
   
 

平成 22 年８月 27 日 

 

各 位 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１番１号

株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア

代 表 取 締 役 社 長 堤  純 也

(コード番号：3823 東証マザーズ)

問合せ先： 取締役副社長 國吉 芳夫

電話番号： (03 ) 5 7 6 8 - 8 6 0 0 (代 表 ) 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年８月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 22 年８月 13 日付「不適切な会計処理等に関する調査結果等のご報告」においてお知らせしましたとお

り、当社及び当社の連結子会社である株式会社 AMS（以下、「AMS」という）において、一部不適切と思われる

過去の会計処理について外部調査委員より調査結果の報告を受けました。これを受け、当社及び AMS の決算の

訂正を行い、過年度の決算短信の一部訂正を行いましたのでお知らせいたします。 

 株主、投資家、取引先及びその他関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。 

  

 なお、訂正箇所については、添付のとおり、訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には下線を付して

表示しております。 

 
以上 

 
（添付）  

・訂正を行う決算短信 

平成 20 年 8月 13 日付「平成 21 年８月期 第１四半期決算短信」 

 



サマリー情報 1 ページ 

（訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 21 年８月期第１四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年６月 30 日） 
（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 ％

21 年８月期第１四半期 536 88.0 △167 － △168 － △113   －

20 年３月期第１四半期 285 － △187 － △187 － △230 －
 

 
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

21 年８月期第１四半期 △1,426.71  －    

20 年３月期第１四半期 △3,447.86 －    

 

（2）連結財政状態 
 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月期第１四半期 5,064 4,266 84.3 53,069.33    

20 年３月期 5,234 4,354 83.2 55,069.00    

(参考) 自己資本 21 年８月期第１四半期 4,266百万円  20 年３月期 4,354百万円 

 

 

（訂正後） 
（百万円未満切捨て） 

１．平成 21 年８月期第１四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年６月 30 日） 
（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 ％

21 年８月期第１四半期 536 88.0 △165 － △166 － △126   －

20 年３月期第１四半期 285 － △187 － △187 － △230 －
 

 
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

21 年８月期第１四半期 △1,577.82 －       

20 年３月期第１四半期 △3,447.86 －       

 

（2）連結財政状態 
 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月期第１四半期 4,603 3,805 82.7 47,336.23    

20 年３月期 4,535 3,905 86.1 49,392.82    

(参考) 自己資本 21 年８月期第１四半期 3,805百万円  20 年３月期 3,905百万円 
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３ページ 

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 

<省略> 

（訂正前） 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は536百万円、営業損失は167百万円、経常損失は168百万円、 

当期純損失は113百万円となりました。 

<後略> 

 

（訂正後） 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は536百万円、営業損失は165百万円、経常損失は166百万円、 

当期純損失は126百万円となりました。 

<後略> 

 
４ページ 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

 (1)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ169百万円減の5,064百万円となりました。流動資産は、 

売掛金の減少等により503百万円の減少となりました。固定資産は、販売目的のソフトウェア及び今後の事業拡大に伴 

う当社グループにおける自社利用目的のソフトウェアの投資等により333百万円増加となりました。負債は、借入金が 

増加となりましたが、未払金及び未払法人税等が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ81百万円減少し、 

797百万円となりました。総資産は、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88百万円減少し 

4,266百万円となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ82 

百万円減少し、1,567百万円となりました。当第１四半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。 

  

（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289百万円となりました。これは主に、売上債権の減少635百万円等の資金増加要因 

が、税金等調整前四半期純損失169百万円、法人税等の支払265百万円及び未払費用の減少42百万円の資金減少要因を 

上回ったこと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702百万円となりました。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547百万円及び投資有価証券の取得による支出150百万円等によるものであります。 
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（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332百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入300百万円及び新株予 

約権の行使による株式発行によるものであります。 

 

（訂正後） 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ68百万円増の4,603百万円となりました。流動資産は、 

売掛金の減少等により265百万円の減少となりました。固定資産は、販売目的のソフトウェア及び今後の事業拡大に伴 

う当社グループにおける自社利用目的のソフトウェアの投資等により333百万円増加となりました。負債は、借入金が 

増加となりましたが、未払金及び未払法人税等が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ168百万円増加し、 

797百万円となりました。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100百万円減少し 

3,805百万円となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ82 

百万円減少し、1,567百万円となりました。当第１四半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。 

  

（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26百万円となりました。これは主に、売上債権の減少399百万円等の資金増加要因 

が、税金等調整前四半期純損失192百万円、法人税等の支払265百万円及び未払費用の減少42百万円の資金減少要因を 

上回ったこと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440百万円となりました。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284百万円及び投資有価証券の取得による支出150百万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332百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入300百万円及び新株予 

約権の行使による株式発行によるものであります。 
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６～７ページ 
５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 
（訂正前） 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,567,343 1,525,099

受取手形及び売掛金 551,628 1,187,234

仕掛品 95,600 101,414

その他 205,967 109,826

流動資産合計 2,420,540 2,923,574

固定資産   

有形固定資産 91,587 91,790

無形固定資産   

のれん 77,572 82,624

ソフトウエア 953,926 885,991

ソフトウエア仮勘定 873,463 618,012

その他 37 13

無形固定資産合計 1,904,999 1,586,640

投資その他の資産 647,058 632,108

固定資産合計 2,643,646 2,310,540

資産合計 5,064,186 5,234,115

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 74,326 99,524

短期借入金 50,000 －

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払法人税等 1,748 257,015

その他 380,336 481,718

流動負債合計 524,412 856,258

固定負債   

社債 23,000 23,000

長期借入金 250,000 －

固定負債合計 273,000 23,000

負債合計 797,412 879,258
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,961,995 1,945,495

資本剰余金 1,826,195 1,809,695

利益剰余金 499,364 613,312

株主資本合計 4,287,554 4,368,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,567 △5,433

為替換算調整勘定 △8,212 △8,212

評価・換算差額等合計 △20,780 △13,646

純資産合計 4,266,774 4,354,856

負債純資産合計 5,064,186 5,234,115
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（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,567,343 1,525,099

受取手形及び売掛金 551,628 950,984

仕掛品 95,600 101,414

その他 205,428 107,708

流動資産合計 2,420,000 2,685,207

固定資産   

有形固定資産 91,587 91,790

無形固定資産   

のれん 30,905 33,457

ソフトウエア 953,926 885,991

ソフトウエア仮勘定 463,463 208,012

その他 37 13

無形固定資産合計 1,448,332 1,127,474

投資その他の資産 643,323 630,770

固定資産合計 2,183,244 1,850,035

資産合計 4,603,245 4,535,242

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 74,326 99,524

短期借入金 50,000 －

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払法人税等 1,748 257,015

その他 380,336 231,718

流動負債合計 524,412 606,258

固定負債   

社債 23,000 23,000

長期借入金 250,000 －

固定負債合計 273,000 23,000

負債合計 797,412 629,258
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,961,995 1,945,495

資本剰余金 1,826,195 1,809,695

利益剰余金 38,423 164,440

株主資本合計 3,826,613 3,919,630

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,567 △5,433

為替換算調整勘定 △8,212 △8,212

評価・換算差額等合計 △20,780 △13,646

純資産合計 3,805,832 3,905,984

負債純資産合計 4,603,245 4,535,242
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８ページ 
（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 
（訂正前） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日）

売上高 536,145

売上原価 322,707

売上総利益 213,438

販売費及び一般管理費 381,012

営業損失（△） △167,574

営業外収益  

受取利息 517

受取配当金 297

営業外収益合計 814

営業外費用  

支払利息 1,107

為替差損 553

その他 362

営業外費用合計 2,023

経常損失（△） △168,783

特別損失  

固定資産除却損 789

特別損失合計 789

税金等調整前四半期純損失（△） △169,573

法人税、住民税及び事業税 18,200

法人税等調整額 △73,826

法人税等合計 △55,625

四半期純損失（△） △113,948
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（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日）

売上高 536,145

売上原価 322,707

売上総利益 213,438

販売費及び一般管理費 378,512

営業損失（△） △165,074

営業外収益  

受取利息 517

受取配当金 297

営業外収益合計 814

営業外費用  

支払利息 1,107

為替差損 553

その他 362

営業外費用合計 2,023

経常損失（△） △166,283

特別損失  

固定資産除却損 789

不適切取引損失 25,000

特別損失合計 25,789

税金等調整前四半期純損失（△） △192,073

法人税、住民税及び事業税 18,200

法人税等調整額 △84,257

法人税等合計 △66,056

四半期純損失（△） △126,017
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９ページ 
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（訂正前） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30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（△） △169,573

減価償却費 113,209

のれん償却額 5,052

受取利息及び受取配当金 △814

支払利息 1,107

為替差損益（△は益） 9,319

株式交付費 362

売上債権の増減額（△は増加） 635,606

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,814

仕入債務の増減額（△は減少） △25,197

未払費用の増減額（△は減少） △42,832

未払又は未収消費税等の増減額 △8,968

前受金の増減額（△は減少） 45,725

その他 △13,665

小計 555,145

利息及び配当金の受取額 814

利息の支払額 △1,464

法人税等の支払額 △265,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 289,042

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △5,102

無形固定資産の取得による支出 △547,227

投資有価証券の取得による支出 △150,000

差入保証金の差入による支出 △360

投資活動によるキャッシュ・フロー △702,690

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

株式の発行による収入 32,637

財務活動によるキャッシュ・フロー 332,637

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82,951

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,567,343
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（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30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（△） △192,073

減価償却費 113,209

のれん償却額 2,552

受取利息及び受取配当金 △814

支払利息 1,107

為替差損益（△は益） 9,319

株式交付費 362

売上債権の増減額（△は増加） 399,356

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,814

仕入債務の増減額（△は減少） △25,197

未払費用の増減額（△は減少） △42,832

未払又は未収消費税等の増減額 △8,968

前受金の増減額（△は減少） 45,725

その他 △14,915

小計 292,645

利息及び配当金の受取額 814

利息の支払額 △1,464

法人税等の支払額 △265,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,542

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △5,102

無形固定資産の取得による支出 △284,727

投資有価証券の取得による支出 △150,000

差入保証金の差入による支出 △360

投資活動によるキャッシュ・フロー △440,190

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

株式の発行による収入 32,637

財務活動によるキャッシュ・フロー 332,637

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82,951

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,567,343

11



10ページ 

(5)セグメント情報 

a.事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（訂正前） 

 
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） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 486,181 49,964 536,145 － 536,145

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － －

計 486,181 49,964 536,145 － 536,145

営業利益又は営業損失（△） △195,603 26,528 △169,074 1,500 △167,574 

 （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 

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 

 

 

（訂正後） 

 
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） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 486,181 49,964 536,145 － 536,145

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － －

計 486,181 49,964 536,145 － 536,145

営業利益又は営業損失（△） △195,603 29,028 △166,574 1,500 △165,074 

 （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 

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 
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