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1.  平成23年7月期第2四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成23年1月31日） 

(注) 
１．平成22年７月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年７月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率については、
記載しておりません。 
２．平成23年７月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため
記載しておりません。 

(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 ％

23年7月期第2四半期 1,428 ― 24 ― 25 ― △33 ―
22年7月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年7月期第2四半期 △1,465.77 ―
22年7月期第2四半期 ― ―

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

23年7月期第2四半期 1,463 805 55.0 35,535.84
22年7月期 1,377 851 61.7 37,547.77

（参考） 自己資本   23年7月期第2四半期  804百万円 22年7月期  850百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年7月期 ― 0.00 ― 550.00 550.00
23年7月期 ― 0.00
23年7月期 

（予想）
― 1,000.00 1,000.00

3.  平成23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23年7月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,873 19.3 176 67.9 184 70.2 74 98.3 3,311.24



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当社は 平成22年７月期第３四半期より連結財務諸表を作成しております。  
２．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条件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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他の情報」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） 23年7月期2Q 23,730株 22年7月期  23,730株
② 期末自己株式数 23年7月期2Q  1,083株 22年7月期  1,083株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期2Q 22,647株 22年7月期2Q 22,735株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、一部に景気回復や企業収益改善の兆しがみられ

るものの、為替の円高基調や海外景気の下振れ懸念、デフレの影響等を背景に、先行き不透明な状況が

続いております。 

  当社グループが属する情報サービス業界におきましても、企業のIT投資意欲は改善しつつあるもの

の、IT投資予算の削減による縮小、延期、投資対効果に対する精査等により、依然として厳しい状況に

あります。また、携帯電話市場にあっては、iPhoneやAndroid等のスマートフォン及びタブレット型端

末の普及等により、今後も新しい技術や多種多様なサービスの展開に向けた需要は続くものと予想され

ます。 

このような状況のもと、当社グループは引き続きソフトウエア開発を中心としたソリューションの受

託開発、運用・保守事業の拡大に注力するとともに、新規顧客の開拓、既存顧客との関係強化を掲げ、

顧客ニーズに合わせたITサービスの提供等に努めてまいりました。 

  業務体制につきましては、今後の成長軌道の確立を実現するために、平成22年８月より「営業本部」

を新設し、より効率的で機動力のある営業体制を確立するとともに、顧客への戦略的な営業展開、顧客

ニーズに対応した横断的なソリューションサービスの提案に努め、営業力・受注力の拡大に取り組んで

まいりました。その結果、iPhoneやAndroid等のスマートフォン及びタブレット型端末向けのアプリケ

ーション開発、業務システム等の受注が伸びたことにより、売上高は当初の予想を上回りました。 

  平成22年11月には、事務所費用の削減、コミュニケーションロスの削減、業務効率及び生産性の向上

を目的として本社及び分室の２か所の拠点を１か所に集約する本社移転が完了し、今後の収益獲得体制

が整いました。しかしながら、子会社であるエクシーダ株式会社において競合他社との販売競争の激化

やそれに伴う価格の低下等、同社を取り巻く環境が厳しく推移したこと、また、製品開発の遅れが生じ

たことにより、想定以上に業績が低迷したため、当第２四半期連結会計期間における営業利益、経常利

益につきましては、当初の予想を下回りました。また、子会社の解散に伴う特別損失の発生等により、

四半期純利益につきましても、当初の予想を下回りました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,428,688千円、営業利益24,675千円、経常利益

25,416千円、四半期純損失33,195千円となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ176,130千円増加し、1,186,139千円となりました。この主な要

因は、仕掛品が19,414千円減少したものの、旧本社の保証金の返還に係る未収金等の増加によりその他

が91,126千円増加、現金及び預金が44,163千円増加したことによるものであります。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べ92,962千円減少し、274,647千円となりました。この主な要因

は、本社移転による事務所設備等の取得により有形固定資産が62,660千円増加したものの、旧本社の保

証金の返還等により投資その他の資産が83,098千円、ソフトウエアの減価償却及び減損損失により無形

固定資産が72,525千円減少したことによるものであります。 

  繰延資産は、2,859千円となりました。これは社債発行費によるものであります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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この結果、当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ86,027千円増

加し、1,463,646千円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ19,107千円増加し、535,036千円となりました。この主な要因

は、未払法人税等が18,391千円減少したものの、短期借入金が64,000千円増加したことによるものであ

ります。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べ112,574千円増加し、122,929千円となりました。この主な要因

は、社債が80,000千円増加、資産除去債務が17,720千円増加したことによるものであります。 

  この結果、当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ131,681千円

増加し、657,966千円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ45,654千円減少し、805,680千円となりました。この主な要

因は、四半期純損失33,195千円を計上したこと、さらに、平成22年７月期の期末配当を行ったことによ

り利益剰余金が45,651千円減少したことによるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

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、387,774

千円となり、前連結会計年度末に比べ44,163千円の増加となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状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） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、73,560千円となりました。 

  この主な内訳は、減価償却費49,941千円、減損損失45,875千円の計上等による資金の増加要因があっ

た一方、税金等調整前四半期純損失を63,434千円計上、売上債権の増加額64,711千円等の資金の減少要

因があっ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） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、26,553千円となりました。 

  この主な内訳は、差入保証金の回収による収入25,949千円の資金の増加、有形固定資産の取得による

支出37,710千円等の資金の減少であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、144,276千円となりました。 

  この主な内訳は、社債の発行による収入97,140千円、短期借入金の純増額64,000千円の資金の増加で

あります。 

  

近の業績の動向等を踏まえ、平成22年９月13日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正して

おります。詳細につきましては、平成23年３月４日に公表しております「子会社の解散に伴う特別損失

の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

（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。

（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。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環

境に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連

結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を

加味したものを利用する方法により算定しております。 

（製品保証見積高の算定方法） 

当第２四半期連結会計期間末の製品保証実績率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製品保証実績率等を使用して製品保証見積高を算定して

おります。 

② 特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積もり、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当

該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

  なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）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営業利益及び経常利益はそれぞれ1,155千円減少し、税

金等調整前四半期純損失は1,155千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産

除去債務の変動額は17,669千円であります。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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23年１月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 387,774 343,610

受取手形及び売掛金 607,036 542,325

仕掛品 24,101 43,516

原材料及び貯蔵品 292 181

その他 185,785 94,658

貸倒引当金 △18,850 △14,284

流動資産合計 1,186,139 1,010,008

固定資産

有形固定資産 92,831 30,170

無形固定資産 60,452 132,977

投資その他の資産

その他 121,898 204,996

貸倒引当金 △535 △535

投資その他の資産合計 121,363 204,461

固定資産合計 274,647 367,610

繰延資産

社債発行費 2,859 －

繰延資産合計 2,859 －

資産合計 1,463,646 1,377,618

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 93,881 94,958

短期借入金 244,000 180,000

未払法人税等 2,703 21,094

賞与引当金 46,863 57,876

製品保証引当金 6,300 9,800

本社移転損失引当金 － 17,026

その他 141,288 135,173

流動負債合計 535,036 515,929

固定負債

社債 80,000 －

資産除去債務 17,720 －

その他 25,209 10,355

固定負債合計 122,929 10,355

負債合計 657,966 526,284
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 319,445 319,445

資本剰余金 279,445 279,445

利益剰余金 254,907 300,558

自己株式 △48,860 △48,860

株主資本合計 804,936 850,587

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △156 △243

評価・換算差額等合計 △156 △243

新株予約権 900 990

純資産合計 805,680 851,334

負債純資産合計 1,463,646 1,377,618
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年１月31日)

売上高 1,428,688

売上原価 1,005,906

売上総利益 422,782

販売費及び一般管理費 398,107

営業利益 24,675

営業外収益

受取利息 602

投資有価証券評価益 3,175

その他 105

営業外収益合計 3,883

営業外費用

支払利息 2,415

支払手数料 726

営業外費用合計 3,141

経常利益 25,416

特別損失

本社移転関連費用 26,455

減損損失 45,875

その他 16,520

特別損失合計 88,851

税金等調整前四半期純損失（△） △63,434

法人税等 △30,239

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △33,195

四半期純損失（△） △33,195
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年１月31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（△） △63,434

減価償却費 49,941

減損損失 45,875

有形固定資産除却損 52

投資有価証券評価損益（△は益） △3,175

本社移転損失引当金の増減額(△は減少) △17,026

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,566

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,013

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,500

受取利息及び受取配当金 △602

支払利息 2,415

売上債権の増減額（△は増加） △64,711

たな卸資産の増減額（△は増加） 19,303

仕入債務の増減額（△は減少） △1,077

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,265

その他 1,403

小計 △46,247

利息及び配当金の受取額 602

利息の支払額 △3,603

法人税等の支払額 △14,568

その他 △9,743

営業活動によるキャッシュ・フロー △73,560

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 △37,710

無形固定資産の取得による支出 △14,606

差入保証金の回収による収入 25,949

その他 △185

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,553

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） 64,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,992

社債の発行による収入 97,140

配当金の支払額 △12,106

その他 △1,764

財務活動によるキャッシュ・フロー 144,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 44,163

現金及び現金同等物の期首残高 343,610

現金及び現金同等物の四半期末残高 387,774
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、ソフトウエア受託開発事業の単一セグメントであるため記載は省略しております。

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等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20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当社は、平成22年７月期第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第２四半期連結累計期間

の比較期間について、前第２四半期累計期間の個別財務諸表を参考資料として記載しております。 

  

①四半期損益計算書（前第２四半期累計期間） 

4. 参考資料

(1) 前第２四半期累計期間に係る財務諸表

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年１月31日)

売上高 1,043,084

売上原価 758,485

売上総利益 284,598

販売費及び一般管理費 324,585

営業損失（△） △39,986

営業外収益

受取利息 1,022

法人税等還付加算金 776

投資有価証券評価益 1,235

助成金収入 340

その他 12

営業外収益合計 3,386

営業外費用

支払利息 409

支払手数料 762

その他 92

営業外費用合計 1,265

経常損失（△） △37,865

特別損失

固定資産除却損 94

特別損失合計 94

税引前四半期純損失（△） △ 37,959

法人税等 △ 13,000

四半期純損失（△） △ 24,959
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②四半期キャッシュ・フロー計算書（前第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △37,959

減価償却費 22,034

固定資産除却損 94

投資有価証券評価損益（△は益） △1,235

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,067

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,529

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,400

受取利息及び受取配当金 △1,022

支払利息 409

売上債権の増減額（△は増加） △181,702

たな卸資産の増減額（△は増加） 818

仕入債務の増減額（△は減少） 78,186

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,588

その他 38,027

小計 △89,623

利息及び配当金の受取額 1,022

利息の支払額 △954

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 29,033

営業活動によるキャッシュ・フロー △60,521

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 △3,388

無形固定資産の取得による支出 △ 89,825

その他 412

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △5,000

自己株式の取得による支出 △8,434

配当金の支払額 △169

財務活動によるキャッシュ・フロー 136,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,926

現金及び現金同等物の期首残高 202,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 185,440
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(注) この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものです。 

  

①四半期貸借対照表 (個別) 

(2) 四半期財務諸表（個別）

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成23年１月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 370,210 316,392

受取手形及び売掛金 595,498 519,774

仕掛品 24,101 43,139

原材料及び貯蔵品 292 181

その他 234,773 92,042

貸倒引当金 △18,856 △14,121

流動資産合計 1,206,020 957,408

固定資産

有形固定資産 92,831 28,328

無形固定資産 60,452 69,840

投資その他の資産

その他 129,706 320,175

貸倒引当金 △535 △535

投資その他の資産合計 129,171 319,640

固定資産合計 282,455 417,809

繰延資産

社債発行費 2,859 －

繰延資産合計 2,859 －

資産合計 1,491,335 1,375,217

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 121,238 104,202

短期借入金 244,000 180,000

未払法人税等 2,582 18,660

賞与引当金 46,863 53,130

製品保証引当金 6,300 9,800

本社移転損失引当金 － 17,026

その他 141,746 124,194

流動負債合計 562,729 507,013

固定負債

社債 80,000 －

資産除去債務 17,720 －

その他 25,209 10,355

固定負債合計 122,929 10,355

負債合計 685,659 517,369
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成23年１月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 319,445 319,445

資本剰余金 279,445 279,445

利益剰余金 254,903 307,072

自己株式 △48,860 △48,860

株主資本合計 804,933 857,101

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △156 △243

評価・換算差額等合計 △156 △243

新株予約権 900 990

純資産合計 805,676 857,848

負債純資産合計 1,491,335 1,375,217
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②四半期損益計算書 (個別) 

 
  

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年８月１日
 至 平成23年１月31日)

売上高 1,387,076

売上原価 952,256

売上総利益 434,819

販売費及び一般管理費 360,519

営業利益 74,299

営業外収益

受取利息 678

投資有価証券評価益 3,175

業務受託料 1,000

その他 535

営業外収益合計 5,389

営業外費用

支払利息 2,266

支払手数料 726

営業外費用合計 2,993

経常利益 76,696

特別損失

本社移転関連費用 25,551

子会社株式評価損 105,942

その他 16,236

特別損失合計 147,729

税引前四半期純損失（△） △71,033

法人税等 △31,320

四半期純損失（△） △39,712
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当社グループはソフトウエア受託開発の単一事業を営んでおります。 

  また、平成22年７月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比較は行

っておりません。 

  

①生産実績 

当第２四半期連結累計期間における生産実績は、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。 

３  連結会社間取引については相殺消去をしております。 

  

②受注実績 

当第２四半期連結累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２  Ｇガイドモバイル関連及び自社プロダクト等のサービス提供については、受注生産を行っていないた

め、受注実績の記載をしておりません。 

  

5. その他

(1) 生産、受注及び販売の状況

事業の名称

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日 
  至  平成23年１月31日)

生産高(千円)

ソフトウエア受託開発 1,005,906

合計 1,005,906

事業の名称

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日 
  至  平成23年１月31日)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

ソフトウエア受託開発 1,431,262 531,600

合計 1,431,262 531,600
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③販売実績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １  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 

 
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３  連結会社間取引については相殺消去をしております。 

  

事業の名称

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日 
  至  平成23年１月31日)

販売高(千円)

ソフトウエア受託開発 1,428,688

合計 1,428,688

相手先

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日 
  至  平成23年１月31日)

販売高(千円) 割合(％)

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 397,706 27.8

㈱フルキャスト 178,889 12.5
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