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当社の経営戦略



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2011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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当グループにおけるビジネスシナジー

TMプランニング
ビジネスコンサル
（運用コストの最適化）

ピーアールライフ
広告代理店ビジネス

（セールスプロモーションの最適化）

セブンシーズ•テックワークス
スマートフォンを中心としたITコンサル

スマートフォン時代のビジネスを総合的にサポート

ITを利用したビジネス支援
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グループの目指す方向性

Link the business on your hands !!
　～手の中のビジネス革命を～

スマートフォンの普及により、ひとりひとりが手の
中にインターネットを手に入れました。個人が情
報を発信／入手することで生まれる次世代ビジネ
スをグループ一丸で支援します。
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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）

2011年2月期
第2四半期累計

2012年2月期
第2四半期累計

前年同期比 備考

売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

1,806 1,712 △93
システム：ほぼ予定通り
メディア：クライアントの広告費
　　　　　制御の影響による

△132 △80 +51 売上原価及び販売管理費の
削減による

△135 △78 +57

△91 △70 +20

(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）
2011年2月末 2011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

2,195 2,194 △0
1,119 1,137 +17
3,314 3,332 +17
1,113 1,189 +76
337 347 +9
1,451 1,537 +86
1,336 1,265 △70

2 △0 △2
524 529 +4
1,863 1,794 △68
3,314 3,332 +17

(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）

2011年2月期
第2四半期累計

2012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）

215 199 △15

1,591 1,512 △78

(単位：百万円）
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第2四半期カテゴリ別売上（前年同期比）

2011年2月期
第2四半期累計

2012年2月期
第2四半期累計 前期比

システム受託開発

新規自社サービス

広告ビジネス

162 166 ＋4

53 33 △20

1,591 1,512 △78

(単位：百万円）
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2012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

当期純利益

1,712 4,500 +790

△80 10 +257

△78 35 +266

△70 0 +176

(単位：百万円）
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2012年2月期　セグメント別売上予想

2011年2月期 2012年2月期 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）

コストマネージメント
（TMP）

460 835 +375

3,250 3,590 +340

ー 75 +75

(単位：百万円）

※TMプランニング（株）は12月決算により、3ヶ月のみ連結予定です。
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第2四半期までの
営業トピックス
 子会社によるコンサルティング力の強化
 自社サービス提供状況
 学習アプリケーション開発サービス
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子会社設立によるコンサル業務強化

セールスコスト

オペレーションコスト

今まで子会社であったピーアールライフに加え、オペーレーションコストマネージメントのコン
サルティングファームである『TMプランニング』を設立することによって、ビジネスの成功に
必要不可欠なセールスコストとオペレーションコストの両面の総合的なコンサルティングを行う
体制が整いました。

ピーアールライフ

TMプランニングINTERNET

mobile
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自社スマートフォンサービス

50タイトル
20万ダウンロード
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ハローキティアプリを全世界に提供

様々なテーマのオリジナルキティ＋カジュアルゲーム

17



Hello Kitty Zodiac Riversi
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アプリケーションのプラットフォーム化の推進

問題集アプリ（SPP）

カレンダーアプリ

地図アプリ

デザインと少量のカスタマイズで低価格でアプリを開発

アプリの量産

アプリの量産

アプリの量産
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オフショア開発の推進

低価格で高品質なアプリケーション開発体制の拡充

スマートフォンを中心としたシステム開発の積極的なオフショア化を進めており、イン
ド及びベトナムに開発体制／ラボを開設し、研究開発及び競争力のある価格帯でのソフ
トウェア開発を実現することが可能となりました。

インド（プネ） ベトナム（ホーチミン）

企画／設計／デザイン
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大学向けiPadソリューション「Sakura-saku」

7月に開催された教育ITソリューションに出展

よりインタラクティブな授業の実践をサポート

 出席管理／スケジュール確認
 iPadでの資料配布や宿題配布
 授業内でのアンケート機能
 動画による補講サポート機能
 200社以上からの問い合わせ

講義中にアンケートを実施し、その結
果を即座に講義に反映することが可能
です。
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スマートフォン向け問題集アプリ作成プログラム

直販モデルを可能とした新バージョンをリリース
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専門性の高い分野での学習サポート

講義中にアンケートを実施し、その結
果を即座に講義に反映することが可能
です。

学習ノウハウ 書籍化／流通 知識獲得

書籍による既存の学習ノウハウの流通ビジネス

一定規模のボリュームがないとユーザコストがかかる

アプリ化／流通学習ノウハウ 知識獲得

低価格のアプリ開発によりニッチな学習アプリを多数提供！
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学習から自己実現を可能とするサービスを！

Self Produce Platform
情報発信

学習

自己啓発

学習アプリを低価格で提供できるプラットフォームを提供だけでなく、今後は学習記録
の共有による自己啓発、そしてノウハウを共有する情報発信、そしてそれを学習する
「Self Produce Platform」というサービスを提供し、人々の生活をより豊かなも
のにしていきます。
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