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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、失業率の高水準での推移等による個人消費の低迷や、海

外における情勢の悪化等の影響を受け、景気回復が遅れる中、企業を取り巻く経営環境も依然とし

て厳しい状況が続いてまいりました。しかしながら、米国経済の回復や企業の業績改善傾向が見ら

れ、株式市場が活況を呈する等、景気回復への好材料も見られるようになってまいりました。 

ソフトウェア業界におきましても、企業のソフトウェア投資の抑制・先送りにより、厳しい経営

環境が続いてまいりましたが、最近は徐々に持ち直しの傾向が現れてきており、今後に期待の持て

る状況になってまいりました。 

ユビキタス・ネットワーク化につきましては、ブロードバンド環境の普及など、着実に進展して

いるおり、今後のソフトウェア・情報サービス需要の増加に期待が寄せられております。特に携帯

電話につきましては、平成15年9月末にはインターネット接続の契約数が66百万件を超える等、イン

ターネット端末として広く浸透しております。当社グループにおきましても、携帯電話向け「乗換

案内」の検索数は平成15年9月には月間40百万検索を超えており、今後の事業展開の基盤を整えつつ

あります。 

このような環境の中で、当連結会計年度における当社グループの売上高は1,156,573千円（前年同

期比7.6%増）、経常利益は161,455千円（前年同期比31.4%減）、当期純利益は84,784千円（前年同

期比35.0%減）という経営成績となりました。なお、当連結会計年度におきましては、当社株式の新

規上場に伴い株式公開費21,042千円を計上したため、営業外費用が前連結会計年度と比べ増加して

おります。 

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。 

 

（乗換案内事業） 

乗換案内事業では、パソコンソフトの流通構造の変化やパソコンメーカーのコスト削減等の影響

により、当社グループの主力製品であるソフトウェア「乗換案内」の個人向け製品である「乗換案

内 時刻表対応版」の店頭販売パッケージおよびメーカー製パソコンへのプレインストール版の売上

が低迷いたしました。 

しかしながら、東北新幹線の延伸、りんかい線と埼京線の直通運転開始、東海道新幹線の品川駅

開業等の鉄道路線の改変が、「乗換案内 時刻表対応版」のバージョンアップ需要を喚起し、バージ

ョンアップの売上は好調に推移いたしました。 

法人向け製品につきましては、企業のソフトウェア投資の抑制・先送り等の影響を受けたものの、

地方自治体向けの比較的大型の案件を数件受注・納品できたため、全体としては売上が概ね順調に

推移いたしました。 

携帯電話向けの事業としましては、無料版「乗換案内」へのアクセス数の増加により、広告売上

は順調に推移しております。また、有料版である「乗換案内ＮＥＸＴ」を月額200円で提供開始いた
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しました。平成15年9月末には、会員数が75,000人を超えるまでになっており、その売上も順調に推

移しております。 

旅行関連事業に関しては、旅行商品を試験的に仕入・販売しており、売上高は増加しております。

しかし、未だオンライン（インターネット・携帯電話）販売の本格開始には至っておりません。 

なお、新規事業推進・開発力増強のための人員増加等が営業費用面に影響を与えております。 

以上の結果、売上高913,458千円（前年同期比20.9%増）、営業利益372,904千円（前年同期比1.4%

減）となりました。 

 

（マルチメディア事業） 

マルチメディア事業では、ゲーム業界全体の消費不振の影響を少なからず受けております。当連

結会計年度におきましては、新作ゲームソフトを4タイトル発売いたしましたが、プレイステーショ

ン2向けの「バスケリアン」「冒険少年クラブ画報」及びゲームボーイアドバンス向けの「ハムスタ

ー倶楽部4」がいずれも売上目標を達成することができませんでした。 

携帯電話向けゲーム「ハムスター倶楽部」につきましては、平成15年4月より有料サービスを開始

いたしており、会員数は徐々に増加しております。 

以上の結果、売上高185,945千円（前年同期比23.2%減）、営業損失52,450千円（前年同期は

34,038千円の損失）となりました。 

 

（その他） 

受託ソフトウェア開発等については、企業のソフトウェア投資の抑制・先送り等の影響を受けて

おり、売上高57,169千円（前年同期比25.8%減）、営業利益10,006千円（前年同期比51.6%減）とな

りました。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金および現金同等物は、前連結会計年度末と比べ90,147千円

（12.8％）増の793,615千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそ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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは32,038千円の支出（前年同期は181,786千円の収入）となり

ました。これは主に、税金等調整前当期純利益が160,678千円と前連結会計年度と比べ減少したこと

や、売上債権の増加額が100,768千円、法人税等の支払額が162,715千円と、前連結会計年度と比べ

それぞれ増加したことによります。売上債権が増加した理由は、大型案件の納期が９月に集中した

ことであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは52,055千円の支出（前年同期は8,169千円の収入）となりま

した。これは主に、サーバー等への投資を積極化したことにより有形固定資産の取得による支出が

増加したことや、投資有価証券の売却による収入が当連結会計年度にはなかったこと等によります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは175,258千円の収入（前年同期は28,230千円の支出）となり

ました。これは主に、当連結会計年度中の平成15年４月16日に実施した株式発行による収入204,280

千円によるものであります。 

 

 



ファイル名:021_9275400101512.doc 更新日時:2003/12/23 13:25 印刷日時:03/12/23 13:40 

― 13 ― 

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 

事業の種類別セグメント 生産高(千円) 前年同期比(％) 

乗換案内事業 913,105 20.7

マルチメディア事業 177,077 △26.4

その他 57,169 △19.5

合計 1,147,351 7.4

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は、販売価格によっております。 

 

(2) 受注実績 

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 

事業の種類別セグメント 受注高(千円)
前年同期比 

(％) 
受注残高(千円) 

前年同期比 
(％) 

乗換案内事業 85,177 △7.0 27,497 △33.3

マルチメディア事業 2,700 ― ― ―

その他 56,212 △21.1 5,200 △15.5

合計 144,089 △11.5 32,697 △31.0

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 

事業の種類別セグメント 販売高(千円) 前年同期比(％) 

乗換案内事業 913,458 20.9

マルチメディア事業 185,945 △23.2

その他 57,169 △25.8

合計 1,156,573 7.6

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ セグメント間取引については、相殺消去しております。 
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３ 【対処すべき課題】 

ユビキタス・ネットワーク社会への転換期にあって、情報通信産業におけるサービスの形態はこれ

までとは次元の異なるサービスへと変化しております。この変化に対応し事業を成功させるカギは、

社会システムの変化に対応する事業戦略を有していること、及び、そこで求められる新技術やノウハ

ウを常に先行して蓄積し続けることであると考えております。 

また、当社グループの提供する製品・サービスの利用者が増加するに伴い、また、今後の事業展開

に向けて、当社グループの提供する製品・サービスの信頼性・安定性がこれまでにも増して重要にな

ってくるものと考えております。 

 

(1) 優秀な人材の発掘および育成 

当社グループは、新しい技術への対応が常に要求される事業を営んでおります。最先端の技術を習

得し、高度な技術力に裏付けられた、消費者に使いやすいサービスの提供を目指しております。今後

は携帯電話をはじめとする各種ネットワーク端末やサーバー関連の技術力および高品質なサービスの

企画・開発力が競争力の源泉となります。その確保のためには、優秀なスタッフと、それらによって

構成された開発体制が必要であると認識しております。今後の当社グループの成長のため、現状当社

に在籍しているスタッフと同等もしくはそれ以上の人材の発掘・育成を行ってまいります。 

 

(2) 携帯電話向けソフトウェア技術の蓄積 

当社グループでは、今後のユビキタス・ネットワーク化の進展においてキーとなる端末は携帯電話

であると認識しており、従って現状において優先的に蓄積すべき技術は、携帯電話向けのソフトウェ

アに関する技術であると考えております。携帯電話そのものが、日々進化を続ける中、当社グループ

においても、新技術の獲得・技術の更新を継続して行ってまいります。 

 

(3) 収益源の確保 

現在、当社グループの主たる収益源はパッケージソフトの販売とそのバージョンアップサービスで

あります。しかしながら、インターネット環境の普及に伴い、社会全体において商品流通形態の変化

が起きており、当社グループといたしましてもその変化に対応していく必要があります。具体的には、

ソフトウェアのダウンロード販売やインターネット上でのソフトウェア・サービスの提供等を実施し

てまいります。 

また、当社グループの事業の拡大のため、収益源の多様化が必要になると考えております。その例

といたしましては、携帯電話向けの有償による情報提供、インターネット上の広告スペースの販売、

商品情報の提供による手数料収入等が挙げられます。必要に応じて多角的な業務提携の推進等を行い、

収益源の多様化に努めてまいります。 

 

(4) ネットワーク関連設備投資 

インターネット上で提供している「乗換案内」の利用者の増加や今後のインターネットでの事業拡

大に伴い、データ通信量の増加が見込まれます。このような状況において、顧客満足の向上を図るた

めには、安定的にサービスを提供し、また、処理速度を維持・向上させることが必要になってまいり
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ます。そのため、サーバー等のネットワーク関連設備への投資を行い、インターネットサービス環境

の整備に努めてまいります。 

 

(5) 内部管理体制の充実 

当社は、平成15年9月30日現在、役員8名および従業員46名と小規模な組織であり、内部管理体制も

その規模に応じた体制を整えております。当社は、今後の事業拡大に伴い、管理機能のＩＴ化を進め

る等、内部管理体制の一層の充実に努め、業務効率の向上を図ってまいります。 
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４ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 乗換案内事業に関する契約 
 

契約会社名 契約先名・契約名 契約内容 契約日 契約期間 

ジョルダン株式会社 株式会社交通新聞社 
「時刻情報使用許諾契約」

JR各社から提供を受
けた時刻表に関する
デジタル・データを
提供して、非独占的
な複製利用を許諾す
る契約。 

平成10年３月17日 締結日から１年間。
期間満了の３箇月前
までに、書面により
更新しない旨の申し
出がないときは、次
の１年間自動的に更
新し、以降も同様。

ジョルダン株式会社 株式会社ジェイティービー
「私鉄等時刻情報提供に関
する基本契約」 

私鉄等各社から提供
を受けた列車運行等
に関する情報を提供
して、非独占的な複
製利用を許諾する契
約。 

平成15年５月１日 平成15年５月１日か
ら平成16年４月30日
まで。期間満了の１
箇月前までに、双方
書面により更新しな
い旨合意したときを
除き、次の１年間自
動的に更新し、以後
も同様。 

 

(2) マルチメディア事業に関する契約 
 

契約会社名 契約先名・契約名 契約内容 契約日 契約期間 

ジョルダン株式会社 任天堂株式会社 
「ＡＧＢライセンス／製造
委託契約」 

「ゲームボーイアド
バンス」に適合する
ゲームプログラムの
開発およびゲームプ
ログラムカートリッ
ジの製造委託に関す
る契約。 

平成12年11月16日 締結日より１年間。
期間満了２ヶ月前ま
でに、書面による解
約の意思表示がない
ときは同条件で１年
間延長し、その後も
同様。 

ジョルダン株式会社 株式会社ソニー・コンピュ
ータエンタテインメント 
「『プレイステーション
２』ライセンス契約」 

「プレイステーショ
ン２」向けのソフト
ウェアの開発および
譲渡または配信につ
いての権利許諾に関
する契約。 

平成15年９月18日 平成15年４月１日よ
り平成16年３月31日
まで。契約終了日１
ヶ月前までにいずれ
からも終了の意思等
の明示した文書によ
る通知がない場合は
更に１年間延長、以
後も同様。 

 

５ 【研究開発活動】 

当連結会計年度の研究開発活動は、乗換案内事業におきましては主にＩＴ企画室、技術部および推

論機構室にて、マルチメディア事業におきましてはマルチメディア部にて行ってまいりました。さら

に、シナジー効果の活用を図るため、必要に応じプロジェクトチームを編成し、研究開発活動を行っ

てまいりました。 

なお、一般管理費および当期総製造費用に含まれる研究開発費の総額は、146,669千円であります。 

 

事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりであります。 

 

乗換案内事業 

乗換案内関連では大きく分けて、経路検索等の共通部分、各端末向けバージョン、および付随サ

ービス提供のためのシステムの研究開発を行ってまいりました。共通部分につきましては、経路検

索および運賃計算に関する研究開発等を行ってまいりました。各端末向けバージョンにつきまして
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は、当連結会計年度中に提供を開始した、イントラネット版の新バージョン「乗換案内 イントラネ

ット Ver.3 PLUS」および携帯電話向け有料サービス「乗換案内ＮＥＸＴ」に加え、ＡＳＰ版・ＸＭ

Ｌ版の「乗換案内」に関する研究開発を進めてまいりました。付随サービスにつきましては、オン

ライン旅行予約・販売のための研究開発を行ってまいりました。 

上記の研究開発活動等の結果、乗換案内事業における研究開発費は45,415千円となりました。 

 

マルチメディア事業 

前連結会計年度に引き続き、家庭用ゲームソフト（ゲームボーイアドバンスおよびプレイステー

ション２向け）の研究開発を行ってまいりました。さらに、新たな試みとして、携帯電話向けゲー

ムおよびブックビューアの研究開発を行ってまいりました。携帯電話向けゲームにつきましては、

製品化に至っております。また、携帯電話向けブックビューアにつきましても、製品化に向け、市

場での実験等を進めております。 

上記の研究開発活動等の結果、マルチメディア事業における研究開発費101,253千円となりました。 

 

その他 

特記すべき研究開発活動はありません。 




