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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22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 ％

22年8月期第2四半期 405 △58.1 △250 ― △276 ― △224 ―

21年8月期第2四半期 966 △27.7 △479 ― △519 ― △782 ―

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

22年8月期第2四半期 △2,932.76 ―

21年8月期第2四半期 △13,063.08 ―

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

22年8月期第2四半期 586 415 70.7 4,074.60
21年8月期 813 486 59.8 7,952.67

（参考） 自己資本  22年8月期第2四半期  415百万円 21年8月期  486百万円

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

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

21年8月期 ― ― ― ― ―

22年8月期 ― ―

22年8月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22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 841 △46.5 △260 ― △286 ― △237 ― △2,655.10



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。 

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） 22年8月期第2四半期 102,240株 21年8月期 61,519株

② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期 372株 21年8月期 372株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第2四半期 76,516株 21年8月期第2四半期 59,938株



 当第２四半期連結会計期間における世界経済は、金融危機による景気後退の中、各国政府による緊急経済対策や金

融緩和により一部の地域では改善の兆しが見られたものの、不安定な雇用情勢や設備投資の抑制など、回復力の乏し

い状態で推移しました。  

  また、国内経済は、円高やデフレ傾向の強まりなど、中長期の景気動向は依然として不透明かつ厳しい状況が続い

ております。  

  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、当第２四半期連結会計期間におきましては、黒字体質に向

けた収益構造の大規模な転換に取り組むために、徹底したコスト削減により、企業収益が確保できる効率的な体制の

構築と改善の実施が必要不可欠であると判断し、経営合理化策に着手いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は204百万円（前年同四半期比55.5％減）、経常損失は135百万円

（前年同四半期は経常損失206百万円）、四半期純利益は71百万円（前年同四半期は四半期純損失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177百万円（前年同四半期比39.9％減）、営業利

益は33百万円（前年同四半期は営業利益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、当第２四半期連結会計期間におきましては、新たな展開は行わず、第１四半期

に開発したハードウェアプロダクトの追加開発にとどまりました。 

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３百万円（前年同四半期比91.0％減）、営業損

失は３百万円（前年同四半期は営業損失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、売上高そのものよ

りも戦略的に重要なセグメントであるとの認識において展開を行っております。 

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９百万円（前年同四半期比34.3％増）、営業利

益は４百万円（前年同四半期は営業利益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、当社グループの将来的な重要セグメントとなる認識を持っており、テストラボ及

びＡＳＰサービスを中心に安定した収益基盤とさせるべく展開を行っております。 

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13百万円（前年同四半期比88.4％減）、営業利

益は２百万円（前年同四半期は営業損失59百万円）となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末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63百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には、148百万円となりました。 

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114百万円(前年同四半期は194百万円の使用)と

なりました。 

これは主に税金等調整前四半期純利益68百万円等の増加要因があったものの、貸倒引当金の減少171百万円の減少

等の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26百万円(前年同四半期は44百万円の獲得)とな

りました。 

これは主に有形固定資産の売却による収入26百万円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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（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151百万円(前年同四半期は55百万円の獲得)と

なりました。 

これは主に、株式の発行による収入228百万円の増加要因及び35百万円の長期借入金の返済による減少、40百万円

の短期借入金の返済による減少の要因によるものであります。  

  

平成22年４月５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。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

 受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しており

ましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した受注制作ソフトウエア開発のうち、当第２四半期連結会計期間末までの進捗

部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準(ソフトウエア開発の進捗率の見積りは原

価比例法)を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は52,433千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前

四半期純損失は、それぞれ8,423千円減少しております。  

  

  

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22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21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 148,237 70,403

受取手形及び売掛金 120,910 173,145

仕掛品 19,673 29,615

繰延税金資産 10,337 6,735

その他 58,549 124,398

貸倒引当金 △29,447 △48,973

流動資産合計 328,260 355,324

固定資産   

有形固定資産 ※1  23,452 ※1  28,084

無形固定資産   

のれん 10,824 12,989

その他 25,536 29,743

無形固定資産合計 36,360 42,733

投資その他の資産   

投資有価証券 192,192 ※2  473,339

長期未収入金 ※3  117,927 －

繰延税金資産 810 71

敷金及び保証金 20,300 63,977

その他 34,796 6,402

貸倒引当金 △167,160 △156,918

投資その他の資産合計 198,867 386,873

固定資産合計 258,681 457,691

資産合計 586,942 813,015

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,571 7,763

1年内返済予定の長期借入金 24,957 24,770

未払金 29,189 57,959

未払法人税等 11,675 15,258

賞与引当金 7,996 5,999

工事損失引当金 ※4  624 －

その他 33,302 42,543

流動負債合計 115,317 154,294

固定負債   

長期借入金 54,597 96,849

繰延税金負債 61 73,402

その他 1,895 2,187

固定負債合計 56,553 172,438

負債合計 171,870 326,733

株式会社コネクトテクノロジーズ(3736)平成22年８月期第２四半期決算短信



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,486,703 3,356,655

資本剰余金 3,755,362 3,625,314

利益剰余金 △6,812,528 △6,588,125

自己株式 △14,554 △14,554

株主資本合計 414,982 379,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89 106,992

評価・換算差額等合計 89 106,992

純資産合計 415,071 486,282

負債純資産合計 586,942 813,015
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 966,013 405,091

売上原価 673,541 277,833

売上総利益 292,472 127,257

販売費及び一般管理費 ※1  772,146 ※1  377,290

営業損失（△） △479,673 △250,032

営業外収益   

受取利息 9,468 2,736

その他 1,970 1,304

営業外収益合計 11,438 4,040

営業外費用   

支払利息 2,008 3,096

株式交付費 1,723 1,194

貸倒引当金繰入額 1,470 1,279

支払手数料 46,438 24,479

その他 0 74

営業外費用合計 51,639 30,124

経常損失（△） △519,874 △276,116

特別利益   

投資有価証券売却益 7,112 13,996

関係会社株式売却益 468,981 －

固定資産売却益 3,700 27,931

貸倒引当金戻入額 － 44,727

新株予約権戻入益 696 －

特別利益合計 480,491 86,655

特別損失   

固定資産除却損 14,485 73

減損損失 ※2  53,691 －

投資有価証券評価損 90,799 4,749

たな卸資産廃棄損 11,956 －

たな卸資産評価損 ※3  117,977 －

貸倒引当金繰入額 453,671 26,423

その他 － 3,560

特別損失合計 742,582 34,807

税金等調整前四半期純損失（△） △781,965 △224,268

法人税、住民税及び事業税 3,860 4,475

法人税等調整額 △2,846 △4,340

法人税等合計 1,014 134

四半期純損失（△） △782,979 △224,403
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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２四半期連結会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 460,033 204,692

売上原価 307,584 130,065

売上総利益 152,448 74,627

販売費及び一般管理費 ※1  366,682 ※1  191,664

営業損失（△） △214,233 △117,036

営業外収益   

受取利息 7,922 1,371

その他 1,294 365

営業外収益合計 9,217 1,737

営業外費用   

支払利息 960 2,158

株式交付費 55 1,078

貸倒引当金繰入額 － 636

支払手数料 － 15,815

その他 0 32

営業外費用合計 1,016 19,721

経常損失（△） △206,033 △135,021

特別利益   

関係会社株式売却益 468,981 －

固定資産売却益 3,700 27,931

貸倒引当金戻入額 △340 44,405

特別利益合計 472,341 72,336

特別損失   

固定資産除却損 14,485 73

減損損失 ※2  53,691 －

投資有価証券評価損 90,799 3,699

たな卸資産廃棄損 11,956 －

たな卸資産評価損 ※3  82,289 －

貸倒引当金繰入額 453,671 △135,250

その他 － 355

特別損失合計 706,894 △131,121

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△440,585 68,436

法人税、住民税及び事業税 △550 △1,826

法人税等調整額 △15 △1,176

法人税等合計 △565 △3,002

四半期純利益又は四半期純損失（△） △440,020 71,438
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22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 △224,268

減価償却費 24,096 8,917

減損損失 53,691 －

のれん償却額 5,224 2,164

貸倒引当金の増減額（△は減少） 462,441 △9,284

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,513 1,996

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 624

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 △2,736

支払利息 2,008 3,096

株式交付費 1,723 1,194

固定資産除売却損益（△は益） △3,700 △27,931

固定資産除却損 14,485 73

投資有価証券評価損益（△は益） 90,799 4,749

投資有価証券売却損益（△は益） △7,112 △13,996

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 24,479

その他の特別損益（△は益） － 3,560

売上債権の増減額（△は増加） 73,613 52,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,782 9,941

仕入債務の増減額（△は減少） △50,559 △191

その他 1,138 △11,061

小計 △471,169 △176,437

利息及び配当金の受取額 738 23

利息の支払額 △1,643 △1,454

法人税等の支払額 △19,516 △8,192

法人税等の還付額 585 167

その他 － △3,560

営業活動によるキャッシュ・フロー △491,004 △189,453
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22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 18,000

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 △15,317

有形固定資産の売却による収入 － 28,571

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 43,677

その他 △2,900 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,193 74,930

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 △42,065

株式の発行による収入 124,030 234,421

財務活動によるキャッシュ・フロー 164,863 192,356

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 77,833

現金及び現金同等物の期首残高 431,924 70,403

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  113,709 ※1  148,237
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当社グループは、前連結会計年度において738百万円、当第２四半期連結累計期間において250百万円の大幅な

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189百万円の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を生じさせるような状況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、黒字体質に向けた収益構造の大規模な転換に取り組むために、

徹底したコスト削減により、企業収益が確保できる効率的な体制の構築と改善の実施が必要不可欠であると判断

し、当社グループ戦略の再構築を進めてまいりました。 

具体的には、経営合理化の実施による札幌支社の閉鎖により月額約１百万円の地代家賃等の削減を、経営合理

化の実施による人件費の圧縮により月額約17百万円の削減を、経営合理化の実施による外注及び顧問等の削減並

びにその他経費の圧縮により月額約４百万円の削減を行う等、収益確保に向けた徹底したコスト削減を行ってお

ります。 

また、当第２四半期連結会計期間において、第三者割当増資を実施し、カムレード匿名組合より239,996千円の

払い込みがなされたことにより、キャッシュ・フローの改善を図っております。 

併せて、組織構造の転換にも積極的に取り組んでおり、業務執行に対する責任と権限を持つ執行役員制度を導

入することにより、経営の意思決定及び執行監督機能と、業務執行責任を明確にすることにより、事業構造の再

構築を図っており、併せて営業力の強化による安定的な売上高を確保することによって、全社をあげての黒字体

質への転換を目指しております。 

しかし、これらの対応策のうち、安定的な売上高の確保は外部環境要因に依存する部分も大きいため、現時点

では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

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、このような重要な不確実性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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前第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２四半期連結会計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28日） 

  

前第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） 

（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  177,767  3,486  9,770 13,669  204,692  －  204,692

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 －  －  － －  －  －  －

計  177,767  3,486  9,770 13,669  204,692  －  204,692

営業利益又は営業

損失（△） 
 33,210  △3,614  4,422 2,696  36,715  △153,752  △117,036

  

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
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当第２四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成22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 

  

  

前第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）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年９月１日 至平成22年２月28日）において、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。 

  

前第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）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年９月１日 至平成22年２月28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。  

  

 当社は、平成21年12月25日付で、カムレード匿名組合（営業者冨髙英雄）から第三者割当増資の払込みを受け

ました。この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が119,998千円、資本準備金が119,998千円増加

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3,752,528千円となっておりま

す。  

  

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  309,841  52,965  14,270 28,014  405,091  －  405,091

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  － －  －  －  －

計  309,841  52,965  14,270 28,014  405,091  －  405,091

営業利益又は営

業損失（△） 
 56,377  △2,973  4,762 5,192  63,358  △313,390  △250,032

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

話向けソフトウエアの検証請負等 

〔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

3,486,703
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