
 
 

平成 21 年６月 10 日 
 
 
各  位 
 

会 社 名  メディアエクスチェンジ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 徳 田 成 美 

（コード番号 ３７４６  東証マザーズ） 

問合せ先  取締役最高財務責任者 小林 保 

（TEL．０３－４３０６－６５４３） 
 

 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 
 

 平成 21 年５月 20 日に公表いたしました「平成 21 年 3 月期 決算短信」に一部訂正がございましたの
で、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 
 
 
 

記 
 
 
Ⅰ．訂正の理由 

 記載内容について再度精査した結果、自己資本当期純利益率の算出方法、減損処理における減価償却累計額の取扱 

及びストックオプションの変動状況に誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。 

 
 
Ⅱ．訂正箇所 
 
【1 ページ】 
１.21 年３月期の連結業績（平成 20 年４月 1日～平成 21 年３月 31 日） 

（2）連結財政状態 

（訂正前） 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益       

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

21 年３月期 
20 年３月期 

△37,454 54 
△3,527 93 

－ －
－ －

   △104.4
  △4.6

   △10.5 
  △3.3 

△12.6
△13.7

 
 
（訂正後） 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益       

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

21 年３月期 
20 年３月期 

△37,454 54 
△3,527 93 

－ －
－ －

   △68.6
  △4.6

   △10.5 
  △3.3 

△12.6
△13.7
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４．連結財務諸表  
（１）連結貸借対照表  

（訂正前） 

（単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (平成20年３月31日) (平成21年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金  793,635 1,148,898

受取手形及び売掛金  664,634 562,135

有価証券  1,599,150 1,099,050

商品及び製品  960 3,198

仕掛品  8,595 10,295

原材料及び貯蔵品  12,885 24,170

繰延税金資産  3,063 5,970

その他  125,903 72,038

貸倒引当金  △3,952 △9,796

流動資産合計  3,204,875 2,915,961

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物  1,936,945 21,060

減価償却累計額  △553,568 △4,327

建物及び構築物（純額）  1,383,376 16,733

機械装置及び運搬具  1,699,470 2,703

減価償却累計額  △894,680 △2,556

機械装置及び運搬具（純額）  804,790 146

工具、器具及び備品  592,220 112,557

減価償却累計額  △338,139 △69,794

工具、器具及び備品（純額）  254,081 42,762

土地  26,443 26,443

リース資産 － 0

減価償却累計額 － －

リース資産（純額） － 0

有形固定資産合計  2,468,691 86,086

無形固定資産 

のれん  1,073,407 523,013

ソフトウエア  19,294 14,364

その他  1,476 709

無形固定資産合計  1,094,177 538,087

投資その他の資産 

投資有価証券  850,291 821,003

敷金及び保証金  403,382 400,228

繰延税金資産  1,871 1,144

その他  25,365 33,015

貸倒引当金  △21,745 △28,640

投資その他の資産合計  1,259,165 1,226,751 

 



（訂正後） 
 

（単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (平成20年３月31日) (平成21年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金  793,635 1,148,898

受取手形及び売掛金  664,634 562,135

有価証券  1,599,150 1,099,050

商品及び製品  960 3,198

仕掛品  8,595 10,295

原材料及び貯蔵品  12,885 24,170

繰延税金資産  3,063 5,970

その他  125,903 72,038

貸倒引当金  △3,952 △9,796

流動資産合計  3,204,875 2,915,961

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物  1,936,945 691,965

減価償却累計額  △553,568 △675,232

建物及び構築物（純額）  1,383,376 16,733

機械装置及び運搬具  1,699,470 1,091,237

減価償却累計額  △894,680 △1,091,091

機械装置及び運搬具（純額）  804,790 146

工具、器具及び備品  592,220 411,630

減価償却累計額  △338,139 △368,867

工具、器具及び備品（純額）  254,081 42,762

土地  26,443 26,443

リース資産 － 3,901

減価償却累計額 － △3,900

リース資産（純額） － 0

有形固定資産合計  2,468,691 86,086

無形固定資産 

のれん  1,073,407 523,013

ソフトウエア  19,294 14,364

その他  1,476 709

無形固定資産合計  1,094,177 538,087

投資その他の資産 

投資有価証券  850,291 821,003

敷金及び保証金  403,382 400,228

繰延税金資産  1,871 1,144

その他  25,365 33,015

貸倒引当金  △21,745 △28,640

投資その他の資産合計  1,259,165 1,226,751 
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（訂正前） 
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 
① ストック・オプションの数 

提出会社 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利確定前 （株）   

前事業年度末  － 477 

付与  － － 

失効  － － 

権利確定  － 477 

未確定残  － － 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  435 － 

権利確定  － 477 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  435 477 

 
（訂正後） 
 
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 
① ストック・オプションの数 
      提出会社 

会社名  第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利確定前 （株）   

前事業年度末  － 477 

付与  － － 

失効  － － 

権利確定  － 477 

未確定残  － － 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － 477 

権利確定  435 － 

権利行使  － － 

失効  － 21 

未行使残  435 456 
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（１株当たり情報） 
（訂正前） 
（注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 335,030 3,556,870 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円) 335,030 3,556,870 

期中平均株式数（株） 94,965 94,965 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － － 

（うち新株予約権） － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

第１回新株予約権（新株予約権の

目的となる株式の数435 株） 

第２回新株予約権（新株予約権の

目的となる株式の数477 株） 

連結子会社の新株予約権 

２種類（新株予約権の目的となる

株式の数245株） 

第１回新株予約権（新株予約権の

目的となる株式の数435 株） 

第２回新株予約権（新株予約権の

目的となる株式の数477 株） 

連結子会社の新株予約権 

２種類（新株予約権の目的となる

株式の数245株） 

 
（訂正後） 
（注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 335,030 3,556,870 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円) 335,030 3,556,870 

期中平均株式数（株） 94,965 94,965 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － － 

（うち新株予約権） － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

第１回新株予約権（新株予約権の

目的となる株式の数435 株） 

第２回新株予約権（新株予約権の

目的となる株式の数477 株） 

連結子会社の新株予約権 

２種類（新株予約権の目的となる

株式の数245株） 

第１回新株予約権（新株予約権の

目的となる株式の数435株） 

第２回新株予約権（新株予約権の

目的となる株式の数456株） 

連結子会社の新株予約権 

２種類（新株予約権の目的となる

株式の数245株） 
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５．個別財務諸表  
（１）貸借対照表  

（訂正前） 

（単位：千円）

 前事業年度 当事業年度 

 (平成20年３月31日) (平成21年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金  361,979 643,625

売掛金  341,031 259,576

有価証券  1,599,150 1,099,050

商品及び製品  960 1,170

前払費用  53,268 49,361

その他  21,535 4,776

貸倒引当金  △1,632 △1,016

流動資産合計  2,376,292 2,056,543

固定資産 

有形固定資産 

建物  1,916,146 0

減価償却累計額  △550,098 －

建物（純額）  1,366,047 0

機械及び装置  1,696,767 0

減価償却累計額  △892,273 －

機械及び装置（純額）  804,494 0

工具、器具及び備品  465,601 0

減価償却累計額  △281,526 －

工具、器具及び備品（純額）  184,075 0

リース資産 － 0

減価償却累計額 － －

リース資産（純額） － 0

有形固定資産合計  2,354,616 0

無形固定資産 

ソフトウエア  2,206 0

電話加入権  438 0

無形固定資産合計  2,645 0

投資その他の資産 

投資有価証券  831,420 810,329

関係会社株式  1,258,945 727,345

破産更生債権等  21,745 21,967

敷金  392,100 392,100

長期前払費用 － 0

貸倒引当金  △21,745 △21,967

投資その他の資産合計  2,482,466 1,929,775

固定資産合計  4,839,728 1,929,775

資産合計  7,216,021 3,986,318

 

   



（訂正後） 

（単位：千円）

 前事業年度 当事業年度 

 (平成20年３月31日) (平成21年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金  361,979 643,625

売掛金  341,031 259,576

有価証券  1,599,150 1,099,050

商品及び製品  960 1,170

前払費用  53,268 49,361

その他  21,535 4,776

貸倒引当金  △1,632 △1,016

流動資産合計  2,376,292 2,056,543

固定資産 

有形固定資産 

建物  1,916,146 670,904

減価償却累計額  △550,098 △670,904

建物（純額）  1,366,047 0

 

機械及び装置  1,696,767 1,088,534

減価償却累計額  △892,273 △1,088,534

機械及び装置（純額）  804,494 0

工具、器具及び備品  465,601 299,072

減価償却累計額  △281,526 △299,072

工具、器具及び備品（純額）  184,075 0

リース資産 － 3,901

減価償却累計額 － △3,900

リース資産（純額） － 0

有形固定資産合計  2,354,616 0

無形固定資産 

ソフトウエア  2,206 0

電話加入権  438 0

無形固定資産合計  2,645 0

投資その他の資産 

投資有価証券  831,420 810,329

関係会社株式  1,258,945 727,345

破産更生債権等  21,745 21,967

敷金  392,100 392,100

長期前払費用 － 0

貸倒引当金  △21,745 △21,967

投資その他の資産合計  2,482,466 1,929,775

固定資産合計  4,839,728 1,929,775

資産合計  7,216,021 3,986,318
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（１株当たり情報） 
（訂正前） 

 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益（△損失）   

当期純利益（△損失）（千円） △332,930 △3,557,620 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（△）損

失（千円) 
△332,930 △3,557,620 

期中平均株式数（株） 94,965 94,965 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

金額 

  

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － － 

（うち新株予約権） － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

第１回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数435 株） 

第２回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数477 株） 

第１回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数435 株） 

第２回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数477 株） 

 
（訂正後） 

 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益（△損失）   

当期純利益（△損失）（千円） △332,930 △3,557,620 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（△損失）

（千円) 
△332,930 △3,557,620 

期中平均株式数（株） 94,965 94,965 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

金額 

  

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － － 

（うち新株予約権） － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

第１回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数435 株） 

第２回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数477 株） 

第１回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数435株） 

第２回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数456株） 

 
以上 


