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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 

 

当社は、平成 21 年４月 30 日開催の取締役会において、最近の業績動向を踏まえ、平成 20 年 11 月

13 日に公表した業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。 

また、本業績予想の修正に伴い、役員報酬の減額を含む経営改善に向けた施策について実施するこ

とを決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

  

記 

 

１．平成 21 年８月期 連結業績予想数値の修正 

（１）第４四半期累計期間（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

                                （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり四半期純利益 

（ 円 銭 ） 

前回発表予想 （A） 4,224 774 801 338 4,114.92

今回修正予想 （B） 3,155 △587 △598 △1,015 △12,583.40

増減額 （B-A） △1,068 △1,361 △1,400 △1,354 ―

増減率 （％） △25.3 ― ― ― ―

(ご参考) 前期実績 

（平成 20 年 3 月期） 
3,118 620 571 278 3,959.55

 

（２）通期（平成 20 年４月 1日～平成 21 年８月 31 日） 

                                   （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり当純利益 

（ 円 銭 ） 

前回発表予想 （A） 6,069 680 703 263 3,165.24

今回修正予想 （B） 4,688 △1,019 △984 △1,420 △17,028.22

増減額 （B-A） △1,381 △1,699 △1,688 △1,683 ―

増減率 （％） △22.8 ― ― ― ―

（注）平成 21 年 8月期は３月期から８月期への決算期変更により 17 ヶ月間の変則決算であるため、前期実績につきましては

記載しておりません。 



２．平成 21 年８月期 個別業績予想数値の修正 

（１）第４四半期累計期間（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

                                （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり四半期純利益 

（ 円 銭 ） 

前回発表予想 （A） 3,059 211 256 102 1,240.13

今回修正予想 （B） 2,893 △203 △188 △755 △9,366.27

増減額 （B-A） △165 △414 △444 △858 ―

増減率 （％） △5.4 ― ― ― ―

(ご参考) 前期実績 

（平成 20 年 3 月期） 
2,743 334 297 136 1,937.63

 

（２）通期（平成 20 年４月 1日～平成 21 年８月 31 日）      

                                   （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり当純利益 

（ 円 銭 ） 

前回発表予想 （A） 4,038 9 54 1 15.76

今回修正予想 （B） 4,020 △328 △258 △844 △10,127.10

増減額 （B-A） △17 △337 △313 △845 ―

増減率 （％） △0.4 ― ― ― ―

（注）平成 21 年 8月期は３月期から８月期への決算期変更により 17 ヶ月間の変則決算であるため、前期実績につきましては 

記載しておりません。 

 

３．修正の理由 

通常、当社グループでは第４四半期に売上高が偏重し、それまでの累計業績が赤字から黒字に転換

してまいりましたが、当期につきましては、当社グループが関連する携帯電話業界における市場の縮

小による様々なマイナス要因に加え、昨年秋以降に発生した世界同時不況に端を発する急激な経営環

境と取引先の業績悪化等により、各事業の業績ともかつてない厳しい状況が続いております。 

 

〔ミドルウェア事業〕 

国内携帯電話業界につきましては、販売代理店に対するインセンティブ廃止に端を発する端末価格

の高騰等により、端末販売台数が激減している中、当社グループではこれらの業績への影響を見込み、

従前より対策を講じてまいりましたが、当社グループ製品群の主たる供給先である携帯電話メーカー

（以下、「メーカー」という）は、世界的な景気の低迷や円高等による家電等の電子機器全般の販売不

振も重なり、急速に軒並み深刻な業績の悪化に陥っております。これにより、各社とも過去に例のな

い規模で携帯電話端末の開発投資の大幅な削減や中止を余儀なくされております。 

当社グループでは、キャリア向けに新規ライセンス販売を行う前段において、まずメーカーへの製

品や提供を実施し、市場におけるユーザー需要やサービスの可能性を実証していくプロセスを基本と

してまいりましたが、このようなメーカー各社の開発投資抑制の影響を受け、当社では利益率の低い

案件や赤字プロジェクトが急増したことに加え、当社が見込んでおりました新規のライセンス案件や

受託開発案件について延期や見直しも発生し、当社の予想を超えた厳しい状況が続きました。 

 

また、現在、国内大手キャリアは次期の端末プラットフォーム整備に開発投資を集中しており、こ

のプロジェクトが完了するまでは、当社が得意とする新規サービスプラットフォーム等に対して積極

的な投資を控えている状況があり、キャリア向けのライセンス販売につきましても、当社グループに

とっては厳しい局面が続いております。当第４四半期におきましても、見込んでおりましたライセン



ス関連の売上に減額及び期ズレ等が発生する等の大きな影響が出ました。 

更に、端末販売台数の減少への対策として進めておりました、「VIVID Avatar Maker」や「VIVID 

Communicator」等、販売台数に依存しない、レベニューシェアによる収益モデルの製品につきまして

は、それぞれ国内主要キャリアに採用され、その後も順調に推移しておりますが、端末販売台数の激

減やサービス開始時期の遅延の影響を受け、当期の収益への寄与が予想を下回る見込みです。 

 

海外携帯電話業界につきましても、世界規模の景気低迷の影響を強く受けており、市場の成長が鈍

化する見込みとなっております。しかしながら、各メーカーにおける状況にはばらつきがあり、欧米

系メーカーが苦戦を強いられている一方で、アジア系メーカーは比較的堅調に推移しております。前

述のとおり、国内におけるライセンス販売の拡大が困難と見込まれる状況において、当社グループで

は海外におけるライセンス販売強化の方針の下、大型のライセンスビジネスに繋がる案件として、新

規の海外大手グローバルメーカー向けの当社製品の開発プロジェクトを受注し、積極的に推進いたし

ました。本案件は、国内市場全体の販売台数のボリュームを上回る可能性を秘めており、当社グルー

プでは業績に対する大きな貢献を期待し大規模な開発チームを編成し対応しておりましたが、度重な

る仕様の変更等により発売が大幅に延期となったことから、当初の予定より当該開発プロジェクトが

大型化・長期化し、外注費を中心とした開発費が大幅に増加し、当社グループの収益を圧迫すること

となりました。 

本案件は将来におけるライセンス収入の大幅な増加と高い収益性が継続的に見込まれますが、搭載

機種の発売開始から間もないこともあり、当該ライセンス売上による当期中の当社グループの業績へ

の貢献、及び当社が投じた多額の海外営業活動費を当期中に回収することは困難な見込みであります。 

 

このほか、当社グループの新製品である「VIVID Runtime」が顧客からの高い評価をいただいており、

今後のグローバルビジネスの柱として当社グループの業績への早々の寄与が見込まれる等、明るい材

料も生まれつつあるものの、当期におけるミドルウェア事業は、受託開発案件の収益性が急激に低下

したことに加え、比較的利益率が高いライセンス案件が国内外ともに伸び悩んだ中、大型の開発案件

の推進等によって、販売目的ソフトウェア資産が増加したことに伴う減価償却額の増加等により、当

期における当社グループの業績の黒字化は困難と見込んでおります。 

 

〔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、連結子会社である株式会社ＡＭＳにおいて新規に開始したＥＣ事業につきまして

は、eコマースシステム「EXREGZIO（以下、「エグレジオ」という）」を使用した eコマースフルフィル

メントサービスが概ね順調に立ち上がり推移いたしました。しかしながら、予定していたライセンス

販売の各案件が延期となったこと等から売上高が大幅に未達となったことに加え、事業の立ち上げに

係る費用とシステム移行費用等が当初計画を上回ったことにより損失額が拡大いたしました。現在、

前述の遅延案件を含め、国内外の複数の顧客と協業準備中であり、業績回復に向けて早期のサービス

開始を目指しております。 

また、当期の課題として第４四半期中を目標に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も、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、当社グループの業績及び財務状況は一時的に厳しい局面を迎えることとなりました。本

件につきましても、最優先課題と位置付け、当期中の成約に向け努めてまいります。 

 

〔メディア事業〕 

株式会社ＡＭＳにおけるメディア事業につきましても、経済状況の悪化を受け、広告収入が当初計

画に及ばず厳しい状況が続いております。第３四半期よりこの対策として取り組んでおりました WEB

サイトのキャリア公式サイトへの移行は既に開始しておりますが、業績回復への寄与には今暫くの時

間を要すると予想しております。 

 



また、本日発表の「平成 21 年８月期第４四半期の有価証券評価損及び関係会社株式評価損に関する

お知らせ」のとおり、当社グループでは、製品ポートフォリオを拡充する戦略に基づいて投資を行っ

ておりました技術会社の業績不振から、当第４四半期会計期間において投資有価証券評価損を計上す

るほか、米国における当社連結子会社である Acrodea America, Inc.においても業績計画が未達成とな

っていることから、保守的な見地から、関係会社株式評価損を計上いたします。また、経費削減に向

け、製品開発に使用していた賃貸物件の解約を決定したことに伴い特別損失を計上いたします。 

これらの結果、当第４四半期会計期間において、特別損失を単体で 300 百万円、連結で 132 百万円、

また当第４四半期累計期間において、単体で 449 百万円、連結で 281 百万円の計上をいたします。 

なお、関係会社株式評価損は連結財務諸表において消去されるため連結業績には影響ございません。 

 

以上の結果、上記のとおり当第４四半期累計期間及び通期の業績予想（連結・個別）を修正するも

のであります。 

 

４．役員報酬等の減額 

当社は、平成 20 年 11 月 26 日に発表いたしました、当社資本・業務提携先である株式会社 SUN の

破産手続開始申立等による特別損失の計上に加え、本日発表の業績予想の大幅な修正を真摯に受け止

め、経営責任を明確にするため、以下のとおり、代表取締役社長以下全取締役の役員報酬等の 30～50％

を減額いたします。 

 

（１）役員報酬等減額の内容 

代表取締役社長：50％を減額 

取    締    役：30％を減額 

 

（２）対象期間 

      平成 21 年５月より平成 21 年８月まで 

 

５．経営改善に向けた施策の方針について 

当社グループでは、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早急に行い、早期の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まいります。その一環として、下記の施策を速やかに実施いたしますので、

お知らせいたします。 

 

（１） 組織の再構築 

市場環境においてより迅速に顧客要求を満たすべく、当社における開発部門と営業部門を統

合し、製販一体化となった効率的な体制とすることを核とした組織の再構築と整備を迅速に行

い、企画販売力の強化と経営効率の向上を目指します。また、グループ各拠点における全ての

業務・役割・体制を見直し、収益性の早期改善に努めます。 

 

（２） 人材の再配置と最適化 

グループ全社における人材の再配置・最適化等を行い、早急な組織の機能強化を図ってまい

ります。 

 

（３） 経営体制の再構築と統制の強化 

より効率的な経営を目指し、「CEO」、「CTO」等の取締役の執行業務にかかる職位を本日付けで

廃止し、意思決定の迅速化を図るとともに、各取締役は担当業務の垣根を越えた総合的な経営

管理と相互の統制を強化し、当社グループの業績回復に向けて専心してまいります。 

また、当社代表取締役社長 堤 純也は、当社連結子会社の取締役を退任しておりましたが、

下記のとおり、改めて当社連結子会社全ての取締役に平成 21 年５月１日付けで就任するととも

に、出資先において就任していた社外取締役を辞任し、当社グループにおける全ての事業の迅



速な業績回復と統制に努めてまいります。 

 

・株式会社ＡＭＳ        代表取締役社長 

・Acrodea America, Inc. 取締役 

・Acrodea Korea, Inc.   取締役 

 

（４） コストの大幅な削減と開発効率の改善 

長期化の様相を呈している世界的な景気の低迷と金融危機を鑑み、当社グループの中期経営

計画における成長の前提を見直し、グループ各社における製造原価及び販売管理費の大幅な削

減を進め、収益構造の再生と財務体質の健全化を図ります。 

製造原価につきましては、グループ全体の開発稼動率の向上に向けたプロジェクト管理の強

化を進め開発効率の改善を図っており、当面の開発案件の減少に対応し、特に外注費を大幅に

圧縮する方針です。また、販売管理費につきましても、固定費化している全ての外部委託業務

とそのコストを見直すとともに、販売手数料等の削減を行う方針です。 

 

（５） 資産譲渡等による有利子負債の削減 

既に進捗中の案件を含めた、当社グループが保有するソフトウェア資産の譲渡等を迅速に推

し進めることで有利子負債を削減し、バランスシートの大幅な改善と支払利息の削減を図り、

業績悪化からの早期再生と手持ち資金の確保に努めてまいります。 

 

以上 

 

（注１）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確

定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況等の変化等により、上記予想数値と異なる場合

があります。 

（注２）平成 20 年６月 27 日の定時株主総会において定款の一部変更が承認され、決算日を３月 31 日より８

月 31 日に変更いたしました。この決算期変更に伴い当連結会計年度は、17 ヶ月間（平成 20 年４月

１日～平成 21 年８月 31 日）の変則決算となります。 

 


