
   
 

平成 22 年８月 27 日 

 

各 位 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１番１号

株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア

代 表 取 締 役 社 長 堤  純 也

(コード番号：3823 東証マザーズ)

問合せ先： 取締役副社長 國吉 芳夫

電話番号： (03 ) 5 7 6 8 - 8 6 0 0 (代 表 ) 

 

 

（訂正）「平成 21 年８月期 第５四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 22 年８月 13 日付「不適切な会計処理等に関する調査結果等のご報告」においてお知らせしましたとお

り、当社及び当社の連結子会社である株式会社 AMS（以下、「AMS」という）において、一部不適切と思われる

過去の会計処理について外部調査委員より調査結果の報告を受けました。これを受け、当社及び AMS の決算の

訂正を行い、過年度の決算短信の一部訂正を行いましたのでお知らせいたします。 

 株主、投資家、取引先及びその他関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。 

  

 なお、訂正箇所については、添付のとおり、訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には下線を付して

表示しております。 

 
以上 

 
（添付）  

・訂正を行う決算短信 

平成 21 年８月 13 日付「平成 21 年８月期 第５四半期決算短信」 

 



サマリー情報 1 ページ 

（訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 21 年 8 月期第５四半期の連結業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 6 月 30 日） 
(1) 連結経営成績（累計）                                             （％表示は対前期増減率） 

 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   ％

21 年 8 月期第５四半期 3,994   - △792  - △793  - △1,222  -

 

 
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

21 年 8 月期第５四半期 △15,111.52      ―  

※決算期変更により、当平成 21 年 8 月期は、17 ヶ月変則決算（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 8 月 31 日）となるため、21 年 8

月期第５四半期の対前期増減率については、記載しておりません。 

 
(2) 連結財政状態 
 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

21 年 8 月期第５四半期 5,348 3,177 59.0 38,633.45    

（参考）自己資本  21 年 8 月期第５四半期  3,156百万円   

 

 

（訂正後） 
（百万円未満切捨て） 

１．平成 21 年 8 月期第５四半期の連結業績（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 6 月 30 日） 
(1) 連結経営成績（累計）                                             （％表示は対前期増減率） 

 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   ％

21 年 8 月期第５四半期 3,789   - △850  - △850  - △1,510  -

 

 
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

21 年 8 月期第５四半期 △18,669.20      ―  

※決算期変更により、当平成 21 年 8 月期は、17 ヶ月変則決算（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 8 月 31 日）となるため、21 年 8

月期第５四半期の対前期増減率については、記載しておりません。 

 
(2) 連結財政状態 
 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

21 年 8 月期第５四半期 4,612 2,440 52.5 29,617.85    

（参考）自己資本  21 年 8 月期第５四半期  2,420百万円 
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３～４ページ 

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 

 (1)業績の状況 

<省略> 

（訂正前） 

以上の結果、当第５四半期連結累計期間における売上高は、3,994百万円となりました。利益面につきましては、 

原価の抑制ならびに販売費及び一般管理費の削減により損益の改善を図り、営業損失は792百万円、経常損失は793百 

万円、四半期純損失は1,222百万円となりました。 

 当第５四半期連結累計期間における各事業の売上高は、以下のように推移いたしました。 

 

（ミドルウェア事業） 

自社製品開発販売部門においては、主に当社の主力製品である「VIVID UI」や「VIVID Message」、「VIVID 

Panorama」、「VIVID Avatar Maker」等がキャリア及びメーカーの夏モデルの携帯電話に搭載されました。また、新 

たな収益モデルを適用した製品「VIVID Communicator」は、株式会社KDDIと共同開発した「MYスライドビデオ」とし 

て４月からサービスを開始し、売上高はほぼ予想通りとなりました。 

また、各グローバルメーカーへのさらなる製品提供とともに、新製品「VIVID Runtime」によるマーケットプレイ 

スビジネスのグローバル展開、また「VIVID UI」による中国でのきせかえコンテンツビジネスに向けた基盤構築等に 

注力し、グローバル市場におけるシェア拡大を推進してまいりました。 

受託開発部門においても、メーカー各社の開発投資抑制の影響は引き続きあり厳しい状況であったものの、売上高 

はほぼ予想通りとなりました。 

以上の結果、当第５四半期連結累計期間におけるミドルウェア事業の売上高は3,642百万円となりました。 

 

（EC事業） 

携帯電話市場の縮小に対する施策の一環として、当社グループが事業ドメイン拡大の方針の下に進めてまいりまし 

た、当社連結子会社である株式会社AMS（以下、「AMS」という）において第３四半期に開始したEC事業につきまして 

は、ECバックヤードシステム「EXREGZIO（以下、「エグレジオ」という）」を使用したECフルフィルメントサービス 

を株式会社ナッティに提供し、売上は堅調に推移いたしました。 

しかしながら、第４四半期において予定していたライセンス販売の各案件の進捗の遅れや、当期の課題として進め 

てまいりました、EC事業におけるエグレジオ等資産のオフバランス化とそれに伴う償却費及び運営費負担の軽減に関 

しましては、世界不況を背景とした各社の急激な業績悪化等の影響により、選定していた事業パートナーとの契約案 

件の進捗が遅延しており、業績及び財務状況において厳しい状況が続いております。 

以上の結果、当第５四半期連結累計期間におけるEC事業の売上高は160百万円となりました。 

 

（メディア事業） 

AMSにおけるメディア事業につきましては、経済状況の悪化を受け、厳しい状況が続いておりますが、WEBサイトの 

キャリア公式サイトへの移行を行う等、来期の黒字化に向け各施策を図っております 

以上の結果、当第５四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は191百万円となりました。 

<後略> 
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（訂正後） 

以上の結果、当第５四半期連結累計期間における売上高は、3,789百万円となりました。利益面につきましては、 

原価の抑制ならびに販売費及び一般管理費の削減により損益の改善を図り、営業損失は850百万円、経常損失は850百 

万円、四半期純損失は1,510百万円となりました。 

 当第５四半期連結累計期間における各事業の売上高は、以下のように推移いたしました。 

 

（ミドルウェア事業） 

自社製品開発販売部門においては、主に当社の主力製品である「VIVID UI」や「VIVID Message」、「VIVID 

Panorama」、「VIVID Avatar Maker」等がキャリア及びメーカーの夏モデルの携帯電話に搭載されました。また、新 

たな収益モデルを適用した製品「VIVID Communicator」は、株式会社KDDIと共同開発した「MYスライドビデオ」とし 

て４月からサービスを開始し、売上高はほぼ予想通りとなりました。 

また、各グローバルメーカーへのさらなる製品提供とともに、新製品「VIVID Runtime」によるマーケットプレイ 

スビジネスのグローバル展開、また「VIVID UI」による中国でのきせかえコンテンツビジネスに向けた基盤構築等に 

注力し、グローバル市場におけるシェア拡大を推進してまいりました。 

受託開発部門においても、メーカー各社の開発投資抑制の影響は引き続きあり厳しい状況であったものの、売上高 

はほぼ予想通りとなりました。 

以上の結果、当第５四半期連結累計期間におけるミドルウェア事業の売上高は3,562百万円となりました。 

 

（EC事業） 

携帯電話市場の縮小に対する施策の一環として、当社グループが事業ドメイン拡大の方針の下に進めてまいりまし 

た、当社連結子会社である株式会社AMS（以下、「AMS」という）において第３四半期に開始したEC事業につきまして 

は、ECバックヤードシステム「EXREGZIO（以下、「エグレジオ」という）」を使用したECフルフィルメントサービス 

を株式会社ナッティに提供し、売上は堅調に推移いたしました。 

しかしながら、第４四半期において予定していたライセンス販売の各案件の進捗の遅れや、当期の課題として進め 

てまいりました、EC事業におけるエグレジオ等資産のオフバランス化とそれに伴う償却費及び運営費負担の軽減に関 

しましては、世界不況を背景とした各社の急激な業績悪化等の影響により、選定していた事業パートナーとの契約案 

件の進捗が遅延しており、業績及び財務状況において厳しい状況が続いております。 

以上の結果、当第５四半期連結累計期間におけるEC事業の売上高は160百万円となりました。 

 

（メディア事業） 

AMSにおけるメディア事業につきましては、経済状況の悪化を受け、厳しい状況が続いておりますが、WEBサイトの 

キャリア公式サイトへの移行を行う等、来期の黒字化に向け各施策を図っております 

以上の結果、当第５四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は66百万円となりました。 

<後略> 
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４ページ 

(2)継続企業の前提に関する重要事象等 

（訂正前） 

当第５四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、世界不況による景気や企業業績の急激な 

悪化に、当社グループが関連する携帯電話業界におけるメーカー各社の開発投資の大幅な抑制が重なり厳しい状況と 

なりました。 

当社グループでは、従前より携帯電話の買い替えサイクルの長期化等に起因する端末販売台数の減少の対策とし 

て、端末台数に依存しない事業や収益モデルへの分散等の施策を図っており、当期はその移行期でありましたが、こ 

れら経営環境の急激な悪化を背景に、非常に厳しい局面を迎えることとなりました。さらに、EC事業におけるライセ 

ンス販売と保有ソフトウェア資産等のオフバランス化で遅延が発生しました。 

この結果、通常、当社グループの主力事業特有の季節的要因により、売上高の多くが第４四半期に集中し営業黒字 

となるところ当第４四半期連結累計期間においては597百万円の営業損失、また、当第５四半期連結累計期間におい 

ては792百万円の営業損失を計上することとなったため、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義 

を生じさせるような事象又は状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 

このような状況の下、当社グループでは、平成21年４月30日に発表いたしました「業績予想の修正及び特別損失の 

計上並びに役員報酬減額を含む経営改善計画の取り組みに関するお知らせ」のとおり、このような業績悪化を招いた 

経営体制の改革と、厳しい事業環境におけるグループ全体の経営戦略の抜本的な見直しを推進するとともに、また全 

事業における原価及び販売管理費の抑制に努め、業績黒字化と財務状況の改善のための経営改善施策を順次進めてお 

り、製造原価率及び販売管理費率の抑制による利益率改善への効果が現れつつあります。 

ミドルウェア事業においては、開発抑制のあった国内メーカー各社に次の布石を開始する動きが出てきていること 

や韓国のグローバルメーカー各社の業績は堅調に推移していることから、経営環境の改善に伴う成長の余地が見込ま 

れます。また、当社グループでは閉塞感の続く国内市場からグローバル市場を重点的に新規開発すべく経営戦略を進 

めており、新規にライセンス提供を始めた大手グローバルメーカーへのライセンス供給を加速させるほか、高い評価 

を得ている新規製品である「VIVID Runtime」の迅速なグローバル供給の実現に向け、販売を強化する方針です。 

EC事業においては、遅延が発生しているライセンス販売と保有ソフトウェア資産等のオフバランス化を 優先課 

題として迅速に進めるとともに、早期の業績回復と財務状況の改善を推進していく予定です。 

また、平成21年６月19日付の当社取締役会決議に基づき、平成21年7月6日に第１回新株予約権（第三者割当）を発 

行し、７月８日に当該新株予約権の目的である株式の総数16,000株のうち6,000株を行使し、行使額面総額440百万円 

の増資を実行いたしました。 

このように、機動的な資金調達を可能とするスキームの導入の実施や、共同事業化を通じた当社グループが保有す 

るソフトウェア資産の一部売却等の推進により、バランスシートの改善と手元流動性の確保に努め、財務状況の改善 

に努めております 

これらの施策は順調に進捗しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないものと考えておりま 

す。 
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（訂正後） 

当第５四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、世界不況による景気や企業業績の急激な 

悪化に、当社グループが関連する携帯電話業界におけるメーカー各社の開発投資の大幅な抑制が重なり厳しい状況と 

なりました。 

当社グループでは、従前より携帯電話の買い替えサイクルの長期化等に起因する端末販売台数の減少の対策とし 

て、端末台数に依存しない事業や収益モデルへの分散等の施策を図っており、当期はその移行期でありましたが、こ 

れら経営環境の急激な悪化を背景に、非常に厳しい局面を迎えることとなりました。さらに、EC事業におけるライセ 

ンス販売と保有ソフトウェア資産等のオフバランス化で遅延が発生しました。 

この結果、通常、当社グループの主力事業特有の季節的要因により、売上高の多くが第４四半期に集中し営業黒字 

となるところ当第４四半期連結累計期間においては699百万円の営業損失、また、当第５四半期連結累計期間におい 

ては850百万円の営業損失を計上することとなったため、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義 

を生じさせるような事象又は状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 

このような状況の下、当社グループでは、平成21年４月30日に発表いたしました「業績予想の修正及び特別損失の 

計上並びに役員報酬減額を含む経営改善計画の取り組みに関するお知らせ」のとおり、このような業績悪化を招いた 

経営体制の改革と、厳しい事業環境におけるグループ全体の経営戦略の抜本的な見直しを推進するとともに、また全 

事業における原価及び販売管理費の抑制に努め、業績黒字化と財務状況の改善のための経営改善施策を順次進めてお 

り、製造原価率及び販売管理費率の抑制による利益率改善への効果が現れつつあります。 

ミドルウェア事業においては、開発抑制のあった国内メーカー各社に次の布石を開始する動きが出てきていること 

や韓国のグローバルメーカー各社の業績は堅調に推移していることから、経営環境の改善に伴う成長の余地が見込ま 

れます。また、当社グループでは閉塞感の続く国内市場からグローバル市場を重点的に新規開発すべく経営戦略を進 

めており、新規にライセンス提供を始めた大手グローバルメーカーへのライセンス供給を加速させるほか、高い評価 

を得ている新規製品である「VIVID Runtime」の迅速なグローバル供給の実現に向け、販売を強化する方針です。 

EC事業においては、遅延が発生しているライセンス販売と保有ソフトウェア資産等のオフバランス化を 優先課 

題として迅速に進めるとともに、早期の業績回復と財務状況の改善を推進していく予定です。 

また、平成21年６月19日付の当社取締役会決議に基づき、平成21年7月6日に第１回新株予約権（第三者割当）を発 

行し、７月８日に当該新株予約権の目的である株式の総数16,000株のうち6,000株を行使し、行使額面総額440百万円 

の増資を実行いたしました。 

このように、機動的な資金調達を可能とするスキームの導入の実施や、共同事業化を通じた当社グループが保有す 

るソフトウェア資産の一部売却等の推進により、バランスシートの改善と手元流動性の確保に努め、財務状況の改善 

に努めております 

これらの施策は順調に進捗しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないものと考えておりま 

す。 
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４～５ページ 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第５四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ114百万円増の5,348百万円となりました。流動資産 

は、EC事業への設備投資等による現金預金の減少、及び売掛金の減少等により1,251百万円減少し、1,672百万円とな 

りました。固定資産は、投資有価証券に対する評価損の計上等により投資その他の資産が214百万円減少いたしまし 

たが、販売目的のソフトウェア及びEC事業開始に伴う当社グループにおける自社利用目的のソフトウェアの投資等に 

より、1,365百万円増加し、3,676百万円となりました。負債は、これらのソフトウェアの設備投資による借入金が増 

加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,292百万円増加し、2,171百万円となりました。純資産は、利益剰余 

金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,177百万円減少し、3,177百万円となりました。 

 

 (2)キャッシュ・フローの状況 

当第５四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ 

720百万円減少し、929百万円となりました。当第５四半期連結累計会計期間における各キャッシュ・フローの状況と 

それらの主な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） 

営業活動の結果得られた資金は835百万円となりました。これは主に、売上債権の減少779百万円、減価償却費958 

百万円及び投資有価証券評価損の計上265百万円等の資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失1,075百万円、法人 

税等の支払323百万円等の資金減少要因を上回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） 

投資活動の結果使用した資金は3,024百万円となりました。これは主に、ソフトウェア等の無形固定資産の取得に 

よる支出2,735百万円及び投資有価証券の取得による支出156百万円等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は1,530百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入1,203百万円、長期 

借入れによる収入250百万円及び新株予約権の行使による株式発行等によるものであります。 
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（訂正後） 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第５四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ76百万円増の4,612百万円となりました。流動資産 

は、EC事業への設備投資等による現金預金の減少、及び売掛金の減少等により1,012百万円減少し、1,672百万円とな 

りました。固定資産は、投資有価証券に対する評価損の計上等により投資その他の資産が212百万円減少いたしまし 

たが、販売目的のソフトウェア及びEC事業開始に伴う当社グループにおける自社利用目的のソフトウェアの投資等に 

より、1,089百万円増加し、2,939百万円となりました。負債は、これらのソフトウェアの設備投資による借入金が増 

加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,542百万円増加し、2,171百万円となりました。純資産は、利益剰余 

金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,465百万円減少し、2,440百万円となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第５四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ 

720百万円減少し、929百万円となりました。当第５四半期連結累計会計期間における各キャッシュ・フローの状況と 

それらの主な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） 

営業活動の結果得られた資金は267百万円となりました。これは主に、売上債権の減少543万円、減価償却費872 

百万円及び投資有価証券評価損の計上265百万円等の資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失1,378百万円、法人 

税等の支払323百万円等の資金減少要因を上回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） 

投資活動の結果使用した資金は2,456百万円となりました。これは主に、ソフトウェア等の無形固定資産の取得に 

よる支出2,168百万円及び投資有価証券の取得による支出156百万円等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は1,530百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入1,203百万円、長期 

借入れによる収入250百万円及び新株予約権の行使による株式発行等によるものであります。 
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７～８ページ 
５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 
（訂正前） 

（単位：千円）

当第５四半期連結会計期間末
(平成21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 939,121 1,525,099

受取手形及び売掛金 367,823 1,187,234

仕掛品 66,020 101,414

その他 299,602 109,826

流動資産合計 1,672,567 2,923,574

固定資産   

有形固定資産 85,996 91,790

無形固定資産   

のれん 57,323 82,624

ソフトウエア 2,748,018 885,991

ソフトウエア仮勘定 367,003 618,012

その他 37 13

無形固定資産合計 3,172,383 1,586,640

投資その他の資産 417,808 632,108

固定資産合計 3,676,187 2,310,540

資産合計 5,348,755 5,234,115

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 40,055 99,524

短期借入金 1,272,434 －

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払法人税等 16,020 257,015

受注損失引当金 517 －

その他 637,621 481,718

流動負債合計 1,984,650 856,258

固定負債   

社債 5,000 23,000

長期借入金 181,250 －

その他 482 －

固定負債合計 186,732 23,000

負債合計 2,171,383 879,258
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（単位：千円）

当第５四半期連結会計期間末
(平成21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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,977,907 1,945,495

資本剰余金 1,842,107 1,809,695

利益剰余金 △609,299 613,312

株主資本合計 3,210,715 4,368,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,861 △5,433

為替換算調整勘定 △57,643 △8,212

評価・換算差額等合計 △53,782 △13,646

少数株主持分 20,440 －

純資産合計 3,177,372 4,354,856

負債純資産合計 5,348,755 5,234,115
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（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第５四半期連結会計期間末
(平成21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 939,121 1,525,099

受取手形及び売掛金 367,823 950,984

仕掛品 66,020 101,414

その他 299,602 107,708

流動資産合計 1,672,567 2,685,207

固定資産   

有形固定資産 85,996 91,790

無形固定資産   

のれん 20,677 33,457

ソフトウエア 2,051,008 885,991

ソフトウエア仮勘定 363,951 208,012

その他 37 13

無形固定資産合計 2,435,673 1,127,474

投資その他の資産 417,808 630,770

固定資産合計 2,939,478 1,850,035

資産合計 4,612,045 4,535,242

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 40,055 99,524

短期借入金 1,272,434 －

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払法人税等 16,020 257,015

受注損失引当金 517 －

その他 637,621 231,718

流動負債合計 1,984,650 606,258

固定負債   

社債 5,000 23,000

長期借入金 181,250 －

その他 482 －

固定負債合計 186,732 23,000

負債合計 2,171,383 629,258
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（単位：千円）

当第５四半期連結会計期間末
(平成21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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,977,907 1,945,495

資本剰余金 1,842,107 1,809,695

利益剰余金 △1,346,009 164,440

株主資本合計 2,474,005 3,919,630

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,861 △5,433

為替換算調整勘定 △57,643 △8,212

評価・換算差額等合計 △53,782 △13,646

少数株主持分 20,440 －

純資産合計 2,440,662 3,905,984

負債純資産合計 4,612,045 4,535,242
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９ページ 
（２）四半期連結損益計算書 
（第５四半期連結累計期間） 
（訂正前） 

（単位：千円）

当第５四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,994,688

売上原価 2,473,840

売上総利益 1,520,847

販売費及び一般管理費 2,313,676

営業損失（△） △792,828

営業外収益  

受取利息 4,026

受取配当金 1,039

為替差益 10,178

その他 2,276

営業外収益合計 17,520

営業外費用  

支払利息 16,955

その他 1,168

営業外費用合計 18,124

経常損失（△） △793,431

特別損失  

投資有価証券評価損 265,863

その他 16,244

特別損失合計 282,108

税金等調整前四半期純損失（△） △1,075,540

法人税、住民税及び事業税 86,255

法人税等調整額 61,270

法人税等合計 147,526

少数株主損失（△） △453

四半期純損失（△） △1,222,612
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（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第５四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,789,688

売上原価 2,338,746

売上総利益 1,450,941

販売費及び一般管理費 2,301,156

営業損失（△） △850,214

営業外収益  

受取利息 4,026

受取配当金 1,039

為替差益 10,178

その他 2,276

営業外収益合計 17,520

営業外費用  

支払利息 16,955

その他 1,168

営業外費用合計 18,124

経常損失（△） △850,817

特別損失  

投資有価証券評価損 265,863

ソフトウエア償却費 70,876

不適切取引損失 174,280

その他 16,244

特別損失合計 527,264

税金等調整前四半期純損失（△） △1,378,082

法人税、住民税及び事業税 86,255

法人税等調整額 46,565

法人税等合計 132,820

少数株主損失（△） △453

四半期純損失（△） △1,510,449
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10～11ページ 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（訂正前） 

（単位：千円）

当第５四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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（△） △1,075,540

減価償却費 958,637

のれん償却額 25,300

投資有価証券評価損益（△は益） 265,863

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,054

受取利息及び受取配当金 △5,066

支払利息 16,955

為替差損益（△は益） 23,046

株式交付費 1,167

売上債権の増減額（△は増加） 779,298

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,509

仕入債務の増減額（△は減少） △51,242

未払費用の増減額（△は減少） △106,655

未払又は未収消費税等の増減額 7,935

前受金の増減額（△は減少） 99,148

その他 190,160

小計 1,169,574

利息及び配当金の受取額 4,970

利息の支払額 △15,669

法人税等の支払額 △323,539

営業活動によるキャッシュ・フロー 835,335

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 △58,872

無形固定資産の取得による支出 △2,735,611

長期前払費用の取得による支出 △51,119

投資有価証券の取得による支出 △156,000

差入保証金の差入による支出 △12,817

定期預金の預入による支出 △10,706

その他 921

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,024,206

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） 1,203,776

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △50,000

社債の償還による支出 △18,000

株式の発行による収入 63,657

少数株主からの払込みによる収入 31,299

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,530,733
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（単位：千円）

当第５四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △62,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △720,826

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 929,468
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（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第５四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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（△） △1,378,082

減価償却費 872,771

ソフトウエア償却費 70,876

のれん償却額 12,780

投資有価証券評価損益（△は益） 265,863

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,054

受取利息及び受取配当金 △5,066

支払利息 16,955

為替差損益（△は益） 23,046

株式交付費 1,167

売上債権の増減額（△は増加） 543,048

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,509

仕入債務の増減額（△は減少） △51,242

未払費用の増減額（△は減少） △106,655

未払又は未収消費税等の増減額 7,935

前受金の増減額（△は減少） 99,148

その他 188,910

小計 602,021

利息及び配当金の受取額 4,970

利息の支払額 △15,669

法人税等の支払額 △323,539

営業活動によるキャッシュ・フロー 267,783

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 △58,872

無形固定資産の取得による支出 △2,168,058

長期前払費用の取得による支出 △51,119

投資有価証券の取得による支出 △156,000

差入保証金の差入による支出 △12,817

定期預金の預入による支出 △10,706

その他 921

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,456,653

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） 1,203,776

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △50,000

社債の償還による支出 △18,000

株式の発行による収入 63,657

少数株主からの払込みによる収入 31,299

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,530,733
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（単位：千円）

当第５四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △62,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △720,826

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 929,468
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12～13ページ 

（5）セグメント情報 

［事業の種類別セグメント情報］ 

（訂正前） 

当第５四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
ミドルウェア事業 

（千円） 
メディア事業
（千円） 

EC事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

760,201 3,560 75,189 838,950 － 838,950

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 760,201 3,560 75,189 838,950 － 838,950

営業利益又は営業損失
（△） 

△46,157 △24,832 △130,290 △201,280 6,300 △194,980 

 

当第５四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
ミドルウェア事業 

（千円） 
メディア事業
（千円） 

EC事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

3,642,489 191,280 160,919 3,994,688 － 3,994,688 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 3,642,489 191,280 160,919 3,994,688 － 3,994,688 

営業利益又は営業損失
（△） 

△406,154 13,372 △417,176 △809,958 17,130 △792,828 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。 

２．事業区分の方法の変更 

事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき２区分としていました

が、第３四半期連結会計期間より、EC事業を新たに開始したことに伴い、従来、「メディア事業」に含

めて表示していたEC事業の全セグメントに占める割合が高くなったため、EC事業をメディア事業から分

離することとしました。 

この結果、従来の方法に比較して、メディア事業の売上高は影響なく、営業利益は20,416千円増加しま

した。 

３．各区分に属する主要な事業の内容 

事業区分 事業内容 

ミドルウェア事業 自社製品開発販売（ライセンス）、受託開発、コンサルティング等 

メディア事業 携帯サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等 

EC事業 ECフルフィルメントサービス 
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（訂正後） 

当第５四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
ミドルウェア事業 

（千円） 
メディア事業
（千円） 

EC事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

760,201 3,560 75,189 838,950 － 838,950

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 760,201 3,560 75,189 838,950 － 838,950

営業利益又は営業損失
（△） 

△40,228 △22,312 △94,405 △156,946 6,300 △150,646 

 

当第５四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
ミドルウェア事業 

（千円） 
メディア事業
（千円） 

EC事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

3,562,489 66,280 160,919 3,789,688 － 3,789,688 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 3,562,489 66,280 160,919 3,789,688 － 3,789,688 

営業利益又は営業損失
（△） 

△480,224 △46,827 △340,291 △867,344 17,130 △850,214 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。 

２．事業区分の方法の変更 

事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき２区分としていました

が、第３四半期連結会計期間より、EC事業を新たに開始したことに伴い、従来、「メディア事業」に含

めて表示していたEC事業の全セグメントに占める割合が高くなったため、EC事業をメディア事業から分

離することとしました。 

この結果、従来の方法に比較して、メディア事業の売上高は影響なく、営業利益は20,416千円増加しま

した。 

 

３．各区分に属する主要な事業の内容 

事業区分 事業内容 

ミドルウェア事業 自社製品開発販売（ライセンス）、受託開発、コンサルティング等 

メディア事業 携帯サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等 

EC事業 ECフルフィルメントサービス 
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［所在地別セグメント情報］ 

（訂正前） 

当第５四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
日本 

（千円） 
韓国 

（千円） 
米国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

750,778 84,926 3,246 838,950 － 838,950

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

450 49,533 － 49,983 (49,983) －

計 751,228 134,460 3,246 888,934 (49,983) 838,950

営業利益又は営業損失
（△） 

△170,575 17,318 △27,866 △181,123 (13,857) △194,980 

 

当第５四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
日本 

（千円） 
韓国 

（千円） 
米国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

3,841,254 88,499 64,934 3,994,688 － 3,994,688 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

77,312 393,498 － 470,810 (470,810) －

計 3,918,566 481,998 64,934 4,465,499 (470,810) 3,994,688 

営業利益又は営業損失
（△） 

△622,844 32,456 △111,608 △701,996 (90,831) △792,828 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．海外所在地の売上高が、第３四半期連結会計期間において連結売上高の10％を超えたため、第３四半期

連結会計期間より所在地別セグメント情報を記載しております。 
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（訂正後） 

当第５四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
日本 

（千円） 
韓国 

（千円） 
米国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

750,778 84,926 3,246 838,950 － 838,950

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

450 49,533 － 49,983 (49,983) －

計 751,228 134,460 3,246 888,934 (49,983) 838,950

営業利益又は営業損失
（△） 

△126,241 17,318 △27,866 △136,789 (13,857) △150,646 

 

当第５四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
日本 

（千円） 
韓国 

（千円） 
米国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

3,636,254 88,499 64,934 3,789,688 － 3,789,688 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

77,312 393,498 － 470,810 (470,810) －

計 3,713,566 481,998 64,934 4,260,499 (470,810) 3,789,688 

営業利益又は営業損失
（△） 

△680,230 32,456 △111,608 △759,382 (90,831) △850,214 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．海外所在地の売上高が、第３四半期連結会計期間において連結売上高の10％を超えたため、第３四半期

連結会計期間より所在地別セグメント情報を記載しております。 
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［海外売上高］ 

（訂正前） 

当第５四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 148,671 4,043 1,682 154,396 

Ⅱ 連結売上高（千円）    838,950 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 
（％） 

17.7 0.5 0.2 18.4 

 

当第５四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 849,088 65,731 48,868 963,688 

Ⅱ 連結売上高（千円）    3,994,688 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 
（％） 

21.3 1.6 1.2 24.1 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・・韓国 

ヨーロッパ・・・スウェーデン 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 

（訂正後） 

当第５四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 148,671 4,043 1,682 154,396 

Ⅱ 連結売上高（千円）    838,950 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 
（％） 

17.7 0.5 0.2 18.4 

 

当第５四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 849,088 65,731 48,868 963,688 

Ⅱ 連結売上高（千円）    3,789,688 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 
（％） 

22.4 1.7 1.3 25.4 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・・韓国 

ヨーロッパ・・・スウェーデン 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 
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14ページ 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 
（１）四半期連結損益計算書 

前連結会計年度（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（訂正前） 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

  

Ⅰ 売上高 3,118,337 100.0  

Ⅱ 売上原価 946,631 30.4  

売上総利益 2,171,705 69.6  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,551,661 49.8  

営業利益 620,044 19.9  

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息 2,182  

２．受取配当金 522  

３．その他 101 2,806 0.1  

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息 531  

２．為替差損 36,875  

３．株式交付費 11,351  

４．その他 2,467 51,227 1.6  

経常利益 571,623 18.3  

Ⅵ 特別利益  

１．投資有価証券売却益 6,891 6,891 0.2  

Ⅶ 特別損失  

１．移転費用 30,342  

２．固定資産除却損 37 30,379 1.0  

税金等調整前当期純利
益 

548,134 17.6  

法人税、住民税及び事業
税 

301,902  

還付法人税等 △19,509  

法人税等調整額 △12,832 269,560 8.6  

当期純利益 278,574 8.9  
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（訂正後） 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

  

Ⅰ 売上高 2,813,337 100.0  

Ⅱ 売上原価 946,631 33.6  

売上総利益 1,866,705 66.4  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,550,828 55.1  

営業利益 315,877 11.2  

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息 2,182  

２．受取配当金 522  

３．その他 101 2,806 0.1  

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息 531  

２．為替差損 36,875  

３．株式交付費 11,351  

４．その他 2,467 51,227 1.8  

経常利益 267,457 9.5  

Ⅵ 特別利益  

１．投資有価証券売却益 6,891 6,891 0.2  

Ⅶ 特別損失  

１．移転費用 30,342  

２．固定資産除却損 37  

３．不適切取引損失 130,000 160,379 5.7  

税金等調整前当期純利
益 

113,968 4.1  

法人税、住民税及び事業
税 

301,902  

還付法人税等 △19,509  

法人税等調整額 1,873 284,266 10.1  

当期純損失（△） △170,298 △6.1  
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15～16ページ 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前連結会計年度（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（訂正前） 

 
前連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 548,134 

減価償却費 189,289 

のれん償却額 10,208 

受取利息及び受取配当金 △2,704 

支払利息 531 

為替差損益 3,037 

株式交付費 11,351 

投資有価証券売却益 △6,891 

売上債権の増減額（増加：△） △251,166 

たな卸資産の増減額（増加：△） △49,737 

仕入債務の増減額（減少：△） 46,469 

未払費用の増減額（減少：△） 28,237 

未払及び未収消費税等の増減額 △68,171 

前受金の増減額（減少：△） △93,315 

その他 57,372 

小計 422,647 

利息及び配当金の受取額 2,704 

利息の支払額 △530 

法人税等の支払額 △203,749 

法人税等の還付額 19,509 

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,581 

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 △104,672 

無形固定資産の取得による支出 △1,136,014 

投資有価証券の取得による支出 △388,768 

投資有価証券の売却による収入 60,300 

のれん譲渡による収入 162,832 

敷金保証金の差入による支出 △82,950 

敷金保証金の返還による収入 29,543 

長期前払費用の取得による支出 △50,000 

その他 △788 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,510,518 

25



 
前連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式発行による収入 1,959,638 

社債の発行による収入 48,342 

社債の償還による支出 △9,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,998,980 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,714 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 720,329 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 929,965 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,650,295 
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（訂正後） 

 
当連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 113,968 

減価償却費 189,289 

のれん償却額 9,374 

受取利息及び受取配当金 △2,704 

支払利息 531 

為替差損益 3,037 

株式交付費 11,351 

投資有価証券売却益 △6,891 

売上債権の増減額（増加：△） △14,916 

たな卸資産の増減額（増加：△） △49,737 

仕入債務の増減額（減少：△） 46,469 

未払費用の増減額（減少：△） 28,237 

未払及び未収消費税等の増減額 △68,171 

前受金の増減額（減少：△） △93,315 

その他 58,622 

小計 225,147 

利息及び配当金の受取額 2,704 

利息の支払額 △530 

法人税等の支払額 △203,749 

法人税等の還付額 19,509 

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,081 

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 △104,672 

無形固定資産の取得による支出 △938,514 

投資有価証券の取得による支出 △388,768 

投資有価証券の売却による収入 60,300 

のれん譲渡による収入 162,832 

敷金保証金の差入による支出 △82,950 

敷金保証金の返還による収入 29,543 

長期前払費用の取得による支出 △50,000 

その他 △788 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,313,018 
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当連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式発行による収入 1,959,638 

社債の発行による収入 48,342 

社債の償還による支出 △9,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,998,980 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,714 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 720,329 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 929,965 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,650,295 
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17ページ 

（３）セグメント情報 

［事業の種類別セグメント情報］ 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

（訂正前） 

 
ミドルウェア事業

（千円） 
メディア事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,751,054 367,283 3,118,337 － 3,118,337 

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

40,000 － 40,000 (40,000) － 

計 2,791,054 367,283 3,158,337 (40,000) 3,118,337 

営業費用 2,489,987 51,805 2,541,793 (43,500) 2,498,293 

営業利益 301,066 315,477 616,544 3,500 620,044 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支
出 

     

資産 4,636,798 847,743 5,484,542 (250,427) 5,234,115 

減価償却費 195,062 7,004 202,066 － 202,066 

資本的支出 1,006,432 548,300 1,554,732 － 1,554,732 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

 事業区分 事業内容 

 ミドルウェア事業 自社製品開発販売（ライセンス）、受託開発、コンサルティング等 

 メディア事業 携帯電話サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とのれん及びこれらに係る償却額が含まれております。 
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（訂正後） 

 
ミドルウェア事業

（千円） 
メディア事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,621,054 192,283 2,813,337 － 2,813,337 

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － － － 

計 2,621,054 192,283 2,813,337 － 2,813,337 

営業費用 2,489,987 10,972 2,500,959 (3,500) 2,497,459 

営業利益 131,066 181,311 312,377 3,500 315,877 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支
出 

     

資産 4,506,798 318,871 4,825,670 (290,427) 4,535,242 

減価償却費 195,062 6,170 201,233 － 201,233 

資本的支出 1,006,432 88,300 1,094,732 － 1,094,732 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

 事業区分 事業内容 

 ミドルウェア事業 自社製品開発販売（ライセンス）、受託開発、コンサルティング等 

 メディア事業 携帯電話サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とのれん及びこれらに係る償却額が含まれております。 

 

 

 

 

30



［海外売上高］ 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

（訂正前） 

 アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 669,168 83,515 46,940 799,623

Ⅱ 連結売上高（千円）  3,118,337 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 21.4 2.7 1.5 25.6 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・大韓民国 

ヨーロッパ・・・スウェーデン王国 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

（訂正後） 

 アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 669,168 83,515 46,940 799,623

Ⅱ 連結売上高（千円）  2,813,337 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.8 3.0 1.7 28.4 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・大韓民国 

ヨーロッパ・・・スウェーデン王国 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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