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当社の経営戦略
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当社のビジネスドメイン

1998年 moperaシステム構築

2005年 GYAOシステム構築

プロジェクトマネージメント
大規模受託開発
ITコンサルティング

2007年 SevenseasTechworks体制

自社サービス2010年 新ビジネス展開
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ビジネスモデルの変換点

受託開発から自社サービスモデル
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当社の経営戦略

①スマートフォンを中心とした研究開発の推進
・山梨学院大学とFONジャパンと共同で大学におけるスマートフォン実証実験
・iPhone版及びAndroid版の「i漢字ナンクロ無料版」の同時リリース
・iPadによる学習アプリの開発／iPhoneOS4.0・Android2.2等の研究開発

②学習アプリケーション及びシステム提供の拡大
・MoodleとiPod touchと連携した学習支援システム「Sakura-saku」の提供
・iPadに対応した就職支援アプリ「就活アプリ」シリーズの提供
・教育現場でのモバイルデバイスの活用をシステムとコンテンツの両面で支援

③自社サービス・ソリューションの展開
・当社からの提供アプリケーションのアイテム都度課金化を推進
・iPhone向け提供アプリケーションの携帯電話／ソーシャルアプリなどへの横展開
・子会社のピーアールライフとの連携による広告アプリケーションの開発
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当グループにおけるビジネスシナジー

ピーアールライフ（広告代理店機能）

スマートフォンビジネスの推進

TV広告
企画／制作

紙媒体広告
企画／制作

セブンシーズ・テックワークス

App広告※
企画／販売

※APPLE社が提供するiAdで利用されるHTML5ベー
スのアプリケーション内広告などを総称したもの

代理店機能に付加価値を提供アプリ開発案件による売上貢献
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グループの目指す方向性

スマートフォン

エデュケーション

エンターテイメント広告
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第２四半期決算報告
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第2四半期連結損益（前年同期比）

2010年2月期
第2四半期累計

2011年2月期
第2四半期累計

前期比 備考

売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

1,616 1,806 +189 前期は第2四半期よりPRL連結

-58 -132 -74

-86 -135 -49

78 -91 -169 特別利益前期183M、今期57M

(単位：百万円）
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第2四半期連結貸借対照表（前期末比）
2010年2月末 2010年8月末 前期比

流動資産
固定資産
資産合計
流動負債
固定負債
負債合計
株主資本合計
評価・換算差額等
少数株主持分
純資産合計
負債純資産合計

2,617 2,268 -349
932 1,219 +286
3,550 3,487 -62
1,194 1,207 +12
313 325 +11
1,508 1,532 +24
1,512 1,421 -91
-8 -4 +4
538 537 -1
2,042 1,955 -87
3,550 3,487 -62

(単位：百万円）
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第2四半期セグメント別売上（前年同期比）

2010年2月期
第2四半期累計

2011年2月期
第2四半期累計 前期比

システムソリューション
（SSTW）

メディアソリューション
（PRL）

151 215 ＋64

※1,357 1,591 ＋234

(単位：百万円）
※メディアソリューションの前期売上は第2四半期からの売上
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第2四半期カテゴリ別売上（前年同期比）

2010年2月期
第2四半期累計

2011年2月期
第2四半期累計 前期比

システム受託開発

スマートフォンビジネス

広告ビジネス

151 162 ＋11

0 53 ＋53

※1,357 1,591 ＋234

(単位：百万円）
※広告ビジネスの前期売上は第2四半期からの売上
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2011年２月期　通期連結業績予想

第２四半期
連結累計期間 通期 前期比

売上高

営業利益

経常利益

当期利益

1806 4,340 +730

-58 20 +222

-86 40 +262

78 -15 +15

(単位：百万円）
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第2四半期までの
営業トピックス
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第2四半期までの単体売上構成比の前年比

システム受託開発
100%

2010年2月期

スマートフォンビジネス
25%

システム受託開発
75%

2011年2月期

スマートフォンビジネスの立ち上げを確実に実施した成果
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スマートフォンビジネス（SSP）

Sakura-saku
（学習管理システム）

アプリ提供
（レベニューシェア）

StudentPassPlatfrom
（就活アプリ）
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就活アプリシリーズを６月より販売

書籍のPDFを提供頂ければ、最短１週間でアプリ申請までを実現！

７月までに
８タイトルを発売
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教育部門でトップセールスを記録

ユーザニーズがあり、iPad等の販売数に応じて大きくのびる市場

書籍と同額2400円で販売

「かさばる書籍をiPad１台で持ち
運べるとユーザからも好評」
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今後のSPPによるアプリ提供

簿記３級
日本語検定（全世界で発売）
ECO検定
ファイナンシャルプランナー2011年度版
中小企業診断士2011年度版
　　　　　：

問題集アプリ（500問程度）
40万円＋売上の20％

iPadだけではなく、この冬にはAndroid版も発売予定
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スマートフォンビジネス（Sakura-saku）

Sakura-saku
（学習管理システム）

アプリ提供
（レベニューシェア）

StudentPassPlatfrom
（就活アプリ）
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CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY SEVENSEAS TECHWORKS 2010

Sakura-sakuの特徴

21

特徴①　Moodleプラグインとして提供可能

特徴②　iPhone/iPad連携

特徴③　出欠管理などの追加機能

世界的なオープンソースのeLearningシステムである
Moodleのプラングインとして開発（Moodleの導入機
関：48,965校）

iPhone/iPadと連動したMoodleアプリとしては日本で唯一の
ため、モバイル環境で、授業の情報（休講情報／配布資料）にア
クセス可能となる。

Moodleでは実装していない出欠管理や生徒との個別メッセージ
など日本の大学授業に適応する機能を独自に追加
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Sakura-saku（サクラサク）とは？

出欠管理をコミュニケーションに発展させた新しい教育へ！
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通学途中
•スケジュール確認
•科目毎の連絡確認

• 配布資料の閲覧

講義参加中
• 出欠の登録
•配布資料の閲覧

休憩時間
• 授業理解度の送信
•教員へのコメント送信

Sakura-saku（サクラサク） 利用シーン
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今後のSakura-sakuの展開

直接営業によるニーズの把握

Sakura-saku Ver1.0完成

代理店開拓

★年内に大学にてSakura-sakuを導入を予定
★大手SIベンダーと代理店契約予定しており、年度末に向けた営業力強化
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スマートフォンビジネス（アプリ開発）

Sakura-saku
（学習管理システム）

アプリ提供
（レベニューシェア）

StudentPassPlatfrom
（就活アプリ）
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自社サービス「i漢字ナンクロ」の提供
漢字ナンクロは、発売から１年以上たっても１日新規で200ダウンロードして頂いている
人気のコンテンツであり、既にAndroid版を含めて15万人以上の方に利用されておりま
す。

 iPhone版
 Android版
 iアプリ版（P-SQUAREにて提供）
 Sアプリ版（P-EGGにて提供）

４つのプラットフォームで提供
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i漢字ナンクロ～大相撲編～の発売
i漢字ナンクロのファンのため、新しい問題への更新機能が

ついた「大相撲編」を10月末までにリリース
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楽しさ①「相撲の世界観を導入」
毎日漢字ナンクロを楽しんでもらうために、
相撲の取組ルールの世界観を導入し、ひとつ
の場所に初日から千秋楽までの15問が納めら
れており、力士に扮したパズル作家との取組
に勝利して、懸賞金（ポイント）を稼ぐとい
うストーリ性を取り入れています。

キャラクター性のある力士達
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楽しさ②「場所毎の番付が表示」
入門時点で「四股名」と「出身県」を登録す
ると、その場所でのプレイヤーの番付（ラン
キング）が表示されます。番付はナンクロを
解いたときに報償金によって順位付けられま
す。

通常の取組問題以外にも、出稽古問題という
中上級者向けの問題も場所毎に11問納められ
ており、更なる報償金を稼ぐことができ、
ユーザへの楽しみを倍増させます。

ランキングによる楽しみが追加
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楽しさ③「四字熟語すろっと」
問題を解答したときに貰えるi漢字ナンクロ事
務局公認「スロット券」で四字熟語を合わせ
るミニスロットゲームも含まれています。
もちろんスロットがそろうと懸賞金がもらえ
るので、ランキング上位になる可能性が高ま
ります。

ミニゲームもついてくる楽しさ！
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楽しさ④「どんどん問題が更新！」
全ての問題を解答してしまったら、次の場所
の問題を購入することが可能になっていま
す。全ての場所は通常問題15問＋出稽古問題
11問の完全オリジナルの漢字ナンクロが26問
ついて115円（初場所は無料）でAppStore
から購入可能です。
年明けまでには、Android版も発売を予定し
ています。

初場所は無料でプレイ可能！！
完全オリジナル問題を堪能！
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スマートフォン向けアプリ展開

継続課金モデル
世界市場への販売

年内に３タイトルをリリース予定
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受託開発モデルから新規ビジネスへ

自社ソリューション
8%

自社サービス
19%

レベニューシェア
19%

受託開発
54%

スマートフォンビジネスを中心とした新規ビジネスを拡大を継続推進
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