
   
 

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・数値データ訂正あり）「平成 21 年８月期 第３四半期決算短信」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２月 13 日付「平成 21 年８月期 第３四半期決算短信」 

 



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３四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 
（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 ％

21 年８月期第３四半期 2,134 88.0 △422 － △476 － △471     －

20 年３月期第３四半期 1,765 － 86 － 69 － △6 －    

 

 
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３四半期 △5,858.48 － 

20 年３月期第３四半期 △90.27 －  

 

（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３四半期 5,522 3,958 71.3 48,327.43    

20 年３月期 5,234 4,354 83.2 55,069.00    

(参考) 自己資本 21 年８月期第３四半期 3,940百万円  20 年３月期 4,354百万円 

 

 

（訂正後） 
（百万円未満切捨て） 

１．平成 21 年８月期第３四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 
（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 ％

21 年８月期第３四半期 1,929 14.5 △547 － △601 － △817     －

20 年３月期第３四半期 1,685 － 6 － △10 － △86 －    

 

 
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３四半期 △10,164.01 － 

20 年３月期第３四半期 △1,251.05 －  

 

（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３四半期 4,727 3,163 66.5 38,575.36    

20 年３月期 4,535 3,905 86.1 49,392.82    

(参考) 自己資本 21 年８月期第３四半期 3,145百万円  20 年３月期 3,905百万円 
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３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 

<省略> 

（訂正前） 

当第３四半期連結累計期間における事業別売上高は、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きましては、当社の主力製品である「VIVID UI」の国内３キャリアへの継続的な搭 

載のほか、新規グローバルメーカーへのイニシャル・ライセンス売上が計上され好調に推移しました。また、 

「VIVID Message」や「VIVID Panorama」などの既存製品の搭載実績は減少傾向にあるものの、新たなメッセージ 

ソリューションである当社グループの新製品「絵文字 Lite」が、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ向けの端末 

へ新たに搭載されるなど、売上は概ね予定通りに推移しました。一方、受託開発部門におきましては、メーカー 

各社の開発抑制により受注案件は減少傾向にありますが、「VIVID UI」関連を中心に売上高は堅調に推移しまし 

た。 

この結果、当第３四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1,948百万円となりました。 

 

（メディア事業） 

当社の連結子会社である株式会社 AMS が運営している、UI コンテンツの無償ダウンロードサイトにおける広告部 

門及びコンテンツ開発支援部門の業績は、それぞれ競合の新規参入の影響から低調な推移となりました。施策と 

して、今春の立ち上げを予定しているパートナー企業の新規キャリア公式サイトにおいて、より収益性の高い広 

告及びコンテンツの販売を目指してまいります。 

この結果、当第３四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は183百万円となりました。 

 

（EC 事業） 

当社の連結子会社である株式会社 AMS において、EC バックヤードシステム「EXREGZIO（以下、「エグレジオ」と 

いう）」を開発し、平成 20 年 10 月 28 日、EC サイトのフルフィルメントサービスを行う「EC 事業」を開始しまし 

た。エグレジオは、株式会社ナッティ（以下、「ナッティ」という）が運営する 109 系通販サイト「Nutty 

collection」等のバックヤードシステムに採用され、同年 11 月よりテスト運用を開始しております。また、平成 

20 年 12 月、当社は、百度株式会社と中国市場向けにファッションアイテムを販売する EC サイトビジネスを展開す 

ることにおいて業務提携を行うことに同意し、ファッションに関するノウハウの提供やブランド営業を行うパー 

トナーとしてナッティと協業することといたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間における EC 事業の 

売上高は 2百万円となりました。なお、当事業の本運用における売上高については、当第４四半期以降に計上する 

予定であります。 

利益面におきましては、主に新たに開始した EC 事業への初期投資と、ミドルウェア事業においてメーカー各社 

の設備投資額の削減の影響により収益性の低い案件が増加したこと等から、売上総利益が988百万円（前年同期 

1,193百万円）と減少しました。また、当第３四半期末において、投資有価証券評価損 129 百万円等、特別損失148 

百万円を計上いたしました。 

 なお、当該投資有価証券評価損の額は、未上場株式の評価判断となる最新の財務情報等を精査した結果、平成 
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20 年 12 月 15 日付「当社資本・業務提携先の破産手続開始申立による業績への影響について」にてお知らせしまし 

た出資総額 100 百万円と平成 21 年１月 23 日付「投資有価証券評価損に関するお知らせ」にてお知らせしました投資 

有価証券評価損の総額 83 百万円の合計となる 183 百万円から 129 百万円へ評価損の計上総額が減少しております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は2,134百万円、営業損失は422百万円、経常損失は476 

百万円、四半期純損失は471百万円となりました。 

<後略> 

 

（訂正後） 

当第３四半期連結累計期間における事業別売上高は、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きましては、当社の主力製品である「VIVID UI」の国内３キャリアへの継続的な搭 

載のほか、新規グローバルメーカーへのイニシャル・ライセンス売上が計上され好調に推移しました。また、 

「VIVID Message」や「VIVID Panorama」などの既存製品の搭載実績は減少傾向にあるものの、新たなメッセージ 

ソリューションである当社グループの新製品「絵文字 Lite」が、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ向けの端末 

へ新たに搭載されるなど、売上は概ね予定通りに推移しました。一方、受託開発部門におきましては、メーカー 

各社の開発抑制により受注案件は減少傾向にありますが、「VIVID UI」関連を中心に売上高は堅調に推移しまし 

た。 

この結果、当第３四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1,868百万円となりました。 

 

（メディア事業） 

当社の連結子会社である株式会社 AMS が運営している、UI コンテンツの無償ダウンロードサイトにおける広告部 

門及びコンテンツ開発支援部門の業績は、それぞれ競合の新規参入の影響から低調な推移となりました。施策と 

して、今春の立ち上げを予定しているパートナー企業の新規キャリア公式サイトにおいて、より収益性の高い広 

告及びコンテンツの販売を目指してまいります。 

この結果、当第３四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は58百万円となりました。 

 

（EC 事業） 

当社の連結子会社である株式会社 AMS において、EC バックヤードシステム「EXREGZIO（以下、「エグレジオ」と 

いう）」を開発し、平成 20 年 10 月 28 日、EC サイトのフルフィルメントサービスを行う「EC 事業」を開始しまし 

た。エグレジオは、株式会社ナッティ（以下、「ナッティ」という）が運営する 109 系通販サイト「Nutty 

collection」等のバックヤードシステムに採用され、同年 11 月よりテスト運用を開始しております。また、平成 

20 年 12 月、当社は、百度株式会社と中国市場向けにファッションアイテムを販売する EC サイトビジネスを展開す 

ることにおいて業務提携を行うことに同意し、ファッションに関するノウハウの提供やブランド営業を行うパー 

トナーとしてナッティと協業することといたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間における EC 事業の 

売上高は 2百万円となりました。なお、当事業の本運用における売上高については、当第４四半期以降に計上する 

予定であります。 

利益面におきましては、主に新たに開始した EC 事業への初期投資と、ミドルウェア事業においてメーカー各社 

の設備投資額の削減の影響により収益性の低い案件が増加したこと等から、売上総利益が856百万円（前年同期 
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1,113百万円）と減少しました。また、当第３四半期末において、投資有価証券評価損 129 百万円等、特別損失323 

百万円を計上いたしました。 

 なお、当該投資有価証券評価損の額は、未上場株式の評価判断となる最新の財務情報等を精査した結果、平成 

20 年 12 月 15 日付「当社資本・業務提携先の破産手続開始申立による業績への影響について」にてお知らせしまし 

た出資総額 100 百万円と平成 21 年１月 23 日付「投資有価証券評価損に関するお知らせ」にてお知らせしました投資 

有価証券評価損の総額 83 百万円の合計となる 183 百万円から 129 百万円へ評価損の計上総額が減少しております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,929百万円、営業損失は547百万円、経常損失は601 

百万円、四半期純損失は817百万円となりました。 

<後略> 

 

４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３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ288百万円増の5,522百万円となりました。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1,124百万円の減少となりました。固 

定資産は、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1,413百万円増加となりました。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685百万円増加し、1,564百万円となりました。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396百万円減少し、3,958百万円となりました。 

  

 (2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四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 

637百万円減少し、1,012百万円となりました。当第３四半期連結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638百万円となりました。これは主に、売上債権の減少875百万円及び減価償却費 

408百万円等の資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失625百万円、法人税等の支払304百万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2,331百万円となりました。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2,054百万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1,075百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入700百万円、長期借 

入れによる収入 300 百万円及び新株予約権の行使による株式発行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３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ192百万円増の4,727百万円となりました。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937百万円の減少となりました。固 

定資産は、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1,130百万円増加となりました。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935百万円増加し、1,564百万円となりました。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742百万円減少し、3,163百万円となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四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 

637百万円減少し、1,012百万円となりました。当第３四半期連結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73百万円となりました。これは主に、売上債権の減少639百万円及び減価償却費 

387百万円等の資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失924百万円、法人税等の支払304百万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1,766百万円となりました。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1,490百万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1,075百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入700百万円、長期借 

入れによる収入 300 百万円及び新株予約権の行使による株式発行によるものであります。 
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６～７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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,016,353 1,525,099

受取手形及び売掛金 314,523 1,187,234

仕掛品 68,080 101,414

その他 411,394 109,826

貸倒引当金 △11,658 －

流動資産合計 1,798,693 2,923,574

固定資産   

有形固定資産 105,588 91,790

無形固定資産   

のれん 67,468 82,624

ソフトウエア 1,909,897 885,991

ソフトウエア仮勘定 1,073,698 618,012

その他 37 13

無形固定資産合計 3,051,101 1,586,640

投資その他の資産 567,314 632,108

固定資産合計 3,724,005 2,310,540

資産合計 5,522,698 5,234,115

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 140,354 99,524

短期借入金 775,000 －

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払法人税等 4,947 257,015

その他 393,491 481,718

流動負債合計 1,331,793 856,258

固定負債   

社債 14,000 23,000

長期借入金 218,750 －

固定負債合計 232,750 23,000

負債合計 1,564,543 879,258

6



 
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,975,657 1,945,495

資本剰余金 1,839,857 1,809,695

利益剰余金 142,155 613,312

株主資本合計 3,957,670 4,368,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △5,433

為替換算調整勘定 △17,293 △8,212

評価・換算差額等合計 △17,293 △13,646

少数株主持分 17,778 －

純資産合計 3,958,155 4,354,856

負債純資産合計 5,522,698 5,234,115

7



（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,016,353 1,525,099

受取手形及び売掛金 314,523 950,984

仕掛品 68,080 101,414

その他 360,161 107,708

貸倒引当金 △11,658 －

流動資産合計 1,747,460 2,685,207

固定資産   

有形固定資産 105,588 91,790

無形固定資産   

のれん 25,801 33,457

ソフトウエア 1,520,397 885,991

ソフトウエア仮勘定 771,698 208,012

その他 37 13

無形固定資産合計 2,317,935 1,127,474

投資その他の資産 556,578 630,770

固定資産合計 2,980,102 1,850,035

資産合計 4,727,563 4,535,242

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 140,354 99,524

短期借入金 775,000 －

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払法人税等 4,947 257,015

その他 393,491 231,718

流動負債合計 1,331,793 606,258

固定負債   

社債 14,000 23,000

長期借入金 218,750 －

固定負債合計 232,750 23,000

負債合計 1,564,543 629,258

8



 
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,975,657 1,945,495

資本剰余金 1,839,857 1,809,695

利益剰余金 △652,979 164,440

株主資本合計 3,162,535 3,919,630

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △5,433

為替換算調整勘定 △17,293 △8,212

評価・換算差額等合計 △17,293 △13,646

少数株主持分 17,778 －

純資産合計 3,163,019 3,905,984

負債純資産合計 4,727,563 4,535,242

9



８ページ 
（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 
（訂正前） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,134,648

売上原価 1,145,649

売上総利益 988,998

販売費及び一般管理費 1,411,378

営業損失（△） △422,380

営業外収益  

受取利息 3,099

受取配当金 668

その他 1,986

営業外収益合計 5,754

営業外費用  

支払利息 5,139

為替差損 53,895

その他 1,238

営業外費用合計 60,273

経常損失（△） △476,899

特別損失  

投資有価証券評価損 144,575

その他 4,241

特別損失合計 148,817

税金等調整前四半期純損失（△） △625,716

法人税、住民税及び事業税 57,236

法人税等調整額 △200,602

法人税等合計 △143,365

少数株主損失（△） △11,194

四半期純損失（△） △471,156

10



（訂正後） 

 

（単位：千円）

  
当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,929,648

売上原価 1,072,869

売上総利益 856,778

販売費及び一般管理費 1,403,878

営業損失（△） △547,100

営業外収益  
 受取利息 3,099
 受取配当金 668
 その他 1,986

 営業外収益合計 5,754

営業外費用  
 支払利息 5,139
 為替差損 53,895
 その他 1,238

 営業外費用合計 60,273

経常損失（△） △601,619

特別損失  
 投資有価証券評価損 144,575
 不適切取引損失 174,280
 その他 4,241

 特別損失合計 323,097

税金等調整前四半期純損失（△） △924,716

法人税、住民税及び事業税 57,236

法人税等調整額 △153,339

法人税等合計 △96,102

少数株主損失（△） △11,194

四半期純損失（△） △817,419
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９～10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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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（△） △625,716

減価償却費 408,256

のれん償却額 15,156

投資有価証券評価損益（△は益） 144,575

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,658

受取利息及び受取配当金 △3,768

支払利息 5,475

為替差損益（△は益） 28,818

株式交付費 902

売上債権の増減額（△は増加） 875,645

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,422

仕入債務の増減額（△は減少） 42,438

未払費用の増減額（△は減少） △110,502

未払又は未収消費税等の増減額 △4,345

前受金の増減額（△は減少） 19,658

その他 114,789

小計 944,465

利息及び配当金の受取額 3,768

利息の支払額 △5,564

法人税等の支払額 △304,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 638,364

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 △51,413

無形固定資産の取得による支出 △2,054,843

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 △8,076

定期預金の預入による支出 △4,084

その他 △5,902

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,331,439

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 700,000

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 △6,250

社債の償還による支出 △9,000

株式の発行による収入 59,422

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 1,075,471

12



 
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,726

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △637,330

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 1,012,965

13



（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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（△） △924,716

減価償却費 387,756

のれん償却額 7,656

投資有価証券評価損益（△は益） 144,575

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,658

受取利息及び受取配当金 △3,768

支払利息 5,475

為替差損益（△は益） 28,818

株式交付費 902

売上債権の増減額（△は増加） 639,395

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,422

仕入債務の増減額（△は減少） 42,438

未払費用の増減額（△は減少） △110,502

未払又は未収消費税等の増減額 △4,345

前受金の増減額（△は減少） 19,658

その他 113,539

小計 379,965

利息及び配当金の受取額 3,768

利息の支払額 △5,564

法人税等の支払額 △304,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,864

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 △51,413

無形固定資産の取得による支出 △1,490,343

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 △8,076

定期預金の預入による支出 △4,084

その他 △5,902

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,766,939

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 700,000

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 △6,250

社債の償還による支出 △9,000

株式の発行による収入 59,422

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 1,075,471
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,726

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △637,330

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 1,012,965
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11～13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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 

742,074 4,641 2,160 748,876 － 748,876

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 742,074 4,641 2,160 748,876 － 748,876

営業利益又は営業損失
（△） 

△113,324 △20,917 △143,316 △277,558 1,530 △276,028 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

1,948,579 183,908 2,160 2,134,648 － 2,134,648 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 1,948,579 183,908 2,160 2,134,648 － 2,134,648 

営業利益又は営業損失
（△） 

△325,163 61,986 △163,732 △426,910 4,530 △422,380 

 （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当第３四半期連結累計期間において、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サイトのフルフィルメントサービス 
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（訂正後） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 

742,074 4,641 2,160 748,876 － 748,876

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 742,074 4,641 2,160 748,876 － 748,876

営業利益又は営業損失
（△） 

△113,324 △18,417 △122,816 △254,558 1,530 △253,028 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

1,868,579 58,908 2,160 1,929,648 － 1,929,648 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － －

計 1,868,579 58,908 2,160 1,929,648 － 1,929,648 

営業利益又は営業損失
（△） 

△405,163 △3,233 △143,232 △551,630 4,530 △547,100 

 （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当第３四半期連結累計期間において、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サイトの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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 

683,614 3,573 61,688 748,876 － 748,876

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 182,815 － 182,815 (182,815) －

計 683,614 186,389 61,688 931,691 (182,815) 748,876

営業利益又は営業損失
（△） 

△260,858 40,671 △27,666 △247,854 (28,174) △276,028 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

2,069,386 3,573 61,688 2,134,648 － 2,134,648 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

60,334 182,815 － 243,149 (243,149) －

計 2,129,720 186,389 61,688 2,377,797 (243,149) 2,134,648 

営業利益又は営業損失
（△） 

△334,474 △13,972 △47,233 △395,681 (26,698) △422,380 

 （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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 

683,614 3,573 61,688 748,876 － 748,876

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 182,815 － 182,815 (182,815) －

計 683,614 186,389 61,688 931,691 (182,815) 748,876

営業利益又は営業損失
（△） 

△237,858 40,671 △27,666 △224,854 (28,174) △253,028 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

1,864,386 3,573 61,688 1,929,648 － 1,929,648 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

60,334 182,815 － 243,149 (243,149) －

計 1,924,720 186,389 61,688 2,172,797 (243,149) 1,929,648 

営業利益又は営業損失
（△） 

△459,194 △13,972 △47,233 △520,401 (26,698) △547,100 

 （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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 298,696 61,688 2,503 362,887

Ⅱ 連結売上高（千円）  748,876

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

39.9 8.2 0.3 48.5

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 472,568 61,688 44,828 579,084

Ⅱ 連結売上高（千円）  2,134,648 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

22.1 2.9 2.1 27.1 

 （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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 298,696 61,688 2,503 362,887

Ⅱ 連結売上高（千円）  748,876

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

39.9 8.2 0.3 48.5

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 472,568 61,688 44,828 579,084

Ⅱ 連結売上高（千円）  1,929,648 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の
割合（％） 

24.5 3.2 2.3 30.0 

 （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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「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 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（訂正前） 

  

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比

（％）

Ⅰ 売上高  1,765,477
 

100.0

Ⅱ 売上原価  572,263 32.4
 

売上総利益  1,193,213
 

67.6
 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,106,383 62.7
 

営業利益  86,830
 

4.9
 

Ⅳ 営業外収益    

  １．受取利息 1,256   

  ２．受取配当金 522   

  ３．その他 1 1,780 0.1

Ⅴ 営業外費用    

  １．支払利息 193   

  ２．為替差損 15,277   

  ３．その他 4,107 19,577 1.1
 

経常利益
 

 69,033
 

3.9
 

Ⅵ 特別利益    

  １．投資有価証券売却益 6,891 6,891 0.4

Ⅶ 特別損失    

  １．移転費用 30,342   

  ２．固定資産除却損 37 30,379 1.7
 

税金等調整前四半期純利益
 

 45,544
 

2.6
 

法人税、住民税及び事業税 140,341   

還付法人税等  △19,509   

法人税等調整額 △69,065 51,765 2.9
 

四半期純損失（△）  △6,221
 

△0.4
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（訂正後） 

  

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比

（％）

Ⅰ 売上高  1,685,477
 

100.0

Ⅱ 売上原価  572,263 34.0
 

売上総利益  1,113,213
 

66.0
 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,106,383 65.6
 

営業利益  6,830
 

0.4
 

Ⅳ 営業外収益    

  １．受取利息 1,256   

  ２．受取配当金 522   

  ３．その他 1 1,780 0.1

Ⅴ 営業外費用    

  １．支払利息 193   

  ２．為替差損 15,277   

  ３．その他 4,107 19,577 1.2
 

経常損失（△）
 

 △10,966
 

△0.7
 

Ⅵ 特別利益    

  １．投資有価証券売却益 6,891 6,891 0.4

Ⅶ 特別損失    

  １．移転費用 30,342   

  ２．固定資産除却損 37 30,379 1.8
 

税金等調整前四半期純損失（△）
 

 △34,455
 

△2.0
 

法人税、住民税及び事業税 140,341   

還付法人税等  △19,509   

法人税等調整額 △69,065 51,765 3.1
 

四半期純損失（△）  △86,221
 

△5.1
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（訂正前） 

  

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

      至  平成19年12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 

税金等調整前四半期純利益
 

45,544
 

減価償却費 111,374

のれん償却額 6,156

受取利息及び受取配当金 △1,779

支払利息  193

為替差損益 1,323

株式交付費 1,639

社債発行費  1,657

売上債権の増減額（増加：△） 622,720
 

たな卸資産の増減額（増加：△） △72,158

仕入債務の増減額（減少：△） △11,398

未払費用の増減額（減少：△） △68,798

未払消費税等の増減額（減少：△） △57,177

前受金の増減額（減少：△） △63,439

その他 63,821
 

小計 579,680
 

利息及び配当金の受取額 1,779

法人税等の支払額  △202,978

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 397,990
 

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 △88,674

無形固定資産の取得による支出 △487,018
 

投資有価証券の取得による支出  △158,768

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 △82,987

敷金保証金の返還による収入  28,245

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 △616,859
 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

      至  平成19年12月31日）     

区分 金額（千円） 

株式発行による収入 114,560 

社債の発行による収入 48,342 

財務活動によるキャッシュ・フロー 162,902 

Ⅳ 現金及び預金同等物に係る換算差額 △2,405 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △58,371 

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第３四半期末残高 871,593 
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（訂正後） 

  

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

      至  平成19年12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 

税金等調整前四半期純損失（△）
 

△34,455
 

減価償却費 111,374

のれん償却額 6,156

受取利息及び受取配当金 △1,779

支払利息  193

為替差損益 1,323

株式交付費 1,639

社債発行費  1,657

売上債権の増減額（増加：△） 706,720
 

たな卸資産の増減額（増加：△） △72,158

仕入債務の増減額（減少：△） △11,398

未払費用の増減額（減少：△） △68,798

未払消費税等の増減額（減少：△） △57,177

前受金の増減額（減少：△） △63,439

その他 64,321
 

小計 584,180
 

利息及び配当金の受取額 1,779

法人税等の支払額  △202,978

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 402,490
 

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 △88,674

無形固定資産の取得による支出 △491,518
 

投資有価証券の取得による支出  △158,768

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 △82,987

敷金保証金の返還による収入  28,245

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 △621,359
 

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 114,560 

社債の発行による収入 48,342 
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

      至  平成19年12月31日）     

区分 金額（千円） 

財務活動によるキャッシュ・フロー 162,902 

Ⅳ 現金及び預金同等物に係る換算差額 △2,405 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △58,371 

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第３四半期末残高 871,593 
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(3）セグメント情報 

［事業の種類別セグメント情報］ 

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 1,520,027 245,450
 

1,765,477
 

－ 1,765,477
 

(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 1,560,027
 

245,450
 

1,805,477
 

(40,000)
 

1,765,477
 

営業費用 1,676,574
 

44,072
 

1,720,647
 

(42,000)
 

1,678,647
 

営業利益 △116,547
 

201,378
 

84,830
 

2,000 86,830
 

（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。 

 

（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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 1,520,027 165,450
 

1,685,477
 

－ 1,685,477
 

(2）セグメント間の内部売上高

  又は振替高 
－

 

－ －
 

－
 

－

計 1,520,027
 

165,450
 

1,685,477
 

－
 

1,685,477
 

営業費用 1,676,574
 

4,072
 

1,680,647
 

(2,000)
 

1,678,647
 

営業利益 △156,547
 

161,377
 

4,830
 

2,000 6,830
 

（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。 
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［海外売上高］ 

前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

（訂正前） 

  アジア ヨーロッパ  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 425,407 46,940 472,347 

Ⅱ 連結売上高（千円）     1,765,477
 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売 

上高の割合（％） 
24.1

 

2.7
 

26.8
 

 （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 ヨーロッパ  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 425,407 46,940 472,347 

Ⅱ 連結売上高（千円）     1,685,477
 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売 

上高の割合（％） 
25.2

 

2.8
 

28.0
 

 （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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