
   
 

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２四半期決算短信」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 11 月 13 日付「平成 21 年８月期 第２四半期決算短信」 

 



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２四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年９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２四半期 1,385 23.8 △146 － △158 － △156     －

20 年３月期第２四半期 1,118 － 39 － 21 － △15 －
 

 
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２四半期 △1,947.82 － 

20 年３月期第２四半期 △230.18 － 

 

（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２四半期 5,093 4,249 83.0 52,493.89    

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２四半期 4,227百万円  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２四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年９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２四半期 1,180 5.5 △294 － △305 － △322     －

20 年３月期第２四半期 1,118 － 39 － 21 － △15 －
 

 
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２四半期 △4,026.41 － 

20 年３月期第２四半期 △230.18 － 

 

（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２四半期 4,425 3,633 81.6 44,849.97    

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２四半期 3,611百万円  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） 

 このような状況の下、当第２四半期連結累計期間における事業別売上高は、以下のように推移いたしました。 

 

 （ミドルウェア事業） 

 自社製品開発販売部門におきましては、国内における一部のライセンス販売案件について早期に売上計上するよう 

努めた結果、売上高は当初の予想を上回りました。 

 新規の販売案件として、移動体通信業者（以下、「キャリア」という）に当社グループの新製品である「VIVID 

Avatar Maker」のライセンス売上を計上いたしました。本製品のライセンス収益モデルは、当社グループが従来から 

行っている搭載端末台数に対する従量制ではなく、実際に使用したエンドユーザー数に応じたものとなっております。 

国内における端末買換え需要の鈍化が進む中、当社グループでは、既に生活必需品となっている携帯電話をサービス 

プラットフォームと捉え、一部の製品についてはこのような端末の販売状況に依存しない新たな収益モデルへの分散 

化を進めてまいります。 

 一方、グローバルにつきましては、大手メーカーより「VIVID UI」が搭載されたスマートフォンが販売されたこと 

に伴うライセンス料を売り上げたほか、韓国Samsung Electronics Co.,Ltd.のグローバル端末向けの「VIVID 

Message」ならびに「VIVID Panorama」の販売をほぼ予定通りに行うことができました。 

 しかしながら、受託開発部門におきましては、国内のキャリアならびにメーカー各社に対し「VIVID UI」関連を中 

心とした受注案件を売り上げましたが、端末販売台数が減少傾向にある中、受注売上高ならびに受注件数は当初の予 

想を下回る結果となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるミドルウェア事業の売上高は1,206百万円となりました。 

 

（メディア事業） 

 当社の連結子会社「株式会社AMS」が運営している、UIコンテンツを無償ダウンロードできる携帯サイトにおける広 

告収入を中心とした広告部門につきましては、競合となる携帯サイトの新規参入が予想以上に増加していること等か 

ら依然として厳しい状況が続いており、低調な推移となりました。現在、売上水準の向上を目指しより広告価値の高 

いサイトへの移行準備等の施策を進めているほか、より高い収益性の追求を目指し収益モデルの見直しを行っており 

ます。一方、コンテンツ開発支援部門におきましては受注が好調に推移し計画を上回ることができました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は179百万円となりました。 

 

 また、平成20年10月28日、株式会社AMSにおいて、eコマース(EC)サイトのフルフィルメントサービスを行う「eコ 

マース事業」を開始することを当社取締役会において決議いたしました。サービスの運営とともに新規顧客に対応し 

たシステム開発を進めており、新たな事業の柱として拡大を目指していく予定です。当事業では、ECサイトシステム 

を受発注から配送における基幹システムの提供や商品を保管・管理する倉庫業務までまとめて行うパッケージサービ 

スをEC事業主に提供することにより、レベニューシェアを行う収益モデルを目指しております。当面はアパレル向け 

の販売システムの供給から開始し、次第に様々なEC事業主へのサービス提供を拡販する方針であり、将来的には 
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「VIVID UI」と統合し、より利便性を向上させ、携帯電話業界の活性化を図ってまいります。 

 このように、売上高の構成において、利益率の高い自社製品開発販売部門が当初予想より増加し、一方で比較的利 

益率が低い受託開発部門が減少したこと等により、営業損失以下の損失は当初予想より大幅に圧縮することとなりま 

した。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,385百万円、営業損失は146百万円、経常損失は158百万 

円、四半期純損失は156百万円となりました。 

 

（訂正後） 

このような状況の下、当第２四半期連結累計期間における事業別売上高は、以下のように推移いたしました。 

 （ミドルウェア事業） 

 自社製品開発販売部門におきましては、国内における一部のライセンス販売案件について早期に売上計上するよう 

努めた結果、売上高は当初の予想を上回りました。 

 新規の販売案件として、移動体通信業者（以下、「キャリア」という）に当社グループの新製品である「VIVID 

Avatar Maker」のライセンス売上を計上いたしました。本製品のライセンス収益モデルは、当社グループが従来から 

行っている搭載端末台数に対する従量制ではなく、実際に使用したエンドユーザー数に応じたものとなっております。 

国内における端末買換え需要の鈍化が進む中、当社グループでは、既に生活必需品となっている携帯電話をサービス 

プラットフォームと捉え、一部の製品についてはこのような端末の販売状況に依存しない新たな収益モデルへの分散 

化を進めてまいります。 

 一方、グローバルにつきましては、大手メーカーより「VIVID UI」が搭載されたスマートフォンが販売されたこと 

に伴うライセンス料を売り上げたほか、韓国Samsung Electronics Co.,Ltd.のグローバル端末向けの「VIVID 

Message」ならびに「VIVID Panorama」の販売をほぼ予定通りに行うことができました。 

 しかしながら、受託開発部門におきましては、国内のキャリアならびにメーカー各社に対し「VIVID UI」関連を中 

心とした受注案件を売り上げましたが、端末販売台数が減少傾向にある中、受注売上高ならびに受注件数は当初の予 

想を下回る結果となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるミドルウェア事業の売上高は1,126百万円となりました。 

 

（メディア事業） 

 当社の連結子会社「株式会社AMS」が運営している、UIコンテンツを無償ダウンロードできる携帯サイトにおける広 

告収入を中心とした広告部門につきましては、競合となる携帯サイトの新規参入が予想以上に増加していること等か 

ら依然として厳しい状況が続いており、低調な推移となりました。現在、売上水準の向上を目指しより広告価値の高 

いサイトへの移行準備等の施策を進めているほか、より高い収益性の追求を目指し収益モデルの見直しを行っており 

ます。一方、コンテンツ開発支援部門におきましては受注が好調に推移し計画を上回ることができました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は54百万円となりました。 

 

 また、平成20年10月28日、株式会社AMSにおいて、eコマース(EC)サイトのフルフィルメントサービスを行う「eコ 

マース事業」を開始することを当社取締役会において決議いたしました。サービスの運営とともに新規顧客に対応し 

たシステム開発を進めており、新たな事業の柱として拡大を目指していく予定です。当事業では、ECサイトシステム 

を受発注から配送における基幹システムの提供や商品を保管・管理する倉庫業務までまとめて行うパッケージサービ 
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スをEC事業主に提供することにより、レベニューシェアを行う収益モデルを目指しております。当面はアパレル向け 

の販売システムの供給から開始し、次第に様々なEC事業主へのサービス提供を拡販する方針であり、将来的には 

「VIVID UI」と統合し、より利便性を向上させ、携帯電話業界の活性化を図ってまいります。 

 このように、売上高の構成において、利益率の高い自社製品開発販売部門が当初予想より増加し、一方で比較的利 

益率が低い受託開発部門が減少したこと等により、営業損失以下の損失は当初予想より大幅に圧縮することとなりま 

した。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,180百万円、営業損失は294百万円、経常損失は305百万 

円、四半期純損失は322百万円となりました。 
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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２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ140百万円減の5,093百万円となりました。流動資産は、 

eコマース事業への設備投資による現金預金の減少、及び売掛金の減少等により829百万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eコマース事業開始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689百万円増加となりました。負債は、これらのソフトウェアの設備投資による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35百万円減少し、844百万円となり 

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105百万円減少し、4,249百万円と 

なりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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722 

百万円減少し、927百万円となりました。当第２四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。 

  

（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258百万円となりました。これは主に、売上債権の減少490百万円及び減価償却費234 

百万円等の資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失174百万円、法人税等の支払296百万円及びたな卸資産の増加 

142百万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1,331百万円となりました。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1,137百万円及び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356百万円となりました。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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（訂正後） 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ109百万円減の4,425百万円となりました。流動資産は、 

eコマース事業への設備投資による現金預金の減少、及び売掛金の減少等により797百万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eコマース事業開始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688百万円増加となりました。負債は、これらのソフトウェアの設備投資による借入金が増加したこと等によ

り、前連結会計年度末に比べ162百万円増加し、791百万円となりました。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272百万円減少し、3,633百万円となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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722 

百万円減少し、927百万円となりました。当第２四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。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は4百万円となりました。これは主に、売上債権の減少469百万円及び減価償却費234百万円

等の資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失347百万円、法人税等の支払296百万円及びたな卸資産の増加142百万円等

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） 

 投資活動の結果使用した資金は1,069百万円となりました。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874百万円及び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356百万円となりました。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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 931,831 1,525,099

受取手形及び売掛金 699,894 1,187,234

仕掛品 243,526 101,414

その他 218,634 109,826

流動資産合計 2,093,887 2,923,574

固定資産   

有形固定資産 96,554 91,790

無形固定資産   

のれん 72,520 82,624

ソフトウエア 885,856 885,991

ソフトウエア仮勘定 1,293,915 618,012

その他 37 13

無形固定資産合計 2,252,329 1,586,640

投資その他の資産 650,726 632,108

固定資産合計 2,999,610 2,310,540

資産合計 5,093,497 5,234,115

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 143,171 99,524

短期借入金 68,750 －

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払法人税等 17,681 257,015

その他 351,403 481,718

流動負債合計 599,006 856,258

固定負債   

社債 14,000 23,000

長期借入金 231,250 －

固定負債合計 245,250 23,000

負債合計 844,256 879,258

7



 
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,963,032 1,945,495

資本剰余金 1,827,232 1,809,695

利益剰余金 457,142 613,312

株主資本合計 4,247,407 4,368,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,479 △5,433

為替換算調整勘定 △7,856 △8,212

評価・換算差額等合計 △20,336 △13,646

少数株主持分 22,170 －

純資産合計 4,249,241 4,354,856

負債純資産合計 5,093,497 5,234,115

8



（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 931,831 1,525,099

受取手形及び売掛金 484,644 950,984

仕掛品 243,526 101,414

その他 227,283 107,708

流動資産合計 1,887,285 2,685,207

固定資産   

有形固定資産 96,554 91,790

無形固定資産   

のれん 28,353 33,457

ソフトウエア 885,856 885,991

ソフトウエア仮勘定 883,915 208,012

その他 37 13

無形固定資産合計 1,798,162 1,127,474

投資その他の資産 643,687 630,770

固定資産合計 2,538,405 1,850,035

資産合計 4,425,690 4,535,242

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 88,277 99,524

短期借入金 68,750 －

1年内償還予定の社債 18,000 18,000

未払法人税等 17,681 257,015

その他 354,017 231,718

流動負債合計 546,726 606,258

固定負債   

社債 14,000 23,000

長期借入金 231,250 －

固定負債合計 245,250 23,000

負債合計 791,976 629,258

9



 
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,963,032 1,945,495

資本剰余金 1,827,232 1,809,695

利益剰余金 △158,384 164,440

株主資本合計 3,631,880 3,919,630

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,479 △5,433

為替換算調整勘定 △7,856 △8,212

評価・換算差額等合計 △20,336 △13,646

少数株主持分 22,170 －

純資産合計 3,633,714 3,905,984

負債純資産合計 4,425,690 4,535,242

10



８ページ 
（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 
（訂正前） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,385,771

売上原価 618,031

売上総利益 767,740

販売費及び一般管理費 914,091

営業損失（△） △146,351

営業外収益  

受取利息 2,092

受取配当金 297

その他 617

営業外収益合計 3,006

営業外費用  

支払利息 2,404

為替差損 11,587

その他 892

営業外費用合計 14,884

経常損失（△） △158,228

特別損失  

固定資産除却損 907

投資有価証券評価損 15,218

特別損失合計 16,126

税金等調整前四半期純損失（△） △174,355

法人税、住民税及び事業税 57,289

法人税等調整額 △66,345

法人税等合計 △9,055

少数株主損失（△） △9,128

四半期純損失（△） △156,170

11



（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,180,771

売上原価 565,751

売上総利益 615,020

販売費及び一般管理費 909,091

営業損失（△） △294,071

営業外収益  

受取利息 2,092

受取配当金 297

その他 617

営業外収益合計 3,006

営業外費用  

支払利息 2,404

為替差損 11,587

その他 892

営業外費用合計 14,884

経常損失（△） △305,948

特別損失  

固定資産除却損 907

投資有価証券評価損 15,218

不適切取引損失 25,000

特別損失合計 41,126

税金等調整前四半期純損失（△） △347,075

法人税、住民税及び事業税 57,289

法人税等調整額 △72,410

法人税等合計 △15,121

少数株主損失（△） △9,128

四半期純損失（△） △322,825
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △174,355

減価償却費 234,115

のれん償却額 10,104

投資有価証券評価損益（△は益） 15,218

受取利息及び受取配当金 △2,389

支払利息 2,646

為替差損益（△は益） 8,666

株式交付費 650

売上債権の増減額（△は増加） 490,568

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,281

仕入債務の増減額（△は減少） 43,647

未払費用の増減額（△は減少） △29,257

未払又は未収消費税等の増減額 5,993

前受金の増減額（△は減少） 32,091

その他 59,590

小計 555,009

利息及び配当金の受取額 2,389

利息の支払額 △2,646

法人税等の支払額 △296,333

営業活動によるキャッシュ・フロー 258,418

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 △25,902

無形固定資産の取得による支出 △1,137,460

投資有価証券の取得による支出 △156,000

差入保証金の差入による支出 △8,446

定期預金の預入による支出 △4,112

その他 75

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,331,845

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

社債の償還による支出 △9,000

株式の発行による収入 34,424

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 356,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △722,535

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 927,759
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（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △347,075

減価償却費 234,115

のれん償却額 5,104

投資有価証券評価損益（△は益） 15,218

受取利息及び受取配当金 △2,389

支払利息 2,646

為替差損益（△は益） 8,666

株式交付費 650

売上債権の増減額（△は増加） 469,568

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,281

仕入債務の増減額（△は減少） △11,246

未払費用の増減額（△は減少） △29,257

未払又は未収消費税等の増減額 5,993

前受金の増減額（△は減少） 32,091

その他 50,704

小計 292,509

利息及び配当金の受取額 2,389

利息の支払額 △2,646

法人税等の支払額 △296,333

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,081

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 △25,902

無形固定資産の取得による支出 △874,960

投資有価証券の取得による支出 △156,000

差入保証金の差入による支出 △8,446

定期預金の預入による支出 △4,112

その他 75

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,069,345

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

社債の償還による支出 △9,000

株式の発行による収入 34,424

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 356,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △722,535

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 927,759
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10～11ページ 

(5) セグメント情報 

［事業の種類別セグメント情報］ 

（訂正前） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 
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 720,324 129,301 849,626 － 849,626 

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － －

計 720,324 129,301 849,626 － 849,626 

営業利益又は営業損失（△） △16,235 35,959 19,723 1,500 21,223 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
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 1,206,505 179,266 1,385,771 － 1,385,771 

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － －

計 1,206,505 179,266 1,385,771 － 1,385,771 

営業利益又は営業損失（△） △211,839 62,487 △149,351 3,000 △146,351 

 （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 携帯サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等 
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（訂正後） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 
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 640,324 4,301 644,626 － 644,626 

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － －

計 640,324 4,301 644,626 － 644,626 

営業利益又は営業損失（△） △96,235 △34,260 △130,496 1,500 △128,996 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
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 1,126,505 54,266 1,180,771 － 1,180,771 

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － －

計 1,126,505 54,266 1,180,771 － 1,180,771 

営業利益又は営業損失（△） △291,839 △5,232 △297,071 3,000 △294,071 

 （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 携帯サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等 
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［海外売上高］ 

（訂正前） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 73,046 39,297 112,343 

Ⅱ 連結売上高（千円）   849,626 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 8.6 4.6 13.2 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 173,872 42,324 216,196 

Ⅱ 連結売上高（千円）   1,385,771 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.6 3.1 15.6 

 （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・・・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または地域における売上高であります。 

 

（訂正後） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 73,046 39,297 112,343 

Ⅱ 連結売上高（千円）   644,626 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.3 6.1 17.4 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 173,872 42,324 216,196 

Ⅱ 連結売上高（千円）   1,180,771 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.7 3.6 18.3 

 （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・・・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または地域における売上高であります。 
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