,821 750

利息の支払額 △7,627 △4,850

法人税等の支払額 △4,744 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,827 △17,038

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 △2,615 △15,678

無形固定資産の取得による支出 △47,782 △54,707

投資有価証券の売却による収入 5,000 －

敷金及び保証金の返還による収入 27,258 －

会員権の取得による支出 － △4,000

敷金及び保証金の差入による支出 － △34,740

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,140 △109,125

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 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △141,600 △132,100

株式の発行による収入 1,350 －

自己株式の取得による支出 － △13,760

リース債務の返済による支出 － △732

財務活動によるキャッシュ・フロー △140,250 △96,593

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,562 △222,758

現金及び現金同等物の期首残高 870,611 744,048

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  744,048 ※1  521,290
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) その他有価証券

  時価のない有価証券

  移動平均法による原価法によって

おります。

(1) その他有価証券

  時価のない有価証券

  同  左 

 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 仕掛品

  個別法による原価法によっており

ます。

(1) 仕掛品

    個別法による原価法(収益性の低 

下による簿価切下げの方法)によ 

っております。

(2) 貯蔵品

  最終仕入原価法によっておりま

す。

(2) 貯蔵品

  最終仕入原価法(収益性の低下に 

よる簿価切下げの方法)によって 

おります。

(会計方針の変更)

  棚卸資産の評価に関する会計基準  

  の適用

  当事業年度から平成18年７月５日 

  公表の「棚卸資産の評価に関する  

  会計基準」(企業会計基準委員会  

  企業会計基準第９号)を適用してお 

  ります。 

  これによる当事業年度の損益に与 

  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

 ① 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

   旧定率法によっております。

(1) 有形固定資産

①  同  左

 

   

 ② 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

   定率法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物     10年

  工具器具及び備品 ３～８年

  ただし、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却によっておりま

す。

②  同  左

   

  

  

 

 ③ ――――― ③  所有権移転外ファイナンスリー  
   スに係るリース資産

   リース期間を耐用年数とし、残 

 存価額をゼロとして算定する方法  

 によっております。 

  なお、リース取引開始日が平成 

 20年12月31日以前の所有権移転外  

 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。

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期決算短信（非連結） 

26



  

項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(2) 無形固定資産

 ① のれん

   ５年均等償却を行っておりま

す。

(2) 無形固定資産 

 ① のれん 

   同  左

 ② 商標権 

     10年均等償却を行っておりま 

  す。     

 ② 商標権 

    同  左

 ③ 市場販売目的のソフトウェア

   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

大きい額を償却する方法によって

おります。

 ③ 市場販売目的のソフトウェア 

   同  左

 ④ 自社利用のソフトウェア

   社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法によってお

ります。

 ④ 自社利用のソフトウェア 

   同  左

(3) 長期前払費用 

  均等償却によっております。

(3) 長期前払費用 

  同  左

４ 繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支払時に全額費用として処理してお

ります。

株式交付費

  ―――――

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  売上債権等の貸倒れによる損失に

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

性を検討し、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) 賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当事業年度に

負担すべき額を計上しております。

(2) 賞与引当金

 (追加情報)

   当事業年度から給与制度の見直 

 しをおこない、賞与制度を廃止 

 したため、賞与引当金は計上し 

 ておりません。

(3) ポイント引当金 

 ウェブサイト広告の閲覧実績に応

じて発行したポイント利用に備える

ため、当事業年度末において将来利

用されると見込まれる額を計上して

おります。

(3) ポイント引当金 

 同  左
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項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

６ 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 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のリスクしか負わ

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

８ 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。

消費税等の会計処理 

 同  左
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

―――――― 会計処理の原則及び手続きの変更

(1) リース取引に関する会計基準等の適用

 当事業年度から平成19年３月30日改正の「リ 

  ース取引に関する会計基準」(企業会計基準委 

  員会企業会計基準第13号)及び「リース取引に 

  関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委 

  員会企業会計基準適用指針第16号)を適用し、 

  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 

  た会計処理から通常の売買取引に係る方法に 

  準じた会計処理に変更しております。 

   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、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。 

  これによる当事業年度の損益に与える影響はあ 

  りません。

【会計処理の変更】

【表示方法の変更】

【追加情報】

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

―――――― ――――――
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

──────
 

 

 

(１) 担保資産

    担保に供している資産は次のとおりであります。

敷 金 34,740千円

計 34,740千円

    担保付債務は次のとおりであります。

1年内長期借入金 7,500千円

長期借入金 40,000千円

計 47,500千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳

 (1) 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

はおよそ12％であり、一般管理費に属する費用はお

よそ88％であります。

   なお、主な費目と金額については次のとおりであ

ります。

役員報酬 49,096千円

研究開発費 63千円

給料手当 182,381千円

支払手数料 22,386千円

賞与引当金繰入額 33,851千円

減価償却費 2,895千円

ポイント引当金繰入額 26,063千円

支払報酬 33,696千円

貸倒引当金 12,325千円

のれん償却 25,126千円

  

 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳

 (1) 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

はおよそ11％であり、一般管理費に属する費用はお

よそ89％であります。

   なお、主な費目と金額については次のとおりであ

ります。

役員報酬 63,096千円

給料手当 226,132千円

法定福利費 28,514千円

減価償却費 5,120千円

ポイント引当金繰入額 29,893千円

支払報酬 26,220千円

貸倒引当金繰入額 8,147千円

のれん償却 24,676千円

 (2) 一般管理費に含まれる研究開発費は、63千円であ

ります。

 

  (2) ―――――

 

 

※２ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。

地代家賃 38,400千円

支払手数料 13,172千円

水道光熱費 3,000千円

    

 

※２ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。

地代家賃 20,100千円

支払手数料 1,952千円

水道光熱費 900千円

    

※３ 事業譲渡益は、ノーマディックノード事業の譲渡

に伴うものであります。

※３ ―――――

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

ソフトウェア 8,649千円
 

※４ ―――――

※５ ソフトウェア評価損は、当期において販売開始時

の総見込販売収益を見直した結果、総見込販売収

益の著しい減少が見込まれたため、当該ソフトウ

ェアの経済価値の減少部分を一時の損失として計

上したものであります。

 

※５ ―――――
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前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１ 発行済株式数の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

 (注) 発行済株式数の増加は、新株予約権の権利行使135株によるものです。  

  

    該当事項はありません。 
  

    当社は配当を行っておりませんので、該当事項はありません。 
  
  

当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１ 発行済株式数の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 (変動事由の概要)   

  自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   取締役会決議による自己株式の取得による増加 281株 

  

該当事項はありません。 

  

    当社は配当を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加株式数 減少株式数 当事業年度末

発行済株式

   普通株式（注）      20,491株     135株       ―株      20,626株

 自己株式

     普通株式        ―株       ―株       ―株        ―株

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３ 配当に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加株式数 減少株式数 当事業年度末

発行済株式

   普通株式      20,626株       ―株       ―株      20,626株

 自己株式

   普通株式        ―株      281株       ―株        281株

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

３ 配当に関する事項
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（開示の省略） 

 リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、持分法投資損益等、関連当事者との取引、税効

果会計関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係に関する注記事項については、

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 744,048千円

現金及び現金同等物 744,048千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 521,290千円

現金及び現金同等物 521,290千円
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益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)

項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 35,642円 98銭 36,315円 23銭

１株当たり当期純利益 3,956円 83銭 929円 32銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

3,915円 22銭 923円 76銭
 

 

項目
前事業年度 

（平成20年12月31日）
当事業年度 

（平成21年12月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 735,172 738,833

普通株式に係る純資産額(千円) 735,172 738,833

普通株式の発行済株式数(株) 20,626 20,626

普通株式の自己株式数(株) ― 281

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 20,626 20,345

項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 81,174 18,996

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(千円) 81,174 18,996

普通株式の期中平均株式数(株) 20,515 20,441

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数（株） 
（新株予約権）

218 123

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まれなかった潜在株式の概要

 新株予約権５種類

(新株予約権の目的と

なる株式の数36株)。 

 

 新株予約権５種類

(新株予約権の目的と

なる株式の数36株)。 
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年８月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

          ――――――           ――――――
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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