
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

　当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比32.5％（307百万円）減の639百万円となりました。これは、テ

レコムサービスを戦略的に縮小していることによる171百万円の売上減少に加え、当社サービスの主力事業であるデー

タ通信サービスにおいても、前年同期比22.0％（135百万円）の売上減少となったことによります。この理由は、市場

が３Ｇに移行するなか、当社が３Ｇを提供できていないこと、また、まもなく当社が３Ｇサービスを提供開始するこ

とによる買い控えによるものです。なお、３Ｇサービスについては、６月13日付の株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ（以下、「ドコモ」という）との最終合意を受け、８月６日、ドコモとの間で接続協定を締結し、翌７日、当該接

続を利用した製品の第１弾として「ｂ-mobile ３Ｇ」を発売しました。従って、当第１四半期連結会計期間の業績へ

の寄与はありませんが、８月13日までに計上した第２四半期売上は、既に第１四半期を越えており、第２四半期以降

に成果が表れてきます。

　営業利益については、当社グループの売上原価にはネットワーク調達コスト及びデータセンター関連費用等、固定

費的な要素の強い費用が多いこと、また、３Ｇサービスの展開に向けた準備のため販売費及び一般管理費を削減して

いないことにより、270百万円の損失となりました。この結果、経常損失は246百万円、四半期純損失は248百万円とな

りました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

当四半期における総資産は、2,362百万円となり、前連結会計年度末比62百万円の減少となりました。その主な要因

は、有価証券の減少229百万円によるものです。

負債は、1,970百万円となり、前連結会計年度末比176百万円の増加となりました。その主な要因は、社債の増加400

百万円によるものです。

純資産は391百万円となり、前連結会計年度末比238百万円の減少となりました。自己資本比率は当四半期において

前連結会計年度末比9.6ポイント減の14.6％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間の税金等調整前四半期純損失は247百万円でしたが、減価償却費が74百万円あることな

どから179百万円の資金の使用となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間中に投資活動に使用した資金は90百万円で、ネットワーク機器の更新・増強、データ

通信に利用するソフトウェアの開発に伴うものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

銀行借入による長期借入金の約定返済66百万円、転換社債型新株予約権付社債の発行400百万円などにより362百

万円を調達しました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年４月21日に公表いたしました、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

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）

　該当事項はありません。

（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

　該当事項はありません。

（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

（四半期財務諸表に関する会計基準の適用）

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。
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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１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 541,405 196,682

売掛金 245,661 356,507

有価証券 340 230,196

商品 112,511 139,147

貯蔵品 6,695 6,617

未収入金 36 2,199

その他 52,487 74,345

貸倒引当金 △81 △81

流動資産合計 959,057 1,005,616

固定資産   

有形固定資産   

建物 47,157 45,115

減価償却累計額 △18,172 △16,617

建物（純額） 28,985 28,497

車両運搬具 9,803 9,803

減価償却累計額 △7,197 △6,631

車両運搬具（純額） 2,606 3,172

工具、器具及び備品 498,483 477,064

減価償却累計額 △328,763 △305,229

工具、器具及び備品（純額） 169,719 171,834

移動端末機器 42,740 41,314

減価償却累計額 △23,702 △21,088

移動端末機器（純額） 19,038 20,225

有形固定資産合計 220,350 223,731

無形固定資産   

商標権 3,194 3,363

特許権 2,366 2,273

電話加入権 1,294 1,294

ソフトウエア 601,732 595,009

ソフトウエア仮勘定 500,343 468,709

無形固定資産合計 1,108,931 1,070,649

投資その他の資産   

投資有価証券 － 50,000

敷金及び保証金 54,360 52,933

その他 19,532 21,318

投資その他の資産合計 73,893 124,251

固定資産合計 1,403,175 1,418,633

資産合計 2,362,233 2,424,249



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,161 294,520

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 266,400 266,400

未払金 74,439 94,567

未払法人税等 3,100 9,342

前受収益 292,141 347,244

その他 63,870 48,431

流動負債合計 1,103,112 1,260,506

固定負債   

社債 800,000 400,000

長期借入金 67,400 134,000

固定負債合計 867,400 534,000

負債合計 1,970,512 1,794,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,294,881 2,279,780

資本剰余金 686,660 671,561

利益剰余金 △2,602,504 △2,337,515

自己株式 △2,108 △1,741

株主資本合計 376,928 612,085

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △31,411

為替換算調整勘定 △32,335 5,740

評価・換算差額等合計 △32,332 △25,671

新株予約権 47,124 43,327

純資産合計 391,720 629,742

負債純資産合計 2,362,233 2,424,249



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 639,219

売上原価 526,460

売上総利益 112,759

販売費及び一般管理費                                              382,898

営業損失（△） △270,139

営業外収益  

受取利息 529

為替差益 51,300

その他 455

営業外収益合計 52,285

営業外費用  

支払利息 7,234

有価証券売却損 20,356

その他 1,547

営業外費用合計 29,139

経常損失（△） △246,992

特別損失  

固定資産除却損 99

税金等調整前四半期純損失（△） △247,092

法人税、住民税及び事業税 1,500

法人税等合計 1,500

四半期純損失（△） △248,592



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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（△） △247,092

減価償却費 74,875

受取利息及び受取配当金 △195

有価証券利息 △333

支払利息 7,234

固定資産除却損 193

為替差損益（△は益） △49,249

有価証券売却損益（△は益） 20,356

売上債権の増減額（△は増加） 110,906

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,050

仕入債務の増減額（△は減少） △94,461

前受収益の増減額（△は減少） △55,111

未払又は未収消費税等の増減額 10,209

その他 27,331

小計 △167,285

利息及び配当金の受取額 529

利息の支払額 △7,025

法人税等の支払額 △6,110

営業活動によるキャッシュ・フロー △179,891

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 △15,282

無形固定資産の取得による支出 △74,359

敷金の差入による支出 △722

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,364

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △66,600

株式の発行による収入 29,880

社債の発行による収入 399,193

自己株式の取得による支出 △367

財務活動によるキャッシュ・フロー 362,106

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 109,403

現金及び現金同等物の期首残高 426,878

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

5,464

現金及び現金同等物の四半期末残高                                  541,746



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）において、当社グループは、移動体

通信分野という同一セグメントに属する各種サービスを開発・運用し、顧客に販売・提供する事業を行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
日本

（千円）
米国

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 635,772 3,447 639,219 － 639,219

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 64,418 64,418 (64,418) －

計 635,772 67,866 703,638 (64,418) 639,219

　営業損失（△） △179,483 △92,044 △271,528 1,389 △270,139

　（注）国又は地域は、地理的近接度により区分しています。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

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います。　

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 946,665

Ⅱ　売上原価 683,292

売上総利益 263,373

Ⅲ　販売費及び一般管理費 457,624

営業損失（△） △194,251

Ⅳ　営業外収益 34,277

　受取利息 2,605

　有価証券利息 6,807

　為替差益 24,657

　その他 206

Ⅴ　営業外費用 10,461

　支払利息 4,367

　新株発行費償却 2,315

　その他 3,778

経常損失（△） △170,436

税金等調整前四半期純損失（△） △170,436

法人税、住民税及び事業税 1,557

少数株主損失（△） △21,997

四半期純損失（△） △149,996
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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
　

△170,436

有形固定資産減価償却費　 32,767

無形固定資産減価償却費 84,637

当期前払費用償却　 218

受取利息及び受取配当金　 △2,605

有価証券利息 △6,807

支払利息 4,367

固定資産除却損　 6,017

為替差損益 △24,456

新株発行費償却 2,315

売上債権の増減額 88,784

棚卸資産の増減額 △44,258

仕入債務の増減額 64,610

前受収益の増減額 △44,479

未払消費税等の増減額 △3,905

その他 45,100

小計 31,870

利息及び配当金の受取額　 6,807

利息の支払額 △5,915

法人税等の支払・還付額
（△は支払）

△5,915

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

26,846

－ 3 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　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　

△46,779

無形固定資産の取得による
支出

△131,679

敷金の支払による支出 △2,357

その他　 △12,357

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△193,173

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

長期借入金の返済による支
出

△66,600

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△66,600

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

34,251

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

△198,674

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,609,756

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

1,411,082
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