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平成 21 年６月 12 日 

各  位 

会 社 名 株式会社アドウェイズ

代表者名 代表取締役社長 岡村 陽久

     （コード番号：2489 東証マザーズ）

問合せ先 管理担当執行役員 田中 庸一

電話番号 03（5339）7122

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 21 年５月７日に発表いたしました「平成 21 年３月期決算短信」の記載内容に一部訂正すべき

事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正箇所は＿を付して内容を表示し

ております。 

なお、決算短信の訂正理由につきましては、社内における精査の結果、転記ミスが見つかったため

であります。 

記 

（訂正箇所） 

 

【１ページ】１．21 年３月期の連結業績 (1)連結経営成績 

（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 2,592.36 2,555.80 6.9 5.8 2.7

20 年３月期 △ 6,328.96 － △ 16.1 △ 13.2 △ 10.5

（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 2,592.36 2,555.80 7.0 5.8 2.7

20 年３月期 △ 6,328.96 － △ 16.1 △ 13.2 △ 10.5

 

【１ページ】１．21 年３月期の連結業績 (2)連結財政状態 

（訂正前） 

  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３月期 4,379 3,026 69.1 38,231.91

20 年３月期 3,700 2,846 76.9 36,064.85

（訂正後） 

  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３月期 4,379 3,026 69.1 38,221.97

20 年３月期 3,700 2,846 76.9 36,064.85
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【２ページ】１．21 年３月期の個別業績 (1)個別経営成績 

（訂正前） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21 年３月期 7,495 57.9 218 － 220 － 188 － 

20 年３月期 4,745 △ 3.1 △ 454 － △ 446 － △ 481 － 

（訂正後） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21 年３月期 7,495 57.9 218 － 222 － 188 － 

20 年３月期 4,745 △ 3.1 △ 454 － △ 446 － △ 481 － 

 

【18 ページ】４．連結財務諸表 (2)連結損益計算書 

（訂正前） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 19 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日 

 至  平成 20 年３月 31 日）  至  平成 21 年３月 31 日）

売上高 4,918,386 8,302,510

売上原価 3,989,317 6,498,760 

：（中略）   

販売費及び一般管理費合計 ※1※2 1,446,513 ※1※2 1,582,313 

：（以下省略）   

（訂正後） 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 （自 平成 19 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日）  至  平成 21 年３月 31 日）

売上高 4,918,386 8,302,510

売上原価 3,989,317 ※1 6,498,760 

：（中略）   

販売費及び一般管理費合計 ※1※2 1,446,513 ※2※3 1,582,313 

：（以下省略）   

注）※1を売上原価に付したことにより、それ以下の注記番号が一つずつ繰り下がっております。 

 

【30 ページ】連結財務諸表に関する注記事項 （連結損益計算書関係） 

（訂正前） （訂正後） 

当連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日）    至 平成 21 年３月 31 日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次の通りです 

※１ 売上原価   

  給料手当 623,682 千円  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の 

  貸倒引当金繰入額 25,445 千円  金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

  減価償却費 57,707 千円  まれております。   
  地代家賃 160,316 千円    21,351 千円

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 ※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

  研究開発費 20,574 千円   は次の通りです   

     給料手当 623,682 千円

    貸倒引当金繰入額 25,445 千円

     減価償却費 57,707 千円

       地代家賃 160,316 千円

※３ 固定資産売却益 ※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 
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  ：（以下省略）     研究開発費 20,574 千円

     ※４ 固定資産売却益   

       ：（以下省略）   

 

【46 ページ】５．個別財務諸表 (1)貸借対照表 

（訂正前） 

 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   

：（中略）   

無形固定資産     

   のれん 800 56,320

   ソフトウエア 145,418 143,373

   ソフトウエア仮勘定 19,830 238

   その他                      －                       0

   無形固定資産合計 166,048 199,932

：（以下省略）   

（訂正後） 

 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   

：（中略）   

無形固定資産     

   のれん 800 56,320

   ソフトウエア 145,418 143,373

   ソフトウエア仮勘定 19,830 238

   無形固定資産合計 166,048 199,932

：（以下省略）   

 

【48 ページ】５．個別財務諸表 (2)損益計算書 

（訂正前） 

 前事業年度 当事業年度 

 （自 平成 19 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日）  至 平成 21 年３月 31 日）

売上高 4,745,620 7,495,457

売上原価 3,902,661 5,987,170

：（中略）   

販売費及び一般管理費合計 ※1  1,297,055 ※1   1,289,795

：（中略）   

営業外費用   

 支払利息 613 273

 株式交付費 173 256

 投資有価証券売却損 － 3,454

 その他 393 45

 営業外費用合計 1,179 4,029

経常利益又は経常損失（△） △ 446,212 220,208

：（中略）   

 特別損失合計 134,219 38,830

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △ 478,354 192,735

法人税、住民税及び事業税 3,353 4,554

法人税等合計 3,353 4,554

当期純利益又は当期純損失（△） △ 481,708 188,180
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（訂正後） 

 前事業年度 当事業年度 

 （自 平成 19 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日 

  至  平成 20年３月31日）  至  平成 21 年３月 31 日）

売上高 4,745,620 7,495,457

売上原価 3,902,661            ※1 5,987,170

：（中略）   

販売費及び一般管理費合計 ※1 1,297,055 ※2 1,289,795

：（中略）   

営業外費用     

 支払利息 613 273

 株式交付費 173 256

 投資有価証券売却損 － 1,026

消費税差額 393 －

 その他 － 45

 営業外費用合計 1,179 1,601

経常利益又は経常損失（△） △ 446,212 222,636

：（中略）   

 特別損失合計 134,219 41,258

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △ 478,354 192,735

法人税、住民税及び事業税 3,353 4,554

法人税等合計 3,353 4,554

当期純利益又は当期純損失（△） △ 481,708 188,180

注）※1を売上原価に付したことにより、それ以下の注記番号が一つずつ繰り下がっております。 

 

【50 ページ】売上原価明細書 

（訂正前） 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日     
至 平成 20 年３月 31 日）    至 平成 21 年３月 31 日）

区分 
注記

番号

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 媒体費   3,135,916 78.5 5,310,235 85.9 

Ⅱ 労務費   183,976 4.6 115,484 1.9 

Ⅲ 外注費   237,625 6.0 235,020 3.8 

Ⅳ 経費   437,432 10.9 518,899 8.4 

当期総仕入高   3,994,951 100.0 6,179,640 100.0 

期首商品たな卸高    －   1,402   

合計    3,994,951   6,181,042   

期末商品たな卸高   1,402   －   

他勘定振替高 ※２ 90,887   15,400   

当期売上原価   3,902,661   6,165,641   
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（訂正後） 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日     
至 平成 20 年３月 31 日） 至 平成 21 年３月 31 日）

区分 
注記

番号

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 媒体費   3,135,916 78.5 5,310,235 88.7 

Ⅱ 労務費   183,976 4.6 115,484 1.9 

Ⅲ 外注費   237,625 6.0 235,020 3.9 

Ⅳ 経費   437,432 10.9 330,422 5.5 

当期総仕入高   3,994,951 100.0 5,991,162 100.0 

期首商品たな卸高    －   1,402   

合計    3,994,951   5,992,564   

期末商品たな卸高   1,402   －   

他勘定振替高 ※２ 90,887   5,394   

当期売上原価   3,902,661   5,987,170   

 

【50 ページ】売上原価明細書 

（訂正前） 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日） 至 平成 21 年３月 31 日） 

ソフトウエア       73,845 千円 ソフトウエア       11,665 千円

研究開発費         16,805 千円 研究開発費         3,735 千円

（訂正後） 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日） 至 平成 21 年３月 31 日） 

ソフトウエア       73,845 千円 ソフトウエア       4,880 千円

研究開発費         16,805 千円 研究開発費         466 千円

 

【57 ページ】注記事項 （損益計算書関係） 

（訂正前）                   （訂正後） 

当事業年度 当事業年度 

（自 平成 20 年４月１日 （自 平成 20 年４月１日 

     至 平成 21 年３月 31 日）      至 平成 21 年３月 31 日） 

※１ 研究開発費の総額 ※１ 売上原価   

   一般管理費に含まれる  期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

   研究開発費 20,735 千円  金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

      含まれております。   
     11,034 千円

※２ 固定資産売却益   ※２ 研究開発費の総額 

  ： （以下省略）   一般管理費に含まれる 

       研究開発費 20,735 千円

     ※３ 固定資産売却益   

      ： （以下省略） 

 

以 上 


