
平成21年8月期 決算短信 
平成21年10月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 Ｍ－アクロデア 上場取引所 東 

コード番号 3823 URL http://www.acrodea.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 堤 純也

問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長 （氏名） 國吉 芳夫 TEL 03-5768-8600
定時株主総会開催予定日 平成21年11月27日 有価証券報告書提出予定日 平成21年11月27日

配当支払開始予定日 ―

1.  21年8月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年8月31日） 

※平成20年3月期より連結財務諸表を作成しているため、20年3月期の対前期増減率については記載しておりません。 
※決算期変更により、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 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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8月期 4,706 ― △864 ― △889 ― △1,389 ―

20年3月期 3,118 ― 620 ― 571 ― 278 ―

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8月期 △17,020.57 ― △35.6 △17.3 △18.4

20年3月期 3,959.55 3,434.35 8.6 14.5 19.9

（参考） 持分法投資損益 21年8月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 5,042 3,476 68.3 39,211.06
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  3,443百万円 20年3月期  4,354百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年8月期 851 △3,184 1,364 619
20年3月期 240 △1,510 1,998 1,650

2.  配当の状況 

※決算期変更により、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）となります。 
なお、当社では、当面は安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るとともに、新製品開発投資及び今後の事業展開に備え内部留保の充実
を優先させていただく方針としており、従来より配当を実施しておらず、当期に関しましても無配とさせていただく予定です。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年8月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

22年8月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

※決算期変更により、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、22年8月期の対前期増減率については記載
しておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,200 ― 30 ― 7 ― △60 ― △654.47

通期 5,000 ― 370 ― 320 ― 100 ― 1,090.79



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期 87,815株 20年3月期 79,080株

② 期末自己株式数 21年8月期  0株 20年3月期  0株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年8月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年8月31日） 

※決算期変更により、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月期の対前期増減率については記載
しておりません。 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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8月期 4,046 ― △221 ― △203 ― △837 ―

20年3月期 2,743 22.6 334 △18.1 297 △17.3 136 △48.3

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
円 銭 円 銭

21年8月期 △10,253.12 ―

20年3月期 1,937.63 1,680.62

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 4,824 3,912 80.9 44,460.61
20年3月期 4,682 4,220 90.1 53,374.01

（参考） 自己資本 21年8月期  3,904百万円 20年3月期  4,220百万円

2.  22年8月期の個別業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※決算期変更により、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、22年8月期の対前期増減率については記載
しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

1,700 ― 270 ― 280 ― 240 ― 2,617.89

通期 3,500 ― 530 ― 560 ― 410 ― 4,472.22



（1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的金融不安の中、株安と円高が進み、景気の急速な後退が見られま

した。国内経済は回復の兆しはあるものの、企業収益の減少や企業の設備投資計画は依然として予断を許さない状

況が続いております。また、国内個人消費の低迷、雇用情勢のさらなる悪化も懸念されております。 

 当社グループに関連する携帯電話業界におきましても、国内においては、携帯電話の新販売方式導入の影響や景

気の低迷及び携帯電話に対するユーザーの嗜好の変化等により携帯端末の買い換えサイクルが長期化しており、新

規携帯端末販売台数は減少傾向にあります。また当社グループのミドルウェア（※１）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）各社においても、急速な経営環境の悪化により開発投資抑制が

あり、当社グループでは収益性の低い受託開発案件が増加し、厳しい局面が続きましたが、徐々に次の布石を打つ

動きが出てきております。  

 一方、海外においては、景気の低迷の影響により携帯電話市場の成長速度は鈍化傾向にあるものの、当社の取引

先である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ます。また、中国など新興国においては通信環

境が整備されつつあり、今後の当社製品の成長市場のひとつと見込んでおります。 

このような状況の下、当社グループは、中長期的な成長への施策の一環として、当社の韓国子会社である

Acrodea Korea, Inc.を拠点に、当期中、新たに韓国LG Electronics, Inc.との取引を開始する等、今後のグローバ

ル市場におけるシェア拡大のための基盤を構築してまいりました。また、第３四半期より当社子会社である株式会

社AMS（以下、「AMS」という）にて新事業として、ECサイトを運営するために必要となる全てのシステムとバック

ヤード業務を提供するフルフィルメントサービスを行うEC事業を開始し、今後国内外において成長が見込まれるモ

バイルコマース等、新たな事業展開を行うためのプラットフォームを構築してまいりました。 

当社グループでは、複数製品ポートフォリオ化や端末販売台数に依存しない収益モデルの導入、また新たな収益

の柱としてEC事業を開始し他社との共同事業化の推進を図る等、ビジネスリスクの分散化を中心に施策を実行して

まいりましたが、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

抑制の影響により収益性の低い受託開発案件が増加したこと等、これらの環境の急激な悪化等が重なり、第４四半

期において業績及び財務状況が一時的に悪化することとなりました。 

 これらの業績悪化に対し、第５四半期以降、当社グループ全体において経営改善施策を実施し、特にミドルウェ

ア事業における受託原価率の厳格な管理の実施や販売管理費の削減等により、第６四半期会計期間における個別業

績の営業利益が黒字化するなど、当社グループの収益性が改善いたしました。 

 また、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株の行使により行使額面総額440百万円の増資を実行いたしました。これら機動的な資

金調達を可能とするスキームを導入するなど財務面の改善に努めてまいりました。 

  

以上の結果、当連結会計年度における売上高は4,706百万円、営業損失は864百万円、経常損失は889百万円、当期

純損失は1,389百万円となりました。 

なお、当連結会計年度は３月期から８月期への決算期変更により、平成20年4月1日から平成21年8月末日の17 ヶ

月間の変則決算であります。 

  

当期における事業別売上高は、下記のように推移いたしました。 

 （ミドルウェア事業） 

 国内においてはキャリア及びメーカーに対し、「VIVID UI」をはじめ複数の製品をライセンス提供してまいりま

した。当社の主力製品である「VIVID UI」は、国内の３キャリアに向け安定的に製品をライセンス提供しており、

国内で販売された端末の約８割（平成21年6月末時点）へ搭載される等、シェアを伸ばしております。当社グループ

では、複数製品ポートフォリオ化に加え、複数の収益モデルの導入並びにグローバル市場への積極的な展開等によ

りさらに成長力を高めていく予定です。 

端末台数に依存しない新たな収益モデルを導入した製品「VIVID Avatar Maker」及び「VIVID Communicator」は

順調に立ち上がりました。ユーザーが撮影した写真やデータフォルダ内にある画像データを基に、簡単な手順で似

顔絵アバターを新規作成、保存、編集、データ通信で送受信することができる「VIVID Avatar Maker」はエンドユ

ーザー数に応じたロイヤリティを得る収益モデルを導入し、NTTドコモの携帯端末に搭載されました。 

携帯の写真や画像データから簡単にスライドショーを作成できるミドルウェアソリューション「VIVID 

Communicator」については、ユーザーの利用に応じてロイヤリティを得る収益モデルを導入し、KDDIと共同開発し

た「MYスライドビデオ」として「LISMO Video」にて平成21年4月よりサービスを開始し、発売済みのLISMO Video対

象機種や2009年au夏モデルなど、平成21年6月末時点で36機種に対応しています。さらに、平成21年8月からは機能

拡張し、NTTドコモの携帯端末（平成21年8月末時点で69機種）へもスライドビデオの送信が可能となり、対応端末

が増加しております。 

また、新製品として、携帯メールに欠かせない絵文字の挿入を自動化する画期的なミドルウェアソリューション

１．経営成績



「絵文字Lite」が、平成20年12月よりNTTドコモ向けシャープ製端末、平成21年9月にはNTTドコモ向け富士通製

端末「らくらくホン６」で採用され、多くの引き合いがあり、今後さらに機能拡張や利便性の向上を図り対象ユー

ザー層を広げる予定です。 

グローバル市場においては、当社の韓国子会社であるAcrodea Korea, Inc.を拠点にライセンス販売の強化を推

進しており、韓国Samsung Electronics Co., Ltd.に対して、すでに提供している「VIVID Message」や「VIVID 

Panorama」のほか、「VIVID Avatar Maker」等の新製品の提供を開始しました。また新たに韓国LG Electronics, 

Inc.向けの当社製品の開発プロジェクトを受注しライセンス販売を開始しました。同案件は、当初予定より開発プ

ロジェクトが長期化し、外注費を中心とした開発費が大幅に増加する等、当社グループの収益を一時的に圧迫しま

したが、今後の大型のライセンスビジネスに繋がる案件として見込んでおり、当社グループにおける売上高のグロ

ーバル比率を高めていく予定です。 

さらに、平成21年6月には第３世代携帯電話の商用化が本格的に立ち上がりつつある中国において中国Datang 

Telecom Technology Co., Ltd.（大唐電信）と、当社の主力製品である「VIVID UI」をライセンス提供することに

合意しライセンス契約を締結しました。今後、大唐電信とともに、中長期的に中国におけるＵＩのきせかえコンテ

ンツビジネスを展開していく予定です。 

 以上の結果、ミドルウェア事業における売上高は、4,302百万円となりました。 

  

（メディア事業） 

 当社連結子会社である株式会社AMS（以下、「AMS」という）において行っているメディア事業においては、自社

メディアを用い広告での収益を得ておりましたが、類似サービスの台頭や経済状況の悪化を受け、広告部門を縮小

いたしました。また、コンテンツプロバイダー向けの開発支援や、受託業務を続ける一方で、これまで培ったサー

ビスのノウハウやコンテンツを「きせかえモーターショー」、「キセカエのネ申（神）」等の公式サイト向けに提

供し、レベニューシェアによる収益をあげております。 

 以上の結果、メディア事業における売上高は194百万円となりました。 

   

（EC事業） 

 AMSにおいて第３四半期より新たに開始したEC事業につきましては、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。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は順調に立ち上がり推移しておりますが、

当初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。 

第３四半期において、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サイトビジネスの展開

に向け業務提携を行い、現在、今後の中国市場での展開に向け調整を行っております。また、さらにECビジネスを

新規に始めるコンテンツプロバイダーへの販路拡大を図るべく、第４四半期に国内大手キャリアグループ子会社と

代理店契約を締結し、新規顧客の獲得を進めております。 

共同パートナーとの事業展開によりECの早期成長を推進するとともに、エグレジオ等資産のオフバランス化によ

る償却費負担の軽減や財務状況の改善を 優先課題として引き続き進めております。 

 以上の結果、EC事業における売上高は209百万円となりました。 

  

（当社グループの次期の見通し） 

当社グループでは、ミドルウェア事業において、携帯電話端末の買い替えサイクルの長期化により成長速度が鈍

化すると考えられる国内市場と比較し、成長余地の高いグローバル市場を重点的に新規開拓すべく経営戦略を進め

ております。特にグローバル市場においては、当期、新規にライセンス提供を始めたグローバルメーカーへのライ

センス供給を加速させるなど、韓国子会社を拠点とし、韓国グローバルメーカー各社へ積極的に拡販を行うほか、

高い評価を得ているマーケットプレイスビジネス展開を本格的にサポートする新製品「VIVID Runtime」及び「X-

FORGE」のグローバル供給に向けたプロジェクトは現在進行中であり、計画どおりの運用開始に向け邁進してまいり

ます。また、収益モデルについても、これまでの1台あたりのロイヤリティを得るモデルだけでなく、利用に応じた

ロイヤリティを獲得できるレベニューシェアモデルなど複数の収益モデルを導入することにより、端末台数に依存

しない今後の成長余地の高い収益基盤を構築してまいります。 

国内外におけるライセンス拡販を進める一方で、中長期的な成長を図るべく、インターホン連携システムをNTT

ドコモと共同開発を行い今後の展開に向け進めてまいります。また、EC事業を軌道に乗せ、強固な経営基盤の構築

を進めるとともに、更なる事業拡大を目指してまいります。 

さらに、コスト管理におきましては、第５四半期以降実施した経営改善施策により収益性が改善しつつあります

が、今後も引き続き、グループ全体において原価及び販売管理費の厳格な管理により収益を確保するとともに、精

度の高い予算管理を目指し機動的な組織及び製販一体化による効率的な体制の確立を進めてまいります。 

  



 これらの状況をふまえ、平成22年8月期の業績見通しにつきましては、以下の数値を見込んでおります。 

 連結業績の見通しにつきましては、売上高5,000百万円（前第４四半期累計期間比58.4％増、前期比6.2％増）、

営業利益370百万円（前第４四半期累計期間は営業損失597百万円、前期は営業損失864百万円）、経常利益320百万

円（前第４四半期累計期間は経常損失598百万円、前期は経常損失889百万円）、当期純利益100百万円（前第４四半

期累計期間は四半期純損失1,015百万円、前期は当期純損失1,389百万円）を見込んでおります。 

 個別業績の見通しにつきましては、売上高3,500百万円（前第４四半期累計期間比20.9％増、前期比13.5％減）、

営業利益530百万円（前第４四半期累計期間は営業損失203百万円、前期は営業損失221百万円）、経常利益560百万

円（前第４四半期累計期間は経常損失188百万円、前期は経常損失203百万円）、当期純利益410百万円（前第４四半

期累計期間は四半期純損失755百万円、前期は当期純損失837百万円）を見込んでおります。 

  

※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、上述の前年同期比較

の記載は、平成21年8月期第４四半期累計期間（12ヶ月間）及び平成21年8月期（17ヶ月間）の両数値を記載してお

ります。 

※上記に記載した業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。予

想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績等は、上記予想数値と異なる場合があります。 

  

当社グループの主要製品等の概要について 

a.「VIVID Message」 

      当製品は、テキストメールを絵文字へ自動変換したり、３Dグラフィクス（*２）等により、より楽しく動き 

   のある電子メール・コミュニケーションを提供するミドルウェアであります。多くのユーザーが日々利用してい

    る携帯電話の電子メールは、従来、文字によるやりとりが中心であり、今まで際立った進化は見られませんでし

    たが、このソリューションにより、ユーザーは立体化やアニメーション化された、より表現力のある電子メール

   を楽しむことが可能になります。 

b.「VIVID UI」 

      当製品は、従来、固定されている携帯電話等のメニュー等のユーザーインターフェース（UI）を、ユーザーの

  嗜好に合わせて自由に選択したり、使い勝手の良いものに変換することを実現するミドルウェアであります。基

  本的なグラフィックスから、より高度な３DグラフィクスやFlash Lite（*３）といった様々な追加機能のサポー

  トも可能であるほか、携帯電話端末に限らず、多様なプラットフォームに対してサービスを実現させることがで

  きます。また当製品はオーサリング機能（*４）が 特に強化されており、メーカー及びコンテンツプロバイダー

  は、UI作成に係る開発工程を簡略化することが可能なため、UIデザインの自由度を広げながらも開発費の大幅な

  削減が実現できます。 

c.「VIVID Movie」 

    シリコンスタジオ株式会社製の「XCV（eXtreme Codec for Video）」動画像圧縮伸張技術をベースに新たな設

    計コンセプトの下、携帯電話や小型携帯機器等の限られたメモリやCPU性能の環境でも高度な動画処理を高速 

  に実現し、リッチなムービーコンテンツを再生することができるミドルウェアであります。「VIVID UI」との 

    連携によりメニュー画面にムービーコンテンツを用いることで表現力の高いUIが実現できます。更に、動画像の

    圧縮率も高いため、コンテンツのダウンロードにも負荷を掛けず、サービス提供に 適なソリューションとして

    実現可能です。 

d.「VIVID Panorama」 

   当製品は、ユーザーがデジタルカメラ搭載の携帯電話を動画撮影のように移動する操作を行うだけで、簡単に

    パノラマ画像の作成を実現するミドルウェアです。従来の携帯電話においてもパノラマ撮影機能を謳っているも

    のはありますが、ユーザーが１枚ずつ撮影した複数の画像を繋ぎ合わせることで「パノラマ風」の写真とするも

    のであり、必ずしもユーザーにとって使いやすいものではありませんでした。当製品は、誰でも簡単に撮影で 

    き、また繋ぎ目のない美しく自然な写真を作成することができます。 

e.「X-FORGE」 

     当製品は、主として高性能のゲーム制作をするにあたって必要とされる開発環境の集合体をパッケージング 

    した、次世代モバイルゲームの強化に有用なプラットフォームであり、ミドルウェア、ゲームエンジン、ユーテ

    ィリティ（*５）、ツール及び開発ネットワークマネジメント等の機能を豊富に備えたSDK（*６）であります。 

  当製品を使用することにより、ゲーム開発者は、様々なOSやハードウェアの仕様の違い等を意識することなく高

    品質のゲーム制作が可能となり、作成に係る開発工数の大幅な削減が実現できます。 

f.「VIVID Audio」・「VIVID Communicator」 

      「VIVID Audio」は携帯電話等による電子メール送付において、送信者が自分のボイスメッセージをDJ風のラ 

  ップ調に変更したり好みのBGMを付加して相手に送信ができる等、より楽しくバラエティに富んだコミュニケ 

  ーションを可能とするミドルウェアであります。 

   また「VIVID Communicator」は、「VIVID Audio」の基本技術の機能拡張による新製品であり、携帯電話の写 



  真や画像データから簡単に動画を作成できるミドルウェアソリューションです。メディアミキシング技術により

  音声・BGM・フレーム・テキスト等を動画に取り込むことで、これまで実現できなかった文字・画像・音が一体 

  化したコンテンツを作成することが可能です。 

g.「VIVID Touch」 

   携帯電話機とアミューズメント機器等をモバイルFeliCa（*７）を通じて連携させ、魅力的なサービスを提供 

  するためのソリューションシステムです。これにより、携帯電話機にアミューズメント機器等のデータを保存、

  または携帯電話機からアミューズメント機器等へデータを転送する事が、センサーへのタッチひとつでできるよ

  うになります。 

h.「インターフォン連携システム」 

    携帯電話端末とインターフォン用玄関機及び構内サーバ間の連携システムです。これにより、家庭用インター

  フォンを市販されている携帯電話でとることが可能となり、外出先からでもインターフォンに応答や来訪者の確

  認が容易にできるほか、インターフォンのタイプによってドアの施錠の開閉の遠隔操作やセキュリティ機能との

  連動が可能です。当社グループでは、更なる利便性の向上を進めるとともに、その他の家電との連携も視野に開

  発を進めております。 

i.「VIVID Avatar Maker」 

   携帯電話上で似顔絵を簡単に作成できるツールです。輪郭、髪型、眉毛、目、鼻、口等のデフォルトの顔パー

  ツを用意し、それを変更して楽しい似顔絵を作成することができます。また、作成したアバターに動きを設定す

  る「アクションメニュー」で、様々なアクションやオブジェクトを設定、流行の動き、特徴のある動きを表現す

  ることが可能です。デフォルトのパーツを使って作成し編集するほか、携帯電話のカメラで撮った写真を必要な

  部分のみ使用して似顔絵を作成することもできます。 

j.「絵文字Lite」                                             

 当製品は、携帯電話での電子メールに欠かせない絵文字の挿入を自動化し、より簡単に表現力豊かなメールで

のコミュニケーションを可能にするミドルウェアソリューションです。 

 送信側にこの機能があれば、受信側は既存の端末でも絵文字が入ったメールを受け取ることができます。 

ｋ.「VIVID UI Suite」                                          

 当製品は、高度なUIを実現するミドルウェアエンジン「VIVID UI」に、各コンテンツから共通で使えるライブ

ラリ群を組み合わせる事により、統一感のある操作性や表示効果を簡単に実現出来るフレームワークです。 

 VIVID UIの重ね合わせや、OpenVGなどのベクターグラフィックスにも対応し、リッチでかつ統一感のあるUI

を、簡単に、短期間で構築する事が出来ます。  

ｌ.「VIVID Runtime」  

 当製品は、特定のCPU上であれば、OS等の環境によらず同一のアプリケーションを実行させることが出来るソ

リューションです。従来は難しかった異なるプラットフォーム（Symbian, Android, Windows Mobile等)上での

アプリケーションストアを実現するとともに、アプリケーションの複数プラットフォームへの移植を効率化しま

す。   

m .「EXREGZIO」 

 当サービスは、当社連結子会社AMSが行うEC事業において、ECサイトにおける仕入・販売・商品管理機能を主

軸に商品の配送、データ集計やエンドユーザー対応等、ECのバックヤード業務全般への対応を可能としたECフル

フィルメントサービスです。 

  

*１．ミドルウェア 

  OS上で動作し、アプリケーションソフトに対してOSよりも高度で具体的な機能を提供するソフトウェア。 

  OSとアプリケーションソフトの中間的な性格を持っております。 

*２．３Dグラフィクス 

空間や立体等３次元の存在を、コンピュータの画面に投影して描画した画像や映像。 

*３．Flash Lite 

米国Macromedia社（現 米国Adobe Systems Inc.）が開発した、音声やベクターグラフィクスのアニメーシ

ョンを組み合わせてWebコンテンツを作成する「Macromedia Flash」の携帯電話向けの軽量バージョン。 



*４．オーサリング機能 

文字や画像、音声、動画といったデータを編集して一本のソフトウェアを作ること。 

*５．ユーティリティ 

システムやアプリケーションの足りない部分を補助するソフトウェアの総称。 

*６．SDK 

プログラミング言語等のテクノロジーを利用してソフトウェアを開発する際に必要なツールのセット。 

*７．FeliCa 

ソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術方式です。 

  



（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は5,042百万円となりました。 

 流動資産は1,530百万円となり、前期末と比較して主に現金及び預金、決算期変更により売掛金が大きく減少いた

しました（現金及び預金の増減につきましては「キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい）。 

 固定資産は3,512百万円となり、これは主に販売目的のソフトウェア、EC事業における自社利用目的のソフトウェ

アへの投資により増加いたしました。 

 また、負債の合計額は1,566百万円となり、これは主に短期及び長期の借入金、未払金等によるものであります。 

 純資産につきましては、新株予約権の行使による資本金及び資本剰余金の増加等がありましたが、当期純損失の計

上により減少し3,476百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、619百万円となりました。 

 当連結会計年度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851百万円となりました。これは主に、減価償却費1,190百万円及び売上債権の減少

額770百万円等の収入があった一方、税金等調整前当期純損失1,249百万及び法人税等の支払額323百万円等の支出に

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3,184百万円となりました。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2,892百万円、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1,364百万円となりました。これは長短期借入金の純増加額840百万円及び、メリル

リンチ日本証券に付与した新株予約権の行使による第三者割当等による株式発行による収入498百万円等によるもの

であります。 

  

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

（注）１．指標の算出は以下の算式を使用しております。 

自己資本比率：（自己資本／総資産） 

時価ベースの自己資本比率：（株式時価総額／総資産） 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：（有利子負債／営業活動キャッシュ・フロー） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：（営業活動キャッシュ・フロー／利払い） 

２．連結ベースの財務数値により計算しています。 

３．営業活動キャッシュ・フロー及び利息の支払額は、連結キャッシュ・フロー計算書の営

業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての

負債を対象としております。       

     
（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社では、当面は安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るとともに、新製品開発投資及び今後の事

業展開に備え内部留保の充実を優先させていただく方針としており、従来より配当を実施しておらず、また当期に関

しましても無配とさせていただく予定です。しかしながら、当社では株主に対する利益還元を経営の重要な課題のひ

とつとして位置付けており、事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案し可能な限り早期に配当を実施したい

と考えております。  

  平成20年３月期 平成21年８月期  

自己資本比率（％）  83.2  68.3

時価ベースの自己資本比率（％）  811.3  115.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  0.2  1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  453.2  40.2



（4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 

 また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断において重要であると考えられる

事項については積極的に開示しております。なお、当社はこれらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回

避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の

記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。 

 また以下の記載は、当社グループの事業または本株式の投資に関するリスクをすべて網羅するものではありません

のでご注意ください。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計期末において当社が判断したものであります。 

  

①共同開発・協業・提携について 

 当社はミドルウェア製品の開発に係るコスト及びリスク負担を軽減しつつ、魅力的な製品ラインナップの充実を図

るために一部の製品については他社との共同開発を行っております。しかし、共同開発の形態をとった場合、製品販

売後にその開発コストの負担比率に応じて利益を販売手数料として分配するため、利益率を引き下げる要因となりま

す。 

 また、当社グループでは将来における技術開発や国内外におけるビジネス展開において、戦略的に国内外の企業と

協業・提携も進めております。しかし、今後において予期せぬ事象により当事者間で不一致が生じた場合、シナジー

効果が期待できず当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②新製品開発に関するリスクについて 

 当社グループの将来の成長は革新的な新製品の開発と販売の状況に依存します。当社グループが置かれた業界は急

速な技術的進歩に支えられており、その性質から将来における繁栄の要素は複雑かつ不確実なものであるため多くの

リスクが存在します。当社では製品ラインナップの充実化のため、新製品の開発において状況に応じて共同開発の形

を選択することで開発コストの負担を軽減するなどの策を講じておりますが、当社グループが市場のニーズを充分に

捉えきれず、魅力的な新製品を開発できない場合には、将来の成長と収益性の低下を招き、業績及び財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

③ミドルウェア製品の品質管理について 

 当社グループの開発したプログラム、その他のソフトウェアまたはハードウェアに不良箇所が発生した場合、これ

ら当社グループの製品を使用したサービスの中断・停止やコンテンツ及びユーザーデータの破損等が生じる可能性が

あります。当社グループはこれらの製品を納品する前に社内において入念なテスト・点検を行っておりますが、この

ような事態が発生した場合には損害賠償や信用力の低下等のリスクが想定され、当社グループの業績及び財務状況に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

④知的財産権について 

 当社グループは自社の技術やノウハウ等の知的財産権を保護するために特許申請等を行っておりますが、必ずしも

それが当社グループの知的財産権として保護される保証はありません。そのため、当社グループの知的財産を使って

第三者が類似品を開発した際に、それを効果的に防止できない可能性があります。 

 また当社グループは第三者の知的財産権を侵害する事態を回避すべく、可能な限りの努力をしてまいりますが、将

来において、当社グループの事業に関連した知的財産権がどのように適用されるかを予想するのは極めて困難であ

り、万が一、当社が第三者の知的財産権を侵害していた場合には、当該第三者より損害賠償義務を課せられる等、当

該知的財産権に関する対価の支払等が発生することも考えられ、その場合は当社グループの業績及び財務状況に影響

を与える可能性があります。 

  

⑤外注委託先の確保について 

 当社グループはミドルウェア事業において、社内の人員不足の補完及び開発費用削減等を目的に受託開発事業を中

心として外注委託を行っており、当社グループにとって優秀な外注委託先を安定的に確保する事が重要であると考え

ております。優秀な外注委託先が安定的に確保できない場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。 

   

⑥EC事業におけるシステムトラブルについて 

  当社グループのEC事業はコンピューターシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害や事故等によ

って通信ネットワークが切断された場合は当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。ま

た、何らかの原因により、当社グループまたはインターネット・サービス・プロバイダーのサーバが作動不能に陥る

等、外部からの不正な手段によるサーバへの侵入等の犯罪や役職員の過誤によるネットワーク障害が発生する可能性



があります。これらの障害が発生した場合には、当社グループに直接的損害が生じるほか、サーバの作動不能や欠陥

等に起因する取引停止等については、当社に対する訴訟や損害賠償等、当社の信頼を損ない、当社グループの業績及

び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦業務委託先について 

  当社グループは、EC事業において、ECフルフィルメントサービスの提供は、「決済代行会社」、「システム管理会

社」、「スタッフ管理会社」、「倉庫管理業者」等、外部への業務委託により、実施しています。このため、これら

の業務委託先との契約が何らかの理由で終了あるいは当社に不利な内容に変更された場合、またはこれらの業務委託

先の企業につき倒産その他予期せぬ事態が生じた場合、利用顧客へのECフルフィルメントサービスの提供に支障をき

たし、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑧資金回収期間の資金繰りへの影響について 

 通常、当社グループのミドルウェア製品の開発は開始から完成まで約６ヶ月から１年かかります。一方、その際の

開発資金は当該製品の販売後にそのライセンス収入を得ることにより回収していくというビジネスモデルをとってお

ります。そのため、資金回収までの期間が長くなった場合、またこのような案件が増加すれば、当社グループの長期

的な資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

 また、EC事業においては、中長期的な事業計画に基づき、投資資金の回収をしていく予定です。マーケット状況の

急激な変化等の要因から、EC事業が計画どおりに進捗しない場合、当社グループの長期的な資金繰りに影響を及ぼす

可能性があります。 

  

⑨景気動向、ユーザー個人の嗜好及び流行の変化等に伴うリスクについて 

 当社グループの現在における営業収益のうち、一部のミドルウェア製品はエンターテイメント性が高い製品であり

ます。そのため、ユーザー個人の嗜好や流行等の変化により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。 

また、当社グループのEC事業においては、顧客であるEC事業主へフルフィルメントサービスを提供し、そのeコマ

ースの売上に応じレベニューシェアの方式で利用料をいただき、当社の主な収益源とするため、EC事業の売上は、エ

ンドユーザーの消費動向に大きく影響を受ける可能性があります。景気の動向により、消費者の消費支出を減少させ

るような経済情勢の著しい低迷が長期化する場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

⑩個人情報の取扱いについて 

 当社グループでは、メディア事業において携帯電話向けインターネットサイトを運営しており、登録された会員に

向けてコンテンツを無償提供するなどのサービスを行っております。そのため、登録会員の携帯電話番号やメールア

ドレスを知る立場にあります。 

また、EC事業においてECフルフィルメントサービスを顧客であるEC事業主に提供するにあたり、ECサイトへ登録し

た顧客の個人情報等を取り扱う立場にあります。これらの情報に関しては当社グループに守秘義務があり、当社グル

ープが知り得た情報については、データへのアクセス制限、不正侵入防止のためのシステムの採用や外部データセン

ターの利用等、個人情報の流出を防止するための諸施策を講じるとともに、運用管理の徹底に努めております。しか

しながら、万一、当社グループの社内管理体制の問題または社外からの侵入等により、これらのデータが外部に漏洩

した場合には、当社グループへの損害賠償請求や信用低下等によって、当社グループの業績及び財務状況に影響を及

ぼす可能性があります。 

   

⑪競合他社の参入及び価格競争について 

 携帯電話業界の環境変化に伴い、当社グループの優位性は薄まり、競合他社が参入し価格競争が起こる可能性があ

ります。また、キャリアやメーカーが自ら内製を行うことで競合他社となる可能性があります。その結果、当社グル

ープは市場シェアを維持し収益性を保つことが困難となり、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

⑫売上計上時期の影響について 

 当社グループでは、受託開発事業の全般において、取引先から成果物に対する検収を受けることで売上計上を行っ

ております。また自社製品開発販売部門におけるライセンス販売においては、契約条件等によって売上計上方法が異

なることがあるため、当社グループではソフトウェアに係る会計基準等に基づき売上計上に係る社内基準を定め、案

件別に厳格な判断を行った上で会計処理を行っておりますが、以下のような場合には売上計上時期が遅れることとな

り、特に売上計上時期が当社の年度決算期を越えて遅れた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可

能性があります。 



 a．開発の遅延や不良箇所の発生等の要因により製品の検収が延期になった場合 

 b．当社グループの売上計上基準において想定できていない契約条件等が発生した場合 

 c．何らかの事由により契約締結そのものが延期となった場合 

 d．ソフトウェアに係る会計基準等に変更・改正等があった場合 

   

⑬ミドルウェア事業におけるライセンス販売の売上に伴う販売手数料の発生について 

 一部のミドルウェア製品の売上高については、販売代理店及び共同開発パートナーに対し売上高に応じた販売手数

料が発生し、利益率を引き下げる要因となっております。 

  ※ 平成21年8月期は3月から8月への決算期変更のため、17ヶ月間の変則決算となっております。 

  

⑭ソフトウェア資産について 

 当社グループはミドルウェア部門において「VIVID UI」をはじめとするソフトウェアの開発を行っておりますが、

それらの開発に係る製造原価についてはソフトウェア資産に計上をしております。当社グループではソフトウェアの

資産計上をしている各製品について定期的に売上達成見込の慎重な検討を実施し、その資産性について社内評価を行

っており、売上達成が見込めないと判断された場合には速やかに全額の費用化を行うこととしておりますが、その場

合には当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループはEC事業において、ECシステム構築によるソフトウェアやソフトウェア仮勘定等の無形固定資

産を保有しておりますが、マーケット状況が急激に変化し、事業計画を大幅に見直した場合や事業撤退に至った場合

には減損損失が発生し、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑮投資に係るリスクについて 

 当社グループでは、連結子会社の株式を保有しているほか、事業シナジー効果を期待できる企業への投資を行って

おりますが、投資が回収不能となる可能性があります。上場企業への投資につきましては、株価の動向によって評価

差益の減少・評価差損の増加・減損適用による評価損等が発生する可能性があります。また、未上場企業への投資は

比較的不確定要素を多く含んでおり、技術革新、市場環境等の外部要因だけでなく、経営管理体制等に起因した評価

損が発生する可能性があります。このように投資先企業の業績によっては、当社保有投資有価証券の減損処理により

当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑯為替の変動について 

 当社グループの事業は全世界をマーケットとしたものであります。従って各地域における売上・費用・資産等につ

きましては財務諸表作成の際に円換算されており、換算時の為替レートの変動によっては当社グループの業績及び財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑰当社グループの事業体制について 

a．特定の役員への依存度が高いことについて 

 当社の代表取締役社長である堤 純也は、当社グループにおける意思決定における重要な役割を果たしています。

また、主として携帯電話向けのミドルウェア技術及びコンピュータ・グラフィクス技術ならびにそれらの開発・販売

に関する豊富な知識・経験を持ち、また、国内外の携帯電話業界における人脈と知名度に基づく大きな営業力を発揮

するなど、当社グループの販売活動に多大な影響を与えてまいりました。今後何らかの理由により同氏が当社グルー

プの業務を継続することが困難になった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

b．人材の確保及び育成について 

 当社グループの事業はその大半がヒューマンリソースに依存しております。当社グループでは優秀な人材の獲得及

び確保のために投資をしておりますが、経済状況や当社グループの業績によっては投資に見合う人材の獲得ができな

い可能性があります。 

 当社グループでは将来に向けて社内の人材育成に取り組んでまいりますが、人材の流動が激しい当業界において

は、何らかの事情により役職員が退職してしまう可能性があり、必ずしも採用し育成した役職員が当社グループの事

業に寄与し続けるとは限りません。 

  

⑱海外事業展開上のリスクについて 

 当社グループの海外での開発及び販売活動は、欧米諸国及びアジアを中心に行われており、これらの海外市場での

区 分 平成20年３月31日現在 平成21年８月31日現在 

   金額（千円）   割合（％） 金額（千円）     割合（％）

    連結総売上高  3,118,337  100.0  4,706,797  100.0

    販売手数料  358,228  11.4  463,537  9.8



事業展開には以下のようなカントリーリスクが存在し、これらの事象は当社グループの業績及び財務状況に影響を及

ぼす可能性があります。 

a．当社グループにとって不利な政治的または経済的要因 

b．予期しない法律または規制等の変更 

c．テロ、戦争、その他当社グループにとって不可抗力の外的要因 

  

⑲新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

 当社は、会社の利益が個々の利益と一体化し、職務における動機付けをより向上させる目的とし、役職員等にスト

ックオプションとしての新株予約権を付与しております。また、平成21年７月６日付にて発行した行使価額修正条項

付き第１回新株予約権（第三者割当て）1,600個（16,000株）のうち600個（6,000株）を行使し、平成21年8月31日現

在、行使残高が10,000株となっております。これにより、平成21年8月31日現在における当社の潜在株比率は16.08％

となっております。これらの新株予約権が行使された場合には、当社の１株当たりの株式価値が希薄化することにな

り、また株式市場での需給バランスに変動が発生し、株価へ影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑳配当方針について 

 当社では、当面は安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るとともに、新製品開発投資及び今後の事

業展開に備え内部留保の充実を優先させていただく方針としており、従来より配当を実施しておらず、また当期に関

しましても無配とさせていただく予定です。しかしながら、当社では株主に対する利益還元を経営の重要な課題のひ

とつとして位置付けており、事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案し可能な限り早期に配当を実施したい

と考えております。 

  

 (5)継続企業の前提に関する重要事象等 

 当連結会計年度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携帯電話メーカー（以下、「メーカー」という）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ます。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、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、通期においては864百万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。 

しかしながら、開発抑制のあった国内メーカー各社においては、次の布石を開始する動きが出てきていること、

また、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。さらに、当社グループでは、経営改善計画の施策のひとつとして、製造原価率及び販売管理費率の大幅

な改善を進めており、利益率改善への効果が現れつつあり、当連結会計年度においては、平成21年4月30日の業績予

想1,019百万円の営業損失のところ、営業損失864百万円と155百万円、改善いたしました。 

これら経営環境の改善、および経営改善計画の施策が順調に進捗していることから、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。 



  当社グループは、当社及び連結子会社３社により構成されており、「ユーザーに意識されないほどに快適なユ

ーザーインターフェースを動作させるためのミドルウェアを世界中に提供し、世界の人々のコミュニケーション

の一層の深化、充実を図ること」を経営理念として、現在、自社製品開発とそのライセンス販売を行う「ミドル

ウェア事業」を主たる事業としており、これらのライセンス販売に紐づくコンサルティングや受託開発も行って

おります。 

 また、当社子会社である株式会社AMS（以下、「AMS」という）において、広告ビジネス、携帯サイトの運営な

らびにコンテンツ開発支援等を行う「メディア事業」を行っております。また、第３四半期より、ECサイトを運

営するために必要となる全てのシステムと全てのバックヤード業務を提供するフルフィルメントサービスを行う

「EC事業」を開始いたしました。 

  

 [事業系統図] 

 当社グループの収益の柱は「ミドルウェア事業」であり、主として自社開発したミドルウェアのライセンス販

売（＝使用許諾権の販売）を行っており、当連結会計年度においては、連結売上高の49.9％を占めております。

また、このライセンス販売に到る過程において、キャリア及びメーカー等の顧客に対するコンサルティングや、

試作等の受託開発も行っており、さらにライセンスを購入いただいた後、顧客の要望に応じて、それらミドルウ

ェアの端末への搭載、カスタマイズ及び保守サポートといった二次的な受託開発も行っております。また、販売

台数ベースのロイヤリティに加え、一部製品においては、サービス利用やユーザー数に応じたレベニューシェア

モデルを得る収益モデルを導入しております。 

 「メディア事業」においては、当社子会社であるAMSにおいてUIコンテンツの開発支援を行っており、コンテン

ツのダウンロード課金からのレベニューシェアを売り上げており、「ミドルウェア事業」の製品によるサービス

からの収益を得るビジネスを展開しております。 

 また、第３四半期に開始しました「EC事業」においては、当社子会社であるAMSがECバックヤードシステム

「EXREGZIO（エグレジオ）」を開発し、顧客であるEC事業主にECフルフィルメントサービスを提供し、EC売上に

応じたレベニューシェアを得ております。将来的には「ミドルウェア事業」の製品群と連携し、より利便性を向

上させ、ECビジネスの活性化を図る予定です。  

 このように当社グループにおける事業や各業務は、それぞれが個々に独立しているのではなく、ミドルウェア

のライセンス販売を中心として相互に連動したものとなっております。また、一部の自社製品開発につきまして

は、その開発・拡販に向けてシナジー効果が見込まれる企業に呼び掛け、共同開発パートナーとして開発費の一

部をご負担いただき、製品ライセンスの販売後に開発費負担比率に応じて利益を販売手数料として分配する「共

同開発型」をとっており、これにより、各製品の開発及び販売に係る事業リスクを軽減しつつも魅力ある自社製

品のラインナップを増加させることを実現しております。 

２．企業集団の状況



 以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

 
  



（1）会社の経営の基本方針 

 現代の私たちの生活を取り巻く携帯電話、テレビ、カーナビ等の多くの情報通信機器の進歩は著しく、特に近年に

おける機能の高度化・多様化には目を見張るものがありますが、それに伴い、各機器の操作も複雑化してきておりま

す。そのような環境の中、当社グループでは多様なユーザーの方々がそれぞれの嗜好や使い勝手に合わせ、気軽にそ

れらの機器に触れ合うことができる「操作感」を大切にしていきたいと考えております。ニーズが技術を進化させ、

私たちを取り囲む情報通信機器は次々と新たなサービスを実現していますが、それらの機器が万能化する時代だから

こそ、当社グループでは真に求められるサービスの具現化や、「人」と「機械」の接点に存在するサービスを使いや

すく発展させていくことに真摯に取り組まなければならないと考えており、ユーザーの目に触れない奥深くに存在す

る機能だけでなく、 終顧客であるユーザーがストレスを感じることなく身近な電子機器に触れ合うことができる社

会の実現を目指しております。 

 技術的な「発想」とユーザーオリエンテッドな「発想」の双方が高い次元で融合すること、当社では、その理想を

『アクロディア＜「ＡＣＲＯ」＋「ＩＤＥＡ」＝ 高の発想＞』という社名に込めております。 

  

（2）目標とする経営指標 

 現在、当社グループにおいて継続的かつ安定的な売上高の確保、特に将来における高い利益率を見込めるライセン

ス販売の拡販等による売上高の伸長を経営における 優先課題としておりますが、一方で開発コストの低減化等によ

る売上総利益・営業利益の効率改善を進めており、連結ベースでの営業利益率の向上を目標としたいと考えておりま

す。 

 当期においては、急激な経営環境の変化により受託原価率及び販売管理費率が上昇し、損失を計上することとなっ

たため、プロジェクト単位における原価率の厳格な管理を行ってまいります。 

  

（3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、受託開発ではなく、自社開発製品のライセンス販売及び関連サービス提供に対するレベニューシ

ェアにより成長を目指しており、下記の点を重要なポイントとして位置づけております。 

  

①ユーザーの視点に立った製品作り 

 当社グループは、主として携帯電話向けミドルウェア開発の世界で長年の経験を培ってきた優秀なエンジニアを

核とする技術集団であり、コンピュータサイエンスの多くの場面で社会に貢献できると考えておりますが、技術力

だけではなく、ユーザーの視点に立った企画立案を行うことにより、競争力を持ち、より魅力溢れる製品開発を目

指してまいります。 

   

②幅広いニーズに応えた製品ラインアップ 

 当社グループは、単一のヒット製品に支えられるモノカルチャー経営ではなく、幅広い製品ラインアップによる

豊かなポートフォリオを持ち、様々な顧客及びユーザーのニーズに対応していくことで、より楽しく、より快適な

社会の実現に向け進めてまいります。これにより、リスク分散と営業コストパフォーマンスの向上が同時に図れる

ほか、当社グループの事業活動の継続的な活性化を目指してまいります。 

   

③共同開発による事業リスクの低減 

 当社グループは、自社製造による製品ポートフォリオ化を推し進めておりますが、さらに一部の製品において

は、その開発・拡販に向けてシナジー効果が見込まれる企業に呼び掛け、共同開発パートナーとして製品開発費の

一部を負担いただき、製品販売後に開発費負担比率に応じて利益を分配する「共同開発型」をとっております。こ

れにより、開発費の大幅な軽減を実現しつつ、次なる新規製品開発に対する余力の担保が可能となっております。 

  

④アライアンス強化による事業ドメインの拡大 

 モバイル機器市場の拡大と技術進歩により、複雑化した機能に対応可能な柔軟さを持つことが求められておりま

すが、当社グループでは、優れたパフォーマンスを持つ国内外の企業との提携を戦略的に行うことにより、製品技

術の付加価値向上や新たな販売ルートの拡大を目指すとともに、そこから生み出されるシナジー効果が期待できま

す。 

  

⑤複数の収益モデル  

 当社グループは、主に携帯電話端末に搭載する製品を顧客にライセンス提供していますが、携帯電話の販売台数

が減少傾向である中、一部製品において端末販売台数に依存しない収益モデルの導入を推進しております。ユーザ

ーの利用に応じたライセンスモデルはユーザーの嗜好や流行に大きく影響を受けるため、よりユーザーニーズに合

致した製品を開発してまいります。 

３．経営方針



  

⑥グローバル市場における拡販 

 当社グループは、当社の連結子会社であるAcroea Korea, IncやAcrodea America, Incを拠点に海外市場における

ライセンス販売を強化しております。これらの子会社と綿密な連携をとり、グループ間で効率的なグローバル展開

を図ってまいります。 

   

（4）会社の対処すべき課題 

 現在、モバイル機器の市場が成熟したと見られる日本、韓国及び一部の欧米諸国においては、機能強化及びサービ

スの多様化が進んでおり、他社との競争は一層激化していくと思われます。また、世界におけるその他の地域におけ

るモバイル市場はまだ途上にあり、市場拡大によって新規参入も増加してきており、やはり競争は一層激化していく

と思われます。当社グループにとっては国内外のいずれの地域ともに事業拡大が望めると考えておりますが、継続的

かつ安定的な成長を目指す上で、当社グループでは下記の事項を対処すべき課題として取り組みを進めております。 

  

①優秀な人材の獲得 

 当社グループの 大の武器は、高い技術力と地道なマーケティング活動に基づいたニーズの高い製品開発であり

ますが、それらは個々の従業員に依存したものであり、当社グループは、優秀な人材の獲得と外部への流出を防ぐ

べく、より魅力的な企業となることを目指しております。そのために当社グループでは、常にユーザーのニーズに

対応したよりよい製品開発を行い、提案していくことで、社会における当社グループの存在意義やブランド力を継

続的に高めていくよう務めていくほか、職場環境の改善及び福利厚生の充実化を推し進めてまいります。 

  

②製品の競争力強化 

 当社グループの製品ポートフォリオ戦略はそれを構成する個々の製品が高い競争力を持っていることが前提とな

っています。ユーザーの視点に立った企画立案を行うことにより、競争力を維持し、より魅力溢れる製品開発を進

めてまいります。 

  

③新たな収益モデルの確立  

 国内の携帯電話端末販売台数が減少傾向である中、端末販売台数に依存しない収益モデルとして、ミドルウェア

事業及びEC事業におけるレベニューシェアモデルを収益の次の柱として確立してまいります。 

  

④グローバル展開の加速 

 当社グループは、当社の連結子会社であるAcroea Korea, IncやAcrodea America, Incを拠点に海外市場における

ライセンス販売を強化しております。国内市場における当社製品は安定的にキャリア・メーカーへ提供しておりま

すが、より成長余地の高いグローバル市場への展開を図ることにより成長速度を高めてまいります。 

  

⑤内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実 

 当社グループでは、高成長を維持し、継続的に企業価値を高めていくためには、事業規模に相応しい内部管理体

制の充実が不可欠であると認識しており、今後、一層の内部管理体制の強化を図るとともに、コーポレート・ガバ

ナンスの充実に取り組んでまいります。 

  

 （5）その他、会社の経営上重要な事項 

    該当事項はありません。 

  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,525,099 629,237

受取手形及び売掛金 1,187,234 402,530

たな卸資産 101,414 －

仕掛品 － 65,375

前払費用 27,538 －

繰延税金資産 50,355 －

その他 31,932 436,890

貸倒引当金 － △3,694

流動資産合計 2,923,574 1,530,339

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 51,047 54,567

減価償却累計額 △8,540 △18,870

建物及び構築物（純額） 42,507 35,696

機械装置及び運搬具 3,150 11,378

減価償却累計額 △2,382 △4,316

機械装置及び運搬具（純額） 767 7,061

工具、器具及び備品 81,289 117,490

減価償却累計額 △36,641 △75,469

工具、器具及び備品（純額） 44,648 42,021

建設仮勘定 3,868 －

有形固定資産合計 91,790 84,779

無形固定資産   

のれん 82,624 53,928

ソフトウエア 885,991 2,937,660

ソフトウエア仮勘定 618,012 79,452

その他 13 37

無形固定資産合計 1,586,640 3,071,078

投資その他の資産   

投資有価証券 451,394 150,826

破産更生債権等 － 48,204

差入保証金 120,814 126,808

長期前払費用 42,500 －

繰延税金資産 17,399 3,664

その他 － 56,172

貸倒引当金 － △29,315

投資その他の資産合計 632,108 356,359

固定資産合計 2,310,540 3,512,217



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

資産合計 5,234,115 5,042,556

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 99,524 14,541

短期借入金 － 677,400

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払金 336,327 500,158

未払法人税等 257,015 28,401

未払費用 129,740 －

預り金 15,651 －

その他 － 143,097

流動負債合計 856,258 1,381,599

固定負債   

社債 23,000 5,000

長期借入金 － 162,500

繰延税金負債 － 1,495

その他 － 15,543

固定負債合計 23,000 184,538

負債合計 879,258 1,566,137

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,945,495 2,201,607

資本剰余金 1,809,695 2,065,807

利益剰余金 613,312 △776,365

株主資本合計 4,368,502 3,491,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,433 2,970

為替換算調整勘定 △8,212 △50,700

評価・換算差額等合計 △13,646 △47,730

新株予約権 － 8,000

少数株主持分 － 25,100

純資産合計 4,354,856 3,476,418

負債純資産合計 5,234,115 5,042,556



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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８月31日) 

売上高 3,118,337 4,706,797

売上原価 946,631 2,922,773

売上総利益 2,171,705 1,784,023

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,551,661 ※1, ※2  2,648,621

営業利益又は営業損失（△） 620,044 △864,598

営業外収益   

受取利息 2,182 4,593

受取配当金 522 1,039

その他 101 2,282

営業外収益合計 2,806 7,915

営業外費用   

支払利息 531 20,561

為替差損 36,875 2,671

株式交付費 11,351 8,905

その他 2,467 769

営業外費用合計 51,227 32,908

経常利益又は経常損失（△） 571,623 △889,591

特別利益   

投資有価証券売却益 6,891 －

特別利益合計 6,891 －

特別損失   

移転費用 30,342 －

固定資産除却損 ※3  37 ※3  941

投資有価証券評価損 － 343,513

その他 － 15,303

特別損失合計 30,379 359,757

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

548,134 △1,249,349

法人税、住民税及び事業税 301,902 92,826

法人税等還付税額 △19,509 △16,492

法人税等調整額 △12,832 61,858

法人税等合計 269,560 138,191

少数株主利益 － 2,137

当期純利益又は当期純損失（△） 278,574 △1,389,678



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 960,000 1,945,495

当期変動額   

新株の発行 985,495 256,112

当期変動額合計 985,495 256,112

当期末残高 1,945,495 2,201,607

資本剰余金   

前期末残高 824,200 1,809,695

当期変動額   

新株の発行 985,495 256,112

当期変動額合計 985,495 256,112

当期末残高 1,809,695 2,065,807

利益剰余金   

前期末残高 334,738 613,312

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 278,574 △1,389,678

当期変動額合計 278,574 △1,389,678

当期末残高 613,312 △776,365

株主資本合計   

前期末残高 2,118,938 4,368,502

当期変動額   

新株の発行 1,970,990 512,225

当期純利益又は当期純損失（△） 278,574 △1,389,678

当期変動額合計 2,249,564 △877,453

当期末残高 4,368,502 3,491,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △5,433

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,433 8,403

当期変動額合計 △5,433 8,403

当期末残高 △5,433 2,970

為替換算調整勘定   

前期末残高 － △8,212

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,212 △42,488

当期変動額合計 △8,212 △42,488

当期末残高 △8,212 △50,700



（単位：千円）

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８月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － △13,646

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,646 △34,084

当期変動額合計 △13,646 △34,084

当期末残高 △13,646 △47,730

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 8,000

当期変動額合計 － 8,000

当期末残高 － 8,000

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 25,100

当期変動額合計 － 25,100

当期末残高 － 25,100

純資産合計   

前期末残高 2,118,938 4,354,856

当期変動額   

新株の発行 1,970,990 512,225

当期純利益又は当期純損失（△） 278,574 △1,389,678

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,646 △984

当期変動額合計 2,235,917 △878,437

当期末残高 4,354,856 3,476,418



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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８月31日) 

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 △1,249,349

減価償却費 189,289 1,190,182

のれん償却額 10,208 28,528

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 33,010

受取利息及び受取配当金 △2,704 △5,633

支払利息 531 20,561

為替差損益（△は益） 3,037 22,706

株式交付費 11,351 8,905

投資有価証券売却損益（△は益） △6,891 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 343,513

投資有価証券評価損 － 343,513

売上債権の増減額（△は増加） △251,166 770,008

たな卸資産の増減額（△は増加） △49,737 34,238

仕入債務の増減額（△は減少） 46,469 △84,644

未払費用の増減額（△は減少） 28,237 －

未払又は未収消費税等の増減額 △68,171 27,449

前受金の増減額（△は減少） △93,315 －

その他 57,372 34,486

小計 422,647 1,173,964

利息及び配当金の受取額 2,704 5,633

利息の支払額 △530 △21,198

法人税等の支払額 △203,749 △323,490

法人税等の還付額 19,509 16,492

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,581 851,401

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △10,540

有形固定資産の取得による支出 △104,672 △61,216

無形固定資産の取得による支出 △1,136,014 △2,892,608

投資有価証券の取得による支出 △388,768 △156,009

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 －

敷金及び保証金の差入による支出 △82,950 △14,032

敷金及び保証金の回収による収入 29,543 －

長期前払費用の取得による支出 △50,000 －

その他 △788 △49,952

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,510,518 △3,184,359



（単位：千円）

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８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 1,959,638 498,519

新株予約権の発行による収入 － 12,800

少数株主からの払込みによる収入 － 31,299

短期借入金の純増減額（△は減少） － 602,501

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 － △62,500

社債の発行による収入 48,342 －

社債の償還による支出 △9,000 △18,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,998,980 1,364,619

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,714 △62,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 720,329 △1,031,032

現金及び現金同等物の期首残高 929,965 ※  1,650,295

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,650,295 ※  619,262



   該当事項はありません。 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
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８月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

株式会社AMS 

Acrodea America,Inc. 
 Acrodea America,Inc.及び株式会社AMSについて

は、当連結会計年度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 

 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

株式会社AMS 

Acrodea America,Inc. 

Acrodea Korea,Inc. 
 Acrodea Korea,Inc.（平成20年10月13日、

Acrodea Mobile Solution,Inc.より社名変更）は、

新たに設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。 

２．持分法の適用に関する事項 ────── ────── 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

 連結子会社AMSは、従来、決算日が３月31日であり

ましたが、同社は決算日を８月31日に変更しており

ます。 

 連結子会社Acrodea America,Inc.は、従来、決算日

が３月31日でありましたが、同社は決算日を６月30

日に変更しております。連結決算日との間に生じた

重要な取引については、必要な調整を行い連結して

おります。当連結会計年度は平成20年４月１日から

平成21年６月30日までの15か月間を連結しておりま

す。 

 連結子会社Acrodea Korea,Inc.は、従来、決算日

が12月31日でありましたが、同社は決算日を７月31

日に変更しております。連結決算日との間に生じた

重要な取引については、必要な調整を行い連結して

おります。当連結会計年度は平成20年４月１日から

平成21年７月31日までの16か月間を連結しておりま

す。 

４．会計処理基準に関する事項 （１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用してお

ります。 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

    時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

同左 

  ②たな卸資産 

  仕掛品 

 個別法による原価法を採用しております。 

②たな卸資産 

  仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。 

（会計方針の変更）   

    当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号  平成18年７月

５日公表分）を適用しております。 

    なお、これによる損益へ与える影響はありませ

ん。 



項目 
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８月31日） 

  （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法を採用して

おります。ただし、建物（建物附属設備を除

く）については定額法を採用しております。ま

た在外連結子会社は当該国の会計基準の規定に

基づく定額法を採用しております。 

 主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    ６～15年 

機械装置及び運搬具    ５年 

工具、器具及び備品  ３～５年 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

  ②無形固定資産 
ソフトウェア 

 市場販売目的のソフトウェアについては、販

売可能期間（１から３年）における見込販売収

益に基づく償却額と見込販売可能期間に基づく

定額償却額のいずれか大きい額により償却して

おります。自社利用目的のソフトウェアについ

ては、利用可能期間(５年)に基づく定額法によ

っております。 

②無形固定資産 
ソフトウェア 

同左 

  ③長期前払費用 
 定額法を採用しております。 

③長期前払費用 
 同左 

  （３）繰延資産の処理方法 

①株式交付費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

（３）繰延資産の処理方法 

 ①株式交付費 

同左 

  ②社債発行費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

②社債発行費 

同左 

  （４）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。な

お、当連結会計年度末においては、貸倒引当金

はありません。 

（４）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。 

  （５）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在外子会社等の

資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。 

（５）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在外子会社等の

資産及び負債は、各連結子会社決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

  （６）その他連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

（６）その他連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

 同左 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっております。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項  

  のれんの償却については、５年間の定額法により

償却を行っております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲  

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動に僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 



  

  

表示方法の変更

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８月31日） 

────── （連結貸借対照表） 

  １．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記しており

ましたものは、当連結会計年度より「仕掛品」に区分

掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸

資産」に含まれる「仕掛品」は101,414千円、であり

ます。 

２．前連結会計年度において、「売掛金」として掲記さ

れていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴

い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より「受取手形及び売掛金」に区分掲記して

おります。 

３．前連結会計年度において、「建物」として掲記され

ていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い

連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会

計年度より「建物及び構築物」に区分掲記しておりま

す。 

４．前連結会計年度において、「車両運搬具」として掲

記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入

に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当

連結会計年度より「機械装置及び運搬具」に区分掲記

しております。 

５．前連結会計年度において、「買掛金」として掲記さ

れていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴

い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より「支払手形及び買掛金」に区分掲記して

おります。 

６．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「前払

費用」（当連結会計年度末の残高は73,728千円）は、

資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産

の「その他」に含めて表示することにしました。 

７．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期

前払費用」（当連結会計年度末の残高は53,472千円）

は、資産の総額の100分の５以下となったため、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示することにし

ました。 

８．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未払

費用」（当連結会計年度末の残高は63,435千円）及び

「預り金」（当連結会計年度末の残高は19,985千円）

は、負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の

５以下となったため、流動負債の「その他」に含めて

表示することにしました。 



  

  

  

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８月31日） 

────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

  １．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の

増減額（△は減少）」は、当連結会計年度において、

重要性が乏しくなったため「その他」に含めておりま

す。 

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「未払費用の増減額（△は減少）」は△66,433千円で

あります。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増

減額（△は減少）」は、当連結会計年度において、重

要性が乏しくなったため「その他」に含めておりま

す。 

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「前受金の増減額（△は減少）」は18,850千円であり

ます。 

３．投資活動によるキャッシュ・フローの「長期前払費

用の取得による支出」は、当連結会計年度において、

重要性が乏しくなったため「その他」に含めておりま

す。 

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「長期前払費用の取得による支出」は△51,119千円で

あります。 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年８月31日） 

※１ 新株式払込金 

 投資有価証券には、平成20年４月１日設立の韓国

における子会社であるAcrodea Mobile Solution 

Inc.に対する新株式払込金125,196千円が含まれてお

ります。 

────── 

  

（連結損益計算書関係）

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８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 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

 役員報酬 226,997 千円 

 給料手当 339,335  

 販売手数料 358,228  

 減価償却費 24,069  

 のれん償却額 10,208  

 役員報酬 391,953 千円 

 給料手当 570,925  

 販売手数料 463,537  

 減価償却費 43,930  

 のれん償却額 28,528  

 貸倒引当金繰入額 33,010  

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

37,955 千円   7,151 千円 

 ※３ 固定資産除却損は、器具備品37千円であります。  ※３ 固定資産除却損は、器具備品152千円、ソフト  

    ウェア789千円であります。 



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） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（変動事由の概要） 

ストックオプションの行使による増加    7,670株 

第三者割当による新株の発行による増加  4,500株 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（変動事由の概要） 

ストックオプションの行使による増加    2,735株 

新株予約権の行使による増加        6,000株 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．第１回新株予約権（第三者割当）の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

   ２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

 ４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数 

（株） 

当連結会計年度減少
株式数 

（株） 

当連結会計年度末株
式数 

（株） 

発行済株式         

普通株式  66,910  12,170  ―  79,080

合計  66,910  12,170  ―  79,080

  
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数 

（株） 

当連結会計年度減少
株式数 

（株） 

当連結会計年度末株
式数 

（株） 

発行済株式         

普通株式  79,080  8,735 ―  87,815

合計  79,080  8,735 ―  87,815

区分 
新株予約権の

内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高 
（千円） 

前連結会計年
度末  

当連結会計年
度増加  

当連結会計年
度減少  

当連結会計年
度末  

 提出会社 

（親会社） 

第１回新株予

約権（第三者

割当）(注) 

 普通株式   －  16,000  6,000  10,000  8,000

 合計  －  －  －  －  －  8,000



  

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） 

当社グループはリース取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

当社グループはリース取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

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） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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８月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 （平成20年３月31日）  （平成21年８月31日）

  

 現金及び預金勘定 千円1,525,099

 当期末日を払込期日とする子会社

への新株払込金 
千円125,196

 現金及び現金同等物 千円1,650,295

 現金及び預金勘定 千円629,237

 預金期間が３か月を超える定期 

 預金 
千円9,974

 現金及び現金同等物 千円619,262

（リース取引関係）

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

株式  48,959  39,798  △9,161

合計  48,959  39,798  △9,161

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 60,300  6,891  －

  連結貸借対照表計上額（千円） 

   その他有価証券      

     非上場株式  286,400



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）その他有価証券で時価のあるもののうち、減損処理をおこなった金額は29,357千円であり、取得原価には減 

   損処理後の金額を記載しています。なお、時価のある株式については、原則として期末の時価が取得価額に 

   比べて50％以上下落した銘柄についてはすべて、減損処理をおこない、30～50％程度下落した場合には、当 

   該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理をおこなっております。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注）その他有価証券で時価評価されていないもののうち、314,155千円の減損処理をおこなっております。 

  

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） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

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） 

 当社グループは退職給付制度がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

 連結子会社Acrodea Korea,Inc. において、現地法令に基づいた退職金規程により発生する退職金要支給額を

計上しております。 

 退職給付債務の額及び退職給付費用の額に金額的重要性が乏しいため記載しておりません。  

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

株式  19,602  22,572  2,970

合計  19,602  22,572  2,970

  連結貸借対照表計上額（千円） 

   その他有価証券      

     非上場株式  128,246

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）



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） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

（ストック・オプション等関係）

  
平成16年

第１回ストック・オプション
平成16年

第２回ストック・オプション
平成16年

第３回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 

当社の従業員    ４名 

当社の従業員内定者 ３名 

当社の顧問     １名 

当社の取締役    ２名 

当社の従業員    １名 

当社の従業員内定者 １名 

当社の監査役   １名 

当社の社外協力者 ５名 

ストック・オプション数 普通株式 1,940株 普通株式  9,780株 普通株式 100株 

付与日 平成16年８月25日 平成16年８月25日 平成16年８月25日 

権利確定条件 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行

使時において、当社また

は当社の子会社の取締役

もしくは従業員の地位も

しくは顧問契約継続中に

あることを要する。ただ

し、任期満了による退

任、定年退職その他正当

な理由のある場合であっ

て、当社の書面による承

認がある場合はこの限り

ではない。       

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする。 

③その他の条件について

は、平成16年７月12日開

催の株主総会及び取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）が、死亡し

た場合は、相続人がその

権利を行使することがで

きるものとする。    

②その他の条件について

は、平成16年７月12日開

催の株主総会及び取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）が、死亡し

た場合は、相続人がその

権利を行使することがで

きるものとする。    

②その他の条件について

は、平成16年７月12日開

催の株主総会及び取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自平成19年７月15日    

至平成26年６月30日 

自平成16年８月25日    

至平成26年６月30日 

自平成19年７月15日    

至平成26年６月30日 



  

  
平成17年

第４回ストック・オプション
平成17年

第６回ストック・オプション
平成17年

第７回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 

当社の取締役    ２名 

当社の従業員    ６名 

当社の取締役、監査役及び

従業員の内定者   14名 

当社の取締役内定者 １名 

当社の従業員    ２名 
当社の社外協力者 １名 

ストック・オプション数 普通株式 4,160株 普通株式  1,150株 普通株式 100株 

付与日 平成17年３月31日 平成17年８月25日 平成17年８月25日 

権利確定条件 

①新株予約権は、発行時に

割当を受けた新株予約権

者において、これを行使

することを要する。ただ

し、相続により新株予約

権を取得した場合はこの

限りでない。      

②新株予約権発行時におい

て当社の取締役または従

業員（内定者含む）であ

った者は、新株予約権行

使時においても当社また

は当社の関係会社の役員

または従業員であること

を要する。ただし、任期

満了による退任、定年退

職その他正当な理由のあ

る場合ならびに相続によ

り新株予約権を取得した

場合はこの限りでない。 

③各新株予約権の一部行使

はできないものとする。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行

使時において、当社また

は当社の子会社の取締役

もしくは従業員の地位に

あることを要する。ただ

し、任期満了による退

任、定年退職その他正当

な理由のある場合であっ

て、当社の書面による承

認がある場合はこの限り

ではない。       

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする。 

③その他の条件について

は、平成17年６月15日開

催の株主総会及び平成17

年６月６日開催の取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行

使時において、当社との

業務委託契約が継続中に

あることを要する。ただ

し、当該業務委託契約の

遂行において特別の成果

が得られた場合等、当社

の書面による承認がある

場合はこの限りではな

い。          

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする。 

③その他の条件について

は、平成17年６月15日開

催の株主総会及び平成17

年６月６日開催の取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自平成17年８月25日    

至平成26年６月30日 

自平成19年７月15日    

至平成26年６月30日  

自平成19年７月15日    

至平成26年６月30日  



  

  
平成17年

第８回ストック・オプション
平成17年

第10回ストック・オプション
平成17年

第11回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社の社外協力者  ２名 

当社の取締役    ４名 

当社の監査役    １名 

当社の従業員    ２名 

当社の従業員内定者 ３名 

当社の社外協力者 ２名 

ストック・オプション数 普通株式 20株 普通株式  5,300株 普通株式 450株 

付与日 平成17年８月25日 平成17年９月27日 平成17年９月27日 

権利確定条件 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）が、死亡し

た場合は、相続人がその

権利を行使することがで

きるものとする。    

②その他の条件について

は、平成17年６月15日開

催の株主総会及び平成17

年６月６日開催の取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行

使時において、当社また

は当社の子会社の取締

役、監査役もしくは従業

員の地位にあることを要

する。ただし、任期満了

による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場

合であって、当社の書面

による承認がある場合は

この限りではない。 

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする。 

③その他の条件について

は、平成17年９月27日開

催の株主総会ならびに取

締役会決議に基づき、当

社と新株予約権の割当を

受ける者との間で締結す

る新株予約権割当契約に

定めるところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行

使時において、当社及び

当社の子会社との業務委

託契約が継続中にあるこ

とを要する。      

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする。 

③その他の条件について

は、平成17年９月27日開

催の株主総会ならびに取

締役会決議に基づき、当

社と新株予約権の割当を

受ける者との間で締結す

る新株予約権割当契約に

定めるところによる。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自平成19年７月15日    

至平成26年６月30日 

自平成19年10月１日    

至平成28年９月30日 

自平成19年10月１日    

至平成28年９月30日 



  

  
平成17年

第12回ストック・オプション
平成17年

第13回ストック・オプション
平成18年

第14回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社の従業員  ４名 当社の社外協力者 ２名 

当社の取締役    ５名 

当社の従業員    11名 

当社の従業員内定者 11名 

ストック・オプション数 普通株式 500株 普通株式  30株 普通株式 4,420株 

付与日 平成18年３月１日 平成18年３月１日 平成18年３月17日 

権利確定条件 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行

使時において、当社また

は当社の子会社の取締役

もしくは従業員の地位に

あることを要する。ただ

し、任期満了による退

任、定年退職その他正当

な理由のある場合であっ

て、当社の書面による承

認がある場合はこの限り

ではない。 

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする。 

③その他の条件について

は、平成17年６月15日開

催の株主総会及び平成18

年３月１日開催の取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）が、死亡し

た場合は、相続人がその

権利を行使することがで

きるものとする。    

②その他の条件について

は、平成17年６月15日開

催の株主総会及び平成18

年３月１日開催の取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行

使時において、当社また

は当社の子会社の取締役

もしくは従業員の地位に

あることを要する。ただ

し、任期満了による退

任、定年退職その他正当

な理由のある場合であっ

て、当社の書面による承

認がある場合はこの限り

ではない。       

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする。 

③その他の条件について

は、平成18年３月17日開

催の株主総会ならびに取

締役決議に基づき、当社

と新株予約権の割当を受

ける者との間で締結する

新株予約権割当契約に定

めるところによる。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自平成19年７月15日    

至平成26年６月30日 

自平成19年７月15日    

至平成26年６月30日 

自平成20年３月17日    

至平成28年３月16日 



  

  
平成18年

第15回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社の社外協力者  ４名 

ストック・オプション数 普通株式 220株 

付与日 平成18年３月17日 

権利確定条件 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）が、死亡し

た場合は、相続人がその

権利を行使することがで

きるものとする。    

②その他の条件について

は、平成18年３月17日開

催の株主総会ならびに取

締役会決議に基づき、当

社と新株予約権の割当を

受ける者との間で締結す

る新株予約権割当契約に

定めるところによる。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 
自平成20年３月17日    

至平成28年３月16日  



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

  

    
平成16年
第１回 

ストック・オプション 

平成16年
第２回 

ストック・オプション 

平成16年
第３回 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）                  

前連結会計年度末    1,840  －  50

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    1,840  －  50

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）                  

前連結会計年度末    －  360  －

権利確定    1,840  －  50

権利行使    1,840  －  30

失効    －  －  －

未行使残    －  360  20

    
平成17年
第４回 

ストック・オプション 

平成17年
第６回 

ストック・オプション 

平成17年
第７回 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）                  

前連結会計年度末    －  1,150  100

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    －  1,150  100

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）                  

前連結会計年度末    470  －  －

権利確定    －  1,150  100

権利行使    180  1,050  100

失効    －  －  －

未行使残    290  100  －



  

  

    
平成17年
第８回 

ストック・オプション 

平成17年
第10回 

ストック・オプション 

平成17年
第11回 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）                  

前連結会計年度末    20  5,300  450

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    20  5,300  450

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）                  

前連結会計年度末    －  －  －

権利確定    20  5,300  450

権利行使    10  3,270  450

失効    －  －  －

未行使残    10  2,030  －

    
平成18年
第12回 

ストック・オプション 

平成18年
第13回 

ストック・オプション 

平成18年
第14回  

ストックオプション 

権利確定前 （株）                  

前連結会計年度末    500  30  4,190

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    500  30  4,190

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）                  

前連結会計年度末    －  －  －

権利確定    500  30  4,190

権利行使    500  30  210

失効    －  －  －

未行使残    －  －  3,980



  

② 単価情報 

  

  

  

    
平成18年
第15回 

ストックオプション  

権利確定前 （株）      

前連結会計年度末    220

付与    －

失効    －

権利確定    220

未確定残    －

権利確定後 （株）      

前連結会計年度末    －

権利確定    220

権利行使    －

失効    50

未行使残    170

    
平成16年
第１回 

ストック・オプション 

平成16年
第２回 

ストック・オプション 

平成16年
第３回 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  10,000  10,000  10,000

行使時平均株価 （円）  296,500  －  206,500

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －  －

    
平成17年
第４回 

ストック・オプション 

平成17年
第６回 

ストック・オプション 

平成17年
第７回 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  10,000  25,000  25,000

行使時平均株価 （円）  303,750  373,000  331,000

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －  －

    
平成17年
第８回 

ストック・オプション 

平成17年
第10回 

ストック・オプション 

平成17年
第11回 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  25,000  25,000  25,000

行使時平均株価 （円）  324,000  387,333  324,500

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －  －



  

  

    
平成18年
第12回 

ストック・オプション 

平成18年
第13回 

ストック・オプション 

平成18年
第14回 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  25,000  25,000  25,000

行使時平均株価 （円）  320,500  361,500  549,500

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －  －

    
平成18年
第15回 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  25,000

行使時平均株価 （円）  －

公正な評価単価（付与日） （円）  －



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

  
平成16年

第２回ストック・オプション
平成16年

第３回ストック・オプション
平成17年

第４回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 

当社の取締役    ２名 

当社の従業員    １名 

当社の従業員内定者 １名 

当社の監査役   １名 

当社の社外協力者 ５名 

当社の取締役    ２名 

当社の従業員    ６名 

当社の取締役、監査役及び

従業員の内定者   14名 

ストック・オプション数 普通株式  9,780株 普通株式 100株 普通株式 4,160株 

付与日 平成16年８月25日 平成16年８月25日 平成17年３月31日 

権利確定条件 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）が、死亡し

た場合は、相続人がその

権利を行使することがで

きるものとする。    

②その他の条件について

は、平成16年７月12日開

催の株主総会及び取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）が、死亡し

た場合は、相続人がその

権利を行使することがで

きるものとする。    

②その他の条件について

は、平成16年７月12日開

催の株主総会及び取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

①新株予約権は、発行時に

割当を受けた新株予約権

者において、これを行使

することを要する。ただ

し、相続により新株予約

権を取得した場合はこの

限りでない。      

②新株予約権発行時におい

て当社の取締役または従

業員（内定者含む）であ

った者は、新株予約権行

使時においても当社また

は当社の関係会社の役員

または従業員であること

を要する。ただし、任期

満了による退任、定年退

職その他正当な理由のあ

る場合ならびに相続によ

り新株予約権を取得した

場合はこの限りでない。 

③各新株予約権の一部行使

はできないものとする。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自平成16年８月25日    

至平成26年６月30日 

自平成19年７月15日    

至平成26年６月30日 

自平成17年８月25日    

至平成26年６月30日 



  

  
平成17年

第６回ストック・オプション
平成17年

第８回ストック・オプション
平成17年

第10回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 
当社の取締役内定者 １名 

当社の従業員    ２名 
当社の社外協力者  ２名 

当社の取締役    ４名 

当社の監査役    １名 

当社の従業員    ２名 

当社の従業員内定者 ３名 

ストック・オプション数 普通株式  1,150株 普通株式 20株 普通株式  5,300株 

付与日 平成17年８月25日 平成17年８月25日 平成17年９月27日 

権利確定条件 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行

使時において、当社また

は当社の子会社の取締役

もしくは従業員の地位に

あることを要する。ただ

し、任期満了による退

任、定年退職その他正当

な理由のある場合であっ

て、当社の書面による承

認がある場合はこの限り

ではない。       

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする。 

③その他の条件について

は、平成17年６月15日開

催の株主総会及び平成17

年６月６日開催の取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）が、死亡し

た場合は、相続人がその

権利を行使することがで

きるものとする。    

②その他の条件について

は、平成17年６月15日開

催の株主総会及び平成17

年６月６日開催の取締役

会決議に基づき、当社と

新株予約権の割当を受け

る者との間で締結する新

株予約権割当契約に定め

るところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行

使時において、当社また

は当社の子会社の取締

役、監査役もしくは従業

員の地位にあることを要

する。ただし、任期満了

による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場

合であって、当社の書面

による承認がある場合は

この限りではない。   

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする。 

③その他の条件について

は、平成17年９月27日開

催の株主総会ならびに取 

締役会決議に基づき、当

社と新株予約権の割当を

受ける者との間で締結す

る新株予約権割当契約に

定めるところによる。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自平成19年７月15日    

至平成26年６月30日  

自平成19年７月15日    

至平成26年６月30日 

自平成19年10月１日    

至平成28年９月30日 



  

  
平成18年

第14回ストック・オプション
平成18年

第15回ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 

当社の取締役    ５名 

当社の従業員    11名 

当社の従業員内定者 11名 

当社の社外協力者  ４名 

ストック・オプション数 普通株式 4,420株 普通株式 220株 

付与日 平成18年３月17日 平成18年３月17日 

権利確定条件 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行

使時において、当社また

は当社の子会社の取締役

もしくは従業員の地位に

あることを要する。ただ

し、任期満了による退

任、定年退職その他正当

な理由のある場合であっ

て、当社の書面による承

認がある場合はこの限り

ではない。       

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がその権

利を行使することができ

るものとする。 

③その他の条件について

は、平成18年３月17日開

催の株主総会ならびに取

締役決議に基づき、当社

と新株予約権の割当を受

ける者との間で締結する

新株予約権割当契約に定

めるところによる。 

①新株予約権の割当を受け

た者（以下「新株予約権

者」という）が、死亡し

た場合は、相続人がその

権利を行使することがで

きるものとする。    

②その他の条件について

は、平成18年３月17日開

催の株主総会ならびに取

締役会決議に基づき、当

社と新株予約権の割当を

受ける者との間で締結す

る新株予約権割当契約に

定めるところによる。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自平成20年３月17日    

至平成28年３月16日 

自平成20年３月17日    

至平成28年３月16日  



  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

  

    
平成16年
第２回 

ストック・オプション 

平成16年
第３回 

ストック・オプション 

平成17年
第４回 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）                  

前連結会計年度末    －  －  －

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    －  －  －

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）                  

前連結会計年度末    360  20  290

権利確定    －  －  －

権利行使    －  －  70

失効    －  －  －

未行使残    360  20  220

    
平成17年
第６回 

ストック・オプション 

平成17年
第８回 

ストック・オプション 

平成17年
第10回 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）  －  －  －

前連結会計年度末    －  －  －

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    －  －  －

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）                  

前連結会計年度末    100  10  2,030

権利確定    －  －  －

権利行使    100  －  480

失効    －  －  －

未行使残    －  10  1,550



  

  

    
平成18年
第14回  

ストックオプション 

平成18年
第15回 

ストックオプション  

権利確定前 （株）  －  －

前連結会計年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前連結会計年度末    3,980  170

権利確定    －  －

権利行使    2,070  15

失効    100  －

未行使残    1,810  155



  

② 単価情報 

  

  

  

    
平成16年
第２回 

ストック・オプション 

平成16年
第３回 

ストック・オプション 

平成17年
第４回 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  10,000  10,000  10,000

行使時平均株価 （円）  －  －  199,000

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －  －

    
平成17年
第６回 

ストック・オプション 

平成17年
第８回 

ストック・オプション 

平成17年
第10回 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  25,000  25,000  25,000

行使時平均株価 （円）  92,400  －  411,000

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －  －

    
平成18年
第14回 

ストック・オプション 

平成18年
第15回 

ストック・オプション  

権利行使価格 （円）  25,000  25,000

行使時平均株価 （円）  308,213  192,000

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －



  

（税効果会計関係）

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８月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産            （千円） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産            （千円） 

減価償却費 13,672

未払事業税 24,561

売上調整加算額等 20,345

未払外国法人税等 3,515

有価証券評価差額金 3,727

繰越欠損金 9,650

その他 1,933

 繰延税金資産合計 77,405

 評価性引当額 △9,650

繰延税金資産の純額 67,755

繰越欠損金 394,573

投資有価証券 87,139

減価償却費 55,206

貸倒引当金 13,431

未払事業税 4,945

その他 12,720

 繰延税金資産小計 568,017

 評価性引当額 △564,352

 繰延税金資産合計 3,664

繰延税金負債     

在外子会社留保利益 △1,495

 繰延税金負債合計 △1,495

繰延税金資産の純額 2,169

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

  （千円）

流動資産－繰延税金資産  50,355

固定資産－繰延税金資産  17,399

  （千円）

固定資産－繰延税金資産  3,664

固定負債－繰延税金負債  1,495

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳  

  

  （％）

法定実効税率 40.6

（調整）     

外国税額損金算入 5.3

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.7

住民税均等割 0.4

評価性引当額 1.7

還付法人税等 △3.5

その他 2.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.1

  

   当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上

  しているため、記載を省略しております。 
  



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） 

 （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 

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。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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

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 



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

 （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当

連結会計年度より、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 

  

４．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。 

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、494,514千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び預金）であります。 

６．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。  

  
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） 

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  4,302,255  194,973  209,568  4,706,797        4,706,797

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 4,500  －  －  4,500  (4,500)  －

計  4,306,755  194,973  209,568  4,711,297  (4,500)  4,706,797

営業費用  4,694,102  200,135  702,986  5,597,225  (25,830)  5,571,395

営業利益又は営業損失（△）  △387,347  △5,162  △493,418  △885,928  21,330  △864,598

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 
            

  資産  3,462,475  208,054  1,422,236  5,092,767  (50,210)  5,042,556

  減価償却費  954,137  88,644  198,824  1,241,606  －  1,241,606

  資本的支出  3,532,512  910,901  1,332,215  5,775,628  －  5,775,628

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  



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） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメント売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

 （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、当連結会計年度において連結売上高の10％を超えたため、所在地別セグメント 

      情報を記載しております。 

    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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、494,514千円であり、その主なものは、 

      当社での余資運用資金（現金及び預金）であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報

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） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

  売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,369,172  273,122  64,502  4,706,797  －  4,706,797

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 77,312  391,922  3,628  472,862  (472,862)  －

計  4,446,484  665,044  68,130  5,179,656  (472,862)  4,706,797

  営業費用  5,144,797  609,529  201,863  5,956,190  (384,795)  5,571,395

  営業利益又は営業損失（△）  △698,313  55,515  △133,732  △776,532  (88,067)  △864,598

Ⅱ 資産   4,351,259  205,361  47,223  4,603,844  438,712  5,042,556



  

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） 

（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・・・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又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

（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・・・韓国、中国 

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又は地域における売上高であります。 

  

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） 

役員及び個人主要株主等 

（注）１．上記、取引金額には消費税は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

外部公認会計士による権利価値評価算定書における算定評価額をもとに当社及び権利保有者である堤 純也

氏との交渉において決定いたしました。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

  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

  アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,080,320  65,299  48,868  1,194,488

Ⅱ 連結売上高（千円）        4,706,797

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 23.0  1.4  1.0  25.4

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所  
資本金又は
出資金 
（千円） 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等の 
所有（被所 
有）割合 
（％） 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
（千円) 科目 期末残高

（千円) 役員の兼
任等 

事業上の
関係 

 役員 堤 純也  －  － 

当社代

表取締

役社長 

 （被所

有）直接

13.1％ 

－  － 

VIVID UI

製品群に

係る50％

権利持分

の取得 

 190,476 －  －



  

（注）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

１株当たり純資産額 円 55,069.00

１株当たり当期純利益金額 円 3,959.55

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
円 3,434.35

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されているため、

記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円 39,211.06

１株当たり当期純損失金額 円 17,020.57

  
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８月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金

額（△） 
           

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  278,574  △1,389,678

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当期純損失

（△）（千円） 
 278,574  △1,389,678

期中平均株式数（株）  70,355  81,647

             

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）  10,759  4,411

（うち新株予約権）  (10,759)  (4,411)

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２回新株予約権（新株予約権

の数360個） 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数20個） 

 第４回新株予約権（新株予約権

の数220個） 

 第８回新株予約権（新株予約権

の数10個） 

 第10回新株予約権（新株予約権

の数1,550個） 

 第14回新株予約権（新株予約権

の数1,810個） 

 第15回新株予約権（新株予約権

の数155個） 

 第１回新株予約権（第三者割

当）（新株予約権の数1,000個） 

なお、概要は「第４提出会社の状

況、１株式等の状況、(2）新株予

約権等の状況」に記載のとおりで

あります。 



  

（重要な後発事象）

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８月31日） 

（決算期の変更） 

 当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会におい

て、決算期を３月31日から８月31日に変更することについ

て決議いたしました。したがって、翌連結会計年度は、平

成20年４月１日から平成21年８月31日までの17ヶ月間とな

ります。この変更により、国内連結子会社１社について

も、併せて８月31日に変更し、在外連結子会社２社につい

ては、６月30日に変更することといたしました。 

（株式会社ナッティの持分法適用関連会社化について） 

 当社は、平成21年８月31日に株式を取得した株式会社ナ

ッティに対して平成21年９月29日の取締役会において株式

会社AMSより資金融資を行うことを決議し、同社を当社の

持分法適用関連会社といたしました。 

 １．株式取得及び融資の理由 

 株式会社ナッティは、当社の連結子会社である株式会

社AMSのECフルフィルメントサービスの提供先であり、当

社グループのEC事業におけるパートナーとして従来より

協力関係にありました。この度の株式取得及び融資によ

り、より強固な関係構築とEC事業推進を進めていく所存

であります。 

 ２．株式会社ナッティの概要 

（１）名称    株式会社ナッティ 

（２）所在地   東京都港区六本木六丁目1番24号 

（３）代表者   代表取締役社長 眞下幸士 

（４）事業内容  インターネット上のショッピングモ

ールの企画、制作及び運営 

（５）資本金   350百万円 

（６）設立年月日 平成19年９月26日 

（７）大株主及び持ち株比率 

（８）当社との関係 

   資本関係：当社の連結子会社である株式会社AMSが

2,430株（所有割合17.36％）保有して

おります。 

   人的関係：当社使用人１名が株式会社ナッティの

取締役に就任しております。 

   取引関係：当社連結子会社である株式会社AMSのEC

フルフィルメントサービス提供先で

す。 

 ３．融資の概要 

（１）融資金額 65百万円 

（２）融資実行日 初回 平成21年９月29日 

（３）返済 平成23年９月28日に元金一括返済 

株式会社ナッティ取締役

（２名） 

 6,360株 

（所有割合45.43％）  

  VC４組合 
 4,700株 

（所有割合33.57％） 

 株式会社AMS 
 2,430株 

（所有割合17.36％）  



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,378,042 494,514

売掛金 ※2  1,045,353 ※2  397,139

仕掛品 101,414 42,969

前払費用 27,049 48,257

関係会社短期貸付金 100,000 240,000

繰延税金資産 36,987 －

未収入金 897 －

その他 20,166 3,607

貸倒引当金 － △3,694

流動資産合計 2,709,912 1,222,793

固定資産   

有形固定資産   

建物 51,047 37,540

減価償却累計額 △8,540 △15,129

建物（純額） 42,507 22,411

車両運搬具 3,150 3,150

減価償却累計額 △2,382 △2,750

車両運搬具（純額） 767 399

工具、器具及び備品 77,116 96,053

減価償却累計額 △35,885 △69,424

工具、器具及び備品（純額） 41,230 26,628

建設仮勘定 3,868 －

有形固定資産合計 88,373 49,439

無形固定資産   

のれん 24,624 12,968

ソフトウエア 867,794 1,808,323

ソフトウエア仮勘定 151,012 82,067

その他 13 37

無形固定資産合計 1,043,444 1,903,396

投資その他の資産   

投資有価証券 293,798 118,416

関係会社株式 ※1  268,604 1,042,976

関係会社長期貸付金 100,000 300,000

差入保証金 119,994 112,801

破産更生債権等 － 48,204

長期前払費用 42,500 53,472

繰延税金資産 16,061 －

その他 － 2,700



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

貸倒引当金 － △29,315

投資その他の資産合計 840,958 1,649,254

固定資産合計 1,972,775 3,602,089

資産合計 4,682,688 4,824,883

負債の部   

流動負債   

買掛金 99,524 ※2  17,216

短期借入金 － 600,000

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払金 67,214 ※2  137,626

未払費用 129,086 62,996

未払法人税等 110,706 12,615

未払消費税等 － 40,184

預り金 14,340 16,169

その他 － 2,764

流動負債合計 438,872 907,575

固定負債   

社債 23,000 5,000

固定負債合計 23,000 5,000

負債合計 461,872 912,575

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,945,495 2,201,607

資本剰余金   

資本準備金 1,809,695 2,065,807

資本剰余金合計 1,809,695 2,065,807

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 471,060 △366,076

利益剰余金合計 471,060 △366,076

株主資本合計 4,226,250 3,901,338

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,433 2,970

評価・換算差額等合計 △5,433 2,970

新株予約権 － 8,000

純資産合計 4,220,816 3,912,308

負債純資産合計 4,682,688 4,824,883



（２）損益計算書 

（単位：千円）

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８月31日) 

売上高 2,743,906 4,046,442

売上原価 941,627 2,087,941

売上総利益 1,802,279 1,958,500

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,467,606 ※1, ※2  2,179,563

営業利益又は営業損失（△） 334,672 △221,062

営業外収益   

受取利息 2,401 ※4  23,219

受取配当金 － ※4  51,039

関係会社業務受託収入 3,500 21,330

その他 624 2,060

営業外収益合計 6,526 97,649

営業外費用   

支払利息 236 13,516

社債利息 295 543

株式交付費 11,351 8,905

社債発行費 1,657 －

為替差損 29,868 56,650

その他 21 750

営業外費用合計 43,430 80,365

経常利益又は経常損失（△） 297,767 △203,778

特別利益   

投資有価証券売却益 6,891 －

事業譲渡益 － ※4  3,960

特別利益合計 6,891 3,960

特別損失   

移転費用 30,342 －

固定資産除却損 ※3  37 ※3  941

投資有価証券評価損 － 343,513

関係会社株式評価損 － 167,944

その他 － 15,303

特別損失合計 30,379 527,702

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 274,279 △727,521

法人税、住民税及び事業税 155,593 76,786

法人税等還付税額 △19,509 △16,492

法人税等調整額 1,873 49,321

法人税等合計 137,957 109,615

当期純利益又は当期純損失（△） 136,321 △837,136



 （注） 

  

売上原価明細書

    
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８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 労務費    551,863  40.1  1,035,540  35.5

Ⅱ 外注費    624,100  45.4  1,491,679  51.1

Ⅲ 経費 ※２  198,646  14.5  390,108  13.4

当期総製造費用    1,374,610  100.0  2,917,329  100.0

期首仕掛品たな卸高    51,677        101,414      

他勘定受入高 ※３  157,871        831,294      

合計    1,584,159        3,850,038      

期末仕掛品たな卸高    101,414        42,969      

他勘定振替高 ※４  541,117        1,719,127      

当期売上原価    941,627        2,087,941      

  
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８月31日） 

 １ 原価計算の方法 個別原価計算に基づく原価法 同左 

※２ 主な経費の内訳 支払手数料 29,050 千円

地代家賃 69,468 千円

旅費交通費 24,799 千円

ＥＤＰ費  10,980 千円

支払手数料 61,727 千円

地代家賃 125,406 千円

旅費交通費 62,073 千円

ＥＤＰ費  26,000 千円

※３ 他勘定受入高の内訳 ソフトウェア償却費 157,871 千円 ソフトウェア償却費 831,294 千円

※４ 他勘定振替高の内訳 研究開発費への振替高 37,955 千円

販売促進費への振替高 12,611 千円

ソフトウェア仮勘定への振替高   

  491,144 千円

研究開発費への振替高 7,151 千円

販売促進費への振替高 30,020 千円

ソフトウェア仮勘定への振替高   

  1,681,955 千円



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 960,000 1,945,495

当期変動額   

新株の発行 985,495 256,112

当期変動額合計 985,495 256,112

当期末残高 1,945,495 2,201,607

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 824,200 1,809,695

当期変動額   

新株の発行 985,495 256,112

当期変動額合計 985,495 256,112

当期末残高 1,809,695 2,065,807

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 334,738 471,060

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 136,321 △837,136

当期変動額合計 136,321 △837,136

当期末残高 471,060 △366,076

株主資本合計   

前期末残高 2,118,938 4,226,250

当期変動額   

新株の発行 1,970,990 512,225

当期純利益又は当期純損失（△） 136,321 △837,136

当期変動額合計 2,107,311 △324,911

当期末残高 4,226,250 3,901,338

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △5,433

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,433 8,403

当期変動額合計 △5,433 8,403

当期末残高 △5,433 2,970



（単位：千円）

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８月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 8,000

当期変動額合計 － 8,000

当期末残高 － 8,000

純資産合計   

前期末残高 2,118,938 4,220,816

当期変動額   

新株の発行 1,970,990 512,225

当期純利益又は当期純損失（△） 136,321 △837,136

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,433 16,403

当期変動額合計 2,101,877 △308,507

当期末残高 4,220,816 3,912,308



   該当事項はありません。 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



  

重要な会計方針

項目 
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８月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（１） 子会社株式 

移動平均法による原価法 

（１）子会社株式 

同左 

  （２）その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しておりま

す。 

（２）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの  

 移動平均法による原価法  

時価のないもの  

同左  

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  

仕掛品 

個別法による原価法 

仕掛品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

（１）有形固定資産 

定率法 

ただし、建物（建物附属設備を除

く）については定額法を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        ６～15年 

車両運搬具       ５年 

工具、器具及び備品 ３～５年 

（１）有形固定資産 

定率法 

ただし、建物（建物附属設備を除

く）については定額法を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        ６～15年 

車両運搬具       ５年 

工具、器具及び備品 ３～５年 

  （追加情報） 

 法人税改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 これにより営業利益、経常利益、

税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。 

────── 

  （２）無形固定資産 

のれん ５年間で均等償却 

ソフトウェア 

 市場販売目的のソフトウェアについ

ては、販売可能期間（３年）における

見込販売収益に基づく償却額と見込販

売可能期間に基づく定額償却額のいず

れか大きい額により償却しておりま

す。自社利用目的のソフトウェアにつ

いては、利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております 

（２）無形固定資産 

同左 

  （３）長期前払費用 

定額法 

（３）長期前払費用 

同左 



  

項目 
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８月31日） 

４．繰延資産の処理方法 （１）株式交付費 

 支出時に全額費用として処理して

おります。 

（１）株式交付費 

同左 

  （２）社債発行費 

 支出時に全額費用として処理して

おります。 

（２）社債発行費 

同左 

  

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

同左 

６．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。なお、当事業年度末において

は、貸倒引当金はありません。 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



  

会計処理方法の変更

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８月31日） 

（固定資産の減価償却方法の変更） 

 当事業年度から、平成19年度の法人税法の改正((所得

税等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号))に伴い、平成19年４月１日

以降に取得の有形固定資産については、改正後の法人税

法に基づく償却方法により、減価償却費を計上しており

ます。 

 なお、この変更に伴う営業利益、経常利益、税引前当

期純利益に与える影響は軽微であります。 

────── 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年８月31日） 

※１ 新株式払込金 

 関係会社株式には、平成20年４月１日設立の韓

国における子会社であるAcrodea Mobile Solution

Inc.に対する新株式払込金125,196千円が含まれて

おります。  

 ────── 

※２ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産には区分掲記されたもの

のほか次のものがあります。 

※２ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。 

  

流動資産   

売掛金 千円 60,125

  

流動資産   

売掛金 千円 4,725

流動負債   

買掛金 千円 7,272

未払金 千円 46,711

   ３ 偶発債務 

次の関係会社等について、金融機関からの借入

に対し債務保証を行っております。 

  

  

保証先 金額（千円） 内容

株式会社AMS  237,500 借入債務

計  237,500 －



  

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 当社は、リース取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

 当社は、リース取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（損益計算書関係）

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８月31日） 

 ※１  販売費に属する費用のおおよその割合は39％、 

    一般管理費に属する費用のおおよその割合は61％ 

       であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 ※１  販売費に属する費用のおおよその割合は46％、 

    一般管理費に属する費用のおおよその割合は54％ 

       であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 役員報酬 182,286 千円    

 給料手当 339,335   

販売手数料 358,228   

業務委託費 60,331   

租税公課 18,549   

のれん償却額 8,208   

減価償却費 22,279   

 役員報酬 288,125 千円 

 給料手当 464,161   

販売手数料 494,822   

業務委託費 132,605   

のれん償却額 11,655   

減価償却費 36,238   

貸倒引当金繰入額 33,010   

 ※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

37,955  千円 

 ※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

  7,151 千円 

 ※３ 固定資産除却損は、器具備品37千円であります。  ※３ 固定資産除却損は、器具備品152千円、ソフト 

    ウェア789千円であります。 

 ※４ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま 

   れております。 

 受取利息 20,054 千円 

 受取配当金 50,000   

 事業譲渡益 3,960   

（株主資本等変動計算書関係）

（リース取引関係）

（有価証券関係）



  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（税効果会計関係）

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８月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産            （千円） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産            （千円） 

減価償却費 12,334

未払事業税 11,194

売上調整加算額等 20,345

未払外国法人税等 3,515

有価証券評価差額金 3,727

その他 1,933

 繰延税金資産合計 53,049

繰越欠損金 149,672

投資有価証券 87,139

関係会社株式 68,336

減価償却費 37,596

貸倒引当金 13,431

未払事業税 4,218

その他 2,925

 繰延税金資産小計 363,322

 評価性引当額 △363,322

繰延税金資産合計 －

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

  

  （千円）

流動資産－繰延税金資産  36,987

固定資産－繰延税金資産  16,061

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  

  （％）

法定実効税率 40.6

（調整）     

外国税額損金算入額 10.6

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
3.4

住民税均等割 0.8

還付法人税等 △7.1

その他 2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.3

  

   当事業年度は、税金等調整前当期純損失を計上 

  しているため、記載を省略しております。 
  

（企業結合等関係）



（注）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

   は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

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８月31日） 

１株当たり純資産額 53,374.01円

１株当たり当期純利益金額 1,937.63円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額  
1,680.62円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため、記載

しておりません。 

１株当たり純資産額 44,460.61 円

１株当たり当期損失金額 10,253.12 円

  
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８月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金

額（△） 
           

 当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  136,321  △837,136

 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当期純損失

（△）（千円） 
 136,321  △837,136

 期中平均株式数（株）  70,355  81,647

             

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）  10,759  4,411

  （うち新株予約権）  (10,759)  (4,411)

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２回新株予約権（新株予約権

の数360個） 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数20個） 

 第４回新株予約権（新株予約権

の数220個） 

 第８回新株予約権（新株予約権

の数10個） 

 第10回新株予約権（新株予約権

の数1,550個） 

 第14回新株予約権（新株予約権

の数1,810個） 

 第15回新株予約権（新株予約権

の数155個） 

 第１回新株予約権（第三者割

当）（新株予約権の数1,000個） 

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(2）新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 



  

（重要な後発事象）

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８月31日） 

（決算期の変更） 

 当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会におい

て、決算期を３月31日から８月31日に変更することについ

て決議しております。したがって、翌事業年度は、平成20

年４月１日から平成21年８月31日までの17ヶ月間となりま

す。 

────── 
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