
平成22年8月期 第3四半期決算短信 

平成22年8月13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
四半期報告書提出予定日 平成22年8月13日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年8月期第3四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年8月期第3四半期 2,509 ― △466 ― △522 ― △1,831 ―
21年8月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年8月期第3四半期 △20,784.37 ―
21年8月期第3四半期 ― ―

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

22年8月期第3四半期 2,225 947 41.5 10,454.13
21年8月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年8月期第3四半期  967百万円 21年8月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
※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
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

21年8月期 ― ― ― ― ―
22年8月期 ― ― ―
22年8月期 

（予想）
― ―

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
※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）となりましたので、平成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

通期 2,980 ― △742 ― △805 ― △2,171 ― △24,603.10



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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  
[（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。] 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(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。 
(2)当社は、平成22年7月14日に開示しておりますとおり、連結子会社の不適切な取引について、過年度連結決算の訂正作業を行っておりますが、現時 
点において過年度の訂正後連結財務諸表等の監査が未了であるため、過年度における数値は記載しておりません。しかしながら、当第３四半期連結累計
期間の連結財務諸表等は過年度に係る訂正事項を反映した上で作成した数値にて記載しております。 

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） 22年8月期第3四半期 88,245株 21年8月期  87,815株
② 期末自己株式数 22年8月期第3四半期  ―株 21年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第3四半期 88,098株 21年8月期第3四半期 80,423株



 当社は、平成22年７月14日に開示しておりますとおり、連結子会社における不適切な取引について、金融商品取

引法に基づく連結財務諸表等の訂正を行うことを決定し、過年度の連結財務諸表等を遡及修正しておりますが、

「４．その他（５）追加情報」に記載のとおり、現時点において過年度の訂正後連結財務諸表等の監査が未了であ

るため、「定性的情報・財務諸表等」における前連結会計年度の連結財務諸表等の数値は当初発表時点の数値(訂正

事項を反映させる前の数値)を記載しております。 

 しかしながら、当連結会計年度の連結財務諸表等は、過年度に係る訂正事項を反映した上で作成した数値にて記

載しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５月31日）におけるわが国経済は、アジアや

米国をはじめとする海外経済の回復を背景とした輸出の持ち直しが続くとともに、企業収益の改善を受けて、雇用

や設備投資の調整にも歯止めが掛かるなど、回復に向けた動きが継続しましたが、欧州や中国を巡る情勢や国内需

要の低迷、デフレが引き続き懸念される状況にあり、当社グループを取り巻く経営環境におきましても、依然厳し

い状況が続いております。  

 当社グループの関連する携帯電話市場においては、国内においては景気低迷や端末の買い替え需要の減退傾向に

より、2009年度の出荷台数はピークの約４割減まで落ち込み、その後若干の回復基調は見られるものの本格的な回

復には至っておらず、今後の成長については鈍化することが予想される中、端末出荷台数は厳しい状況が続いてお

ります。一方、国内外のキャリア・メーカー各社によるスマートフォンに対する取り組みが強化される中、iPhone

やAndroid端末等のスマートフォンは急速にシェアを拡大しています。これに伴いApple社の「App Store」やGoogle

社の「Android Market」等、スマートフォン向けアプリケーションストアは急速に拡大成長しており、今後さらに

アプリケーション市場の成長が見込まれる状況にあります。また、スマートフォン関連市場の成長に加え、中国な

ど新興国においては通信環境が整備される等、グローバル市場において出荷台数は増加傾向にあります。 

 このような状況の下、当社グループでは、従前より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、成長余地の高いグローバル市場への積極的な展開を行ってまいりました。また、新たな収益の柱と

して前連結会計年度に連結子会社である株式会社ＡＭＳ（以下、「ＡＭＳ」という）において開始したＥＣ事業で

は、ＥＣ事業主にＥＣフルフィルメントサービスを提供し、レベニューシェアを得るビジネスモデルを確立してま

いりました。同事業においては、ビジネスリスクの分散と中長期的な成長に向け、さらなる新規顧客獲得や共同パ

ートナーとの事業展開の推進を行ってまいりました。 

 ミドルウェア事業においては、グローバル市場においてグローバルキャリアグループとの当社製品「VIVID 

Runtime」を使ったマーケットプレイス事業展開を積極的に進めてまいりましたが、進捗見込みが困難となったため

新たな展開に向け方向転換を検討しております。また、当社子会社であるAcrodea Korea, Inc.において見込んでい

た新規ライセンス案件が当第３四半期において契約締結に至っていないことや国内キャリア・メーカーへの新規製

品のライセンス案件獲得が見込みより下回ったこと、一部ライセンス契約の金額が当初計画を下回ったこと等によ

り、当第３四半期連結累計期間のミドルウェア事業の売上高は大幅に下回りました。 

 また、当社子会社であるＡＭＳの行うメディア事業は、携帯公式サイトでのコンテンツ販売が伸び悩んでおり、

事業を縮小する方針であります。ＥＣ事業は、統合ＥＣバックヤードシステム「EXREGZIO（以下、「エグレジオ」

という）」を使用した統合ＥＣフルフィルメントサービスはＥＣ顧客３社に提供しており、新たにアパレルブラン

ドの公式ＥＣサイトやＥＣ通販サイトがオープンし、堅調に進捗しております。 

 利益面につきましては、当社グループ全体において継続的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を行っておりますが、主に自社製品開発販売部門の大幅な売上未達により販売目的ソ

フトウェア資産の減価償却費やその他固定費の負担が大きく、当第３四半期連結累計期間においては営業損失466百

万円、経常損失522百万円を計上いたしました。 

 また、本日平成22年８月13日付「特別損失の計上及び通期業績予想の修正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」のとおり、当第３四半期末において、以下のとおり特別損失を計上いたしまし

た。 

 当社グループは今後の事業展開を鑑み、ミドルウェア事業の製品ポートフォリオを抜本的に見直し、これまでの

既存製品群の資産において、今後高い収益性の見込みにくいソフトウェア資産及びソフトウェア仮勘定の一部にお

いて減損処理を行い、ソフトウェア償却費722百万円を特別損失として計上しました。また同様に、メディア事業に

おいても、当該事業に係るソフトウェア及びのれん、並びにＥＣ事業における一部ソフトウェア資産において減損

処理を行い、当第３四半期連結累計期間において減損損失261百万円を特別損失として計上いたしました。 

 また、持分法適用関連会社に対する債権について、当第３四半期連結累計期間において貸倒引当金繰入額342百万

円を特別損失として計上いたしました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は2,509百万円、営業損失は466百万円、経常損失は522百

万円、四半期純損失は1,831百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績は、下記のように推移いたしました。 

（ミドルウェア事業）  

 ミドルウェア事業の自社製品開発販売部門においては、国内外において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おります。 

 国内では、各キャリアの発売する携帯電話端末の夏モデルにおいても当社製品が複数搭載されました。主に「絵

文字Lite」は、バージョンアップ開発により「デコメ対応」や「フォント変換機能」等の機能を追加し製品価値を

高めるとともに、株式会社バンダイナムコゲームスと共同マーケティング展開を行い、販売強化を行っています。

国内メーカー及びキャリア向けへの搭載を積極的に進めており、「絵文字Lite」搭載機種数は平成22年５月末時点

で22機種と順調に増えております。また、「VIVID Communicator」をベースにKDDI株式会社と共同運営している

「MYスライドビデオASPサービス」を開始し、３月のエイベックスの携帯音楽配信サービス「うたピク」への採用に

続き、４月には阪急百貨店阪急うめだ本店の「母の日MYスライドビデオ」で採用になる等、顧客層を拡げておりま

す。 

 海外展開強化の施策といたしましては、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「VIVID Runtime」が、グローバル市場においてマーケットプレイスビジネス展

開に向け、引き続き営業活動を行っておりますが、現在の事業環境の変化を鑑み、今後の事業展開について見直し

を行っております。 

 また、当社製品「VIVID UI」をライセンス提供している中国大唐電信による中国におけるきせかえサービスは、

平成22年４月に中国で初めてのきせかえサービスとして有料コンテンツのダウンロード販売を開始し、徐々に進捗

しております。 

 利益面につきましては、継続的に受託原価率の厳格な管理の実施や販売管理費の削減等を行っておりますが、主

に自社製品開発販売部門の大幅な売上未達により販売目的ソフトウェア資産の減価償却費やその他固定費の負担が

大きく、損失計上することとなりました。 

 以上の結果、ミドルウェア事業における売上高は2,234百万円、営業損失は241百万円となりました。 

  

（メディア事業）  

 当社連結子会社であるＡＭＳにおいて行っているメディア事業においては、主にコンテンツプロバイダー向けの

開発支援や受託業務を行うとともに公式サイト向けにコンテンツ支援を行いました。 

 以上の結果、メディア事業における売上高は17百万円、営業損失は33百万円となりました。 

  

（ＥＣ事業） 

 当社連結子会社であるＡＭＳにおいて行っているＥＣ事業においては、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「エグレ

ジオ」を使用した統合ＥＣフルフィルメントサービスは順調に推移しております。引き続き、新規顧客の獲得や共

同パートナーとの事業展開によりＥＣ事業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並行して推進しております。  

 以上の結果、ＥＣ事業における売上高は257百万円、営業損失は206百万円となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,817百万円減の2,225百万円となりました。流動資産

は、現金及び預金の減少及び売掛金の減少等により734百万円減少し、796百万円となりました。固定資産は、自社利

用のソフトウェア償却及び販売目的のソフトウェア一部権利譲渡等により、2,082百万円減少し、1,429百万円となり

ました。負債は、未払金の減少及び借入金の返済が進んだこと等により、前連結会計年度末に比べ288百万円減少

し、1,278百万円となりました。純資産は、利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2,529百万

円減少し、947百万円となりました。  

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、234百万円となり、前連

結会計年度末と比較して385百万円の減少となりました。当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー

の状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果は612百万円の収入（前年同期比4.1％減）となりました。これは主に、減価償却費の計上952百万

円、ソフトウェア償却費722百万円、売上債権の増加124百万円、未払費用の減少32百万円等、およびたな卸資産の減

少16百万円等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） 

 投資活動の結果は932百万円の支出（前年同期は2,331百万円の支出）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617百万円、貸付けによる支出375百万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） 

 財務活動の結果は65百万円の支出（前年同期は1,075百万円の収入）となりました。これは主に、オプション行使

による株式の発行による収入10百万円、借入金の返済による支出56百万円等によるものであります。 

  

  

 通期の業績予想につきましては、本日平成22年８月13日付「特別損失の計上及び通期業績予想の修正並びに役員報

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」において公表しましたとおり、平成21年10月15日に発表し

ました通期業績予想（連結・個別）を修正いたします。 

 これまで前第５四半期より経営改善施策のひとつとして継続的に取り組んできた製造原価率及び販売管理費率のコ

ントロール等により収益性と財務状況の改善を進めてまいりましたが、当第３四半期累計期間においては、売上計画

の大幅な未達により営業損失を計上し、また、グループ全体の経営戦略の抜本的な見直しを前提としたソフトウェア

資産評価の実施などにより特別損失を計上した結果、大幅な四半期純損失を計上する結果となりました。 

 当社グループでは、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策定し、事業の再構築を進めてまいります。 

 ミドルウェア事業においては、従来の携帯電話へのミドルウェア製品のライセンス販売から主にスマートフォンに

おけるマーケットプレイス事業展開への移行を図ることに伴い、これまでの既存製品に関連する資産の圧縮、人員の

適配置による組織の再構成、人件費の削減等の経費削減を進め、財務状況の改善を図る予定であります。 

 これら経営改善施策の実施による事業の再構築を進めることにより、確実に達成可能と考えられる売上計画におい

ても確実にキャッシュフローを生み出していける体制としていきます。さらに、経営環境が悪化した場合において

も、コア事業に集中することにより利益がでる体制を構築し、存続可能な経営を図ってまいります。 

 また、今後のマーケットプレイスビジネスへ事業の本格的な展開に向け、当社とシナジー効果の見込める事業会社

との業務・資本提携について検討を行っております。 

  

※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。 

  

該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理  

 ①固定資産の減価償却の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法 

 によっております。 

 ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測やタッ 

 クス・プランニングに、前連結会計年度末から重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法によって 

 おります。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用



  

１. 会計処理基準に関する事項の変更 

受注製作のソフトウエアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更 

 受注製作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四

半期連結会計期間に着手した受託開発契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる開発については工事進行基準（開発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の開発に

ついては工事完成基準を適用しております。 

 これによる損益へ与える影響はありません。 

  

２. 表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表） 

 前第３四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」は、

負債及び純資産の合計額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしま

した。なお、前第３四半期連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「未払金」は273,949千円であり

ます。 

  

当社グループの経営成績及び財務状況等に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、以下の

とおりであります。当社グループは、これらのリスク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。但し、以下の記載は、当社グループの事業展開その他に関するリスクの全てを網

羅するものではありません。 

 なお、本項において将来に関する記載がある場合、当該記載は、当四半期報告書提出日（平成22年８月13日）現

在において当社グループが判断したものであります。  

  

１．過年度決算の訂正について  

 当社は、平成22年７月14日付「平成22年８月期第３四半期報告書の提出遅延、当社株式の監理銘柄（確認中）

指定の見込みおよび外部調査委員会の設置に関するお知らせ」を発表しましたとおり、当社及び当社子会社であ

る株式会社ＡＭＳの過年度の決算の訂正を行う必要があります。 

 なお、平成22年７月14日付で当社株式は、東京証券取引所より、有価証券上場規程施行規則第６０５条第１項

第１３号ａに該当することとなり、上場廃止となるおそれがあることを投資者の注意を喚起するため、監理銘柄

（確認中）に指定されております。 

  

２．継続企業の前提に関する事項の注記について  

 当社グループは、当第３四半期連結会計期間において345百万円の営業損失を計上し、 終損益においても

1,701百万円の大幅な純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況が存在しております。当該状況の解消を図るべく当社グループとして対策を講じてまいりますが、これらの

対策が計画どおり進捗しなかった場合、当社及び当社グループの事業に支障を来す可能性があります。  

（３）四半期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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



１．当社及び連結子会社による不適切な取引について 

 当社及び連結子会社である株式会社ＡＭＳにおいて、不適切な取引が平成19年12月から平成20年12月まで行

われていたことが判明いたしました。 

 当社は、本年５月より、不適切な取引が行われていた疑いが生じたことから、過去の取引に関して内部調査

を進めるとともに、外部調査委員会を設置し調査を実施して参りました。 

 この結果、過去に行われた取引の一部について、当社及び連結子会社である株式会社ＡＭＳにおいて不適切

な取引が行われ、これに伴う前連結会計年度末における利益剰余金の減少額を703,674千円と認識いたしまし

た。 

２．訂正報告書の作成について 

 上記１．「当社及び連結子会社による不適切な取引について」の会計処理について、当社は金融商品取引法

に基づく連結財務諸表等の訂正を行うことを決定し、第４期（平成20年３月期）有価証券報告書以降の連結財

務諸表等を遡及処理しております。 

 ただし、当第３四半期報告書提出日現在において訂正報告書の作成は未了であり、過年度の有価証券報告書

等に係る訂正報告書を提出していないため、前連結会計年度、前第３四半期連結累計期間及び前第３四半期連

結会計期間の四半期連結財務諸表等の数値については、当初提出時の数値（訂正事項を反映させる前の数値）

を記載しております。 

 過年度連結財務諸表等の訂正事項に関する監査については、監査法人Ａ＆Ａパートナーズにより監査を受け

ております。 

 なお、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表等の数値については

過年度に係る訂正事項を反映させて作成しており、前連結会計年度末における利益剰余金に過年度に係る訂正

事項を反映した結果、利益剰余金は703,674千円減少しております。 

 当平成22年８月期第３四半期決算短信における過年度の財務数値等は、平成22年８月27日までに、訂正する

予定です。  

（５）追加情報



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 239,972 629,237

受取手形及び売掛金 281,075 402,530

仕掛品 51,596 65,375

その他 230,625 436,890

貸倒引当金 △7,250 △3,694

流動資産合計 796,018 1,530,339

固定資産   

有形固定資産 78,188 84,779

無形固定資産   

のれん 5,581 53,928

ソフトウエア 843,459 2,937,660

ソフトウエア仮勘定 266,285 79,452

その他 13 37

無形固定資産合計 1,115,339 3,071,078

投資その他の資産   

長期貸付金 363,021 －

投資その他の資産 283,920 385,675

貸倒引当金 △411,070 △29,315

投資その他の資産合計 235,871 356,359

固定資産合計 1,429,399 3,512,217

資産合計 2,225,418 5,042,556

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,488 14,541

短期借入金 781,250 677,400

1年内償還予定の社債 5,000 18,000

未払金 300,828 －

未払法人税等 4,858 28,401

その他 133,748 643,255

流動負債合計 1,249,174 1,381,599

固定負債   

社債 － 5,000

長期借入金 － 162,500

退職給付引当金 28,871 15,543

その他 － 1,495

固定負債合計 28,871 184,538

負債合計 1,278,045 1,566,137



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,206,982 2,201,607

資本剰余金 2,071,182 2,065,807

利益剰余金 △3,311,101 △776,365

株主資本合計 967,063 3,491,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 2,970

為替換算調整勘定 △44,539 △50,700

評価・換算差額等合計 △44,539 △47,730

新株予約権 8,000 8,000

少数株主持分 16,848 25,100

純資産合計 947,373 3,476,418

負債純資産合計 2,225,418 5,042,556



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 2,134,648 2,509,811

売上原価 1,145,649 1,700,510

売上総利益 988,998 809,301

販売費及び一般管理費 1,411,378 1,276,010

営業損失（△） △422,380 △466,709

営業外収益   

受取利息 3,099 2,430

受取配当金 668 371

物品売却益 － 7,239

その他 1,986 3,029

営業外収益合計 5,754 13,070

営業外費用   

支払利息 5,139 10,425

為替差損 53,895 5,506

持分法による投資損失 － 52,538

その他 1,238 394

営業外費用合計 60,273 68,865

経常損失（△） △476,899 △522,504

特別利益   

持分変動利益 － 19,956

固定資産売却益 － 192

投資有価証券売却益 － 39,516

特別利益合計 － 59,665

特別損失   

投資有価証券評価損 144,575 10,935

減損損失 － 261,834

ソフトウエア償却費  722,300

貸倒引当金繰入額 － 342,420

その他 4,241 28,194

特別損失合計 148,817 1,365,684

税金等調整前四半期純損失（△） △625,716 △1,828,523

法人税、住民税及び事業税 57,236 12,339

法人税等調整額 △200,602 303

法人税等合計 △143,365 12,642

少数株主損失（△） △11,194 △10,104

四半期純損失（△） △471,156 △1,831,061



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 748,876 557,258

売上原価 527,618 511,635

売上総利益 221,258 45,623

販売費及び一般管理費 497,286 391,031

営業損失（△） △276,028 △345,407

営業外収益   

受取利息 1,007 1,267

為替差益 － 542

物品売却益 － 7,239

その他 1,740 165

営業外収益合計 2,748 9,214

営業外費用   

支払利息 2,735 3,386

為替差損 42,308 －

持分法による投資損失 － 30,951

その他 346 60

営業外費用合計 45,389 34,398

経常損失（△） △318,670 △370,590

特別利益   

持分変動利益 － 19,956

投資有価証券売却益 － 1,866

特別利益合計 － 21,823

特別損失   

投資有価証券評価損 129,357 －

減損損失 － 261,834

ソフトウエア償却費 － 722,300

貸倒引当金繰入額 － 342,420

その他 3,334 27,713

特別損失合計 132,691 1,354,268

税金等調整前四半期純損失（△） △451,361 △1,703,036

法人税、住民税及び事業税 △53 3,701

法人税等調整額 △134,257 297

法人税等合計 △134,309 3,999

少数株主損失（△） △2,066 △5,517

四半期純損失（△） △314,986 △1,701,518



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △625,716 △1,828,523

減価償却費 408,256 952,643

ソフトウエア償却費 － 722,300

減損損失 － 261,834

のれん償却額 15,156 9,158

投資有価証券売却損益（△は益） － △39,516

投資有価証券評価損益（△は益） 144,575 10,935

固定資産売却損益（△は益） － 288

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,658 364,113

受取利息及び受取配当金 △3,768 △2,802

支払利息 5,475 10,425

為替差損益（△は益） 28,818 993

株式交付費 902 237

持分法による投資損益（△は益） － 52,538

持分変動損益（△は益） － △19,956

売上債権の増減額（△は増加） 875,645 124,503

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,422 16,912

仕入債務の増減額（△は減少） 42,438 8,893

未払費用の増減額（△は減少） △110,502 △32,335

未払又は未収消費税等の増減額 △4,345 60,384

前受金の増減額（△は減少） 19,658 △1,659

その他 114,789 △22,295

小計 944,465 649,074

利息及び配当金の受取額 3,768 1,878

利息の支払額 △5,564 △11,304

法人税等の支払額 △304,304 △26,934

営業活動によるキャッシュ・フロー 638,364 612,715

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 △4,084 △704

定期預金の払戻による収入 － 5,074

有形固定資産の取得による支出 △51,413 △22,170

無形固定資産の取得による支出 △2,054,843 △617,270

長期前払費用の取得による支出 △51,119 －

投資有価証券の取得による支出 △156,000 △20,000

投資有価証券の売却による収入 － 111,468

貸付けによる支出 － △375,000

差入保証金の差入による支出 △8,076 △6,755

その他 △5,902 △7,329

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,331,439 △932,687



（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 700,000 △2,285

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △6,250 △56,250

社債の償還による支出 △9,000 △18,000

株式の発行による収入 59,422 10,572

少数株主からの払込みによる収入 31,299 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,075,471 △65,962

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,726 786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △637,330 △385,148

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,295 619,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,012,965 234,114



 当社グループは、当第３四半期連結会計期間において四半期純損失1,701百万円の大幅な損失を計上しており

ます。 

 これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 当社グループでは、当該状況を解消すべく、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

販売台数の減少への対策として、端末台数に依存しない収益モデルや事業を開始する等、ビジネスリスク分散や

持続的成長のための施策を図ってまいりました。また、前第５四半期より経営改善施策のひとつとして継続的に

取り組んできた製造原価率の厳格な管理及び販売管理費率の削減等により収益性と財務状況の改善を進めてまい

りましたが、当第３四半期連結累計期間においては、売上計画の大幅な未達により営業損失となり、また、グル

ープ全体の経営戦略の抜本的な見直しを前提としたソフトウェア資産評価の実施などにより損失を計上した結

果、大幅な四半期純損失を計上する結果となりました。 このような状況の下、当社グループでは、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策定し、事業の再構築を進めてまいります。その一環として、以下の施策を実施いたしま

す。 

① 経営方針の明確化 

 携帯電話市場の市場環境の劇的な変化により既存事業の大幅な見直しを行っております。大きなトレンドとし

て、いわゆる日本の携帯電話市場がピークの４割減となり、今後も成長は大きく見込みにくい中、iPhoneや

Androidを中心としたスマートフォン市場の急速な市場拡大をにらみ、当社における開発部門及び営業部門に事

業企画チームを統合し、新規事業開発に迅速に対応できる組織を形成することとし、スマートフォンへのビジネ

ス展開が迅速にできる体制を整えてまいります。 

 既存の携帯電話事業であるミドルウェアのライセンス事業は上記の流れから大幅な縮小を余議なくされている

ため、アクロディア本体においては収益性の高い既存製品を中心とした製品ポートフォリオに再構成することに

より、確実に収益を生み出していくコア事業としてのミドルウェア事業、及び今後の成長を担うスマートフォン

向けのビジネス展開にフォーカスする事業の２つに集約することとし、製品と今後の成長事業分野について選択

と集中を進めます。 

 なお、当社連結子会社Acrodea Korea, Inc.及びAcrodea America, Inc.においては、今後も海外市場での販売

強化を継続してまいります。 

② コストの大幅な削減 

 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更に進め開発

効率の改善を図ってまいります。既存の携帯電話事業であるミドルウェアのライセンス事業は上記の流れから、

自社製品開発要員を受託開発に振り向け、外注費をさらに圧縮する方針です。また、販売管理費につきまして

も、業務委託等において固定費化している全てのコストを見直し、不要不急なコストのカットを行う方針です。

③ 人材の再配置と 適化 

 上記①の戦略の一部変更に伴いグループ全社における人材の再配置・ 適化等を行い、早急に組織の機能強化

を図ってまいります。  

④ 人件費の削減 

 これまで固定給としていた給与の一部に業績連動部分を導入し、連動部分については計画を上回る利益を達成

したときに支給する形に変えるとともに、役員報酬についても大幅な業績連動の導入を検討します。また、上記

①の戦略の変更により、今後の事業展開に合わせた人員の適正化を行い、人件費の削減を予定しております。 

 これら経営改善施策の実施による事業の再構築を進めることにより、達成可能と考えられる売上計画において

も確実にキャッシュフローを生み出していける体制としていきます。さらに、経営環境が悪化した場合において

も、コア事業に集中することにより利益がでる体制を構築し、存続可能な経営を図ってまいります。 

 また、今後のマーケットプレイスビジネスへ事業の本格的な展開に向け、当社とシナジー効果の見込める事業

会社との業務・資本提携について検討を行ってまいります。 

 以上のとおり、前連結会計年度に実施した経営改善施策を継続するとともに、経営戦略の抜本的な見直しによ

る経営改善施策により、利益改善を図ってまいります。 

 しかしながら、新規事業の展望については不確定な要素が多いことに加え、安定的な売上高の確保は外的要因

に依存する部分が大きく、売上の進捗が思わしくない場合には手許流動性が低下する可能性があり、継続企業の

前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期財務諸表に反映しておりません。 

（４）継続企業の前提に関する注記



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

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

  

（５）セグメント情報

〔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） 

ＥＣ事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  742,074  4,641  2,160  748,876  －  748,876

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

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

営業損失（△）  △113,324  △20,917  △143,316  △277,558  1,530  △276,028

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業
（千円） 

ＥＣ事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  475,102  3,946  78,209  557,258  －  557,258

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  475,102  3,946  78,209  557,258  －  557,258

営業損失（△）  △277,044  △4,951  △65,811  △347,807  2,400  △345,407



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

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５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  

前第３四半期連結累計期間 

     事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき２区分としていました

が、第３四半期連結会計期間より、ＥＣ事業を新たに開始したことに伴い、従来、「メディア事業」に含め

て表示していたＥＣ事業の全セグメントに占める割合が高くなったため、ＥＣ事業をメディア事業から分離

することとしました。 

   この結果、従来の方法に比較して前第３四半期連結累計期間において、メディア事業の売上高は影響な

く、営業利益は20,416千円増加しました。 

３．各区分に属する主要な事業の内容  

  

   

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業
（千円） 

ＥＣ事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  1,948,579  183,908  2,160  2,134,648  －  2,134,648

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

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

営業利益又は営業損失（△）  △325,163  61,986  △163,732  △426,910  4,530  △422,380

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業
（千円） 

ＥＣ事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,234,847  17,650  257,313  2,509,811  －  2,509,811

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  2,234,847  17,650  257,313  2,509,811  －  2,509,811

営業損失（△）  △241,748  △33,635  △206,325  △481,709  15,000  △466,709

事業区分 事業内容 

 ミドルウェア事業  自社製品開発販売（ライセンス）、受託開発、コンサルティング等 

 メディア事業  携帯サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等 

 ＥＣ事業  ＥＣサイトのフルフィルメントサービス  



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

  

当第３四半期連結会計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日）  

  

〔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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  683,614  3,573  61,688  748,876  －  748,876

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  182,815  －  182,815  (182,815)  －

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

営業利益又は営業損失（△）  △260,858  40,671  △27,666  △247,854  (28,174)  △276,028

  
日本 

（千円） 
韓国 

（千円） 
米国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  459,893  90,697  6,667  557,258  －  557,258

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 10,919  19,659  －  30,579  (30,579)  －

計  470,813  110,357  6,667  587,837  (30,579)  557,258

営業損失（△）  △307,888  △24,890  △11,992  △344,770  (636)  △345,407



前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）   

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成22年５月31日）   

 （注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

  
日本 

（千円） 
韓国 

（千円） 
米国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,069,386  3,573  61,688  2,134,648  －  2,134,648

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 60,334  182,815  －  243,149  (243,149)  －

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

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

  
日本 

（千円） 
韓国 

（千円） 
米国 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,222,404  280,739  6,667  2,509,811  －  2,509,811

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 13,681  36,442  －  50,124  (50,124)  －

計  2,236,085  317,182  6,667  2,559,936  (50,124)  2,509,811

営業損失（△）  △376,971  △49,369  △45,790  △472,130  5,420  △466,709



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

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日） 

  

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

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア・・・・・韓国     

      ヨーロッパ・・・オランダ、イギリス 

    ３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

  当社は不適切な取引による過年度連結財務諸表等の訂正を行うことを決定し、第４期（平成20年３月期）有価

証券報告書以降の連結財務諸表等を遡及処理しております。前連結会計年度末における利益剰余金に与える影響

及び当第３四半期連結会計期間末までの変動額は以下のとおりであります。  

  

〔海外売上高〕

  アジア 米国  ヨーロッパ  計   

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

Ⅱ 連結売上高（千円）        748,876   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 39.9  8.2  0.3  48.5   

  アジア 米国  ヨーロッパ  計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  71,677  －  29,927  101,605   

Ⅱ 連結売上高（千円）        557,258   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 12.9  －  5.4  18.2   

  アジア  米国 ヨーロッパ  計   

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

Ⅱ 連結売上高（千円）        2,134,648   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 22.1  2.9  2.1  27.1   

  アジア  米国 ヨーロッパ  計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  592,718  －  143,831  736,550   

Ⅱ 連結売上高（千円）        2,509,811   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 23.6  －  5.7  29.3   

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

項   目 金額（千円） 

訂正事項反映前 利益剰余金 平成21年８月31日残高  △776,365 

  訂正事項 

   （１）ソフトウエア計上額の見直し △668,112 

   （２）のれん計上額の見直し他 △35,562   

  訂正事項 合計  △703,674

訂正事項反映後 利益剰余金 平成21年８月31日残高  △1,480,040

当第３四半期連結累計期間 四半期純損失  △1,831,061

当第３四半期連結会計期間末  利益剰余金残高  △3,311,101 
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