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1.  22年8月期の連結業績（平成21年9月1日～平成22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）であるため、21年8月期及び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。 

(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 ％

22年8月期 2,931 ― △850 ― △914 ― △2,192 ―
21年8月期 4,501 ― △888 ― △913 ― △1,644 ―

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 ％ ％ ％

22年8月期 △24,871.65 ― △133.3 △29.8 △29.0
21年8月期 △20,141.35 ― △49.5 △20.6 △19.7

（参考） 持分法投資損益 22年8月期  △57百万円 21年8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

22年8月期 1,805 571 30.5 6,234.92
21年8月期 4,338 2,772 63.1 31,197.91

（参考） 自己資本   22年8月期  550百万円 21年8月期  2,739百万円

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

22年8月期 677 △1,045 △143 104
21年8月期 282 △2,615 1,364 619

2.  配当の状況 

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 ％ ％

21年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年8月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23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）

 

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

1,247 △36.1 △167 ― △170 ― △168 ― △1,560.59

通期 3,248 10.8 124 ― 119 ― 99 ― 915.01



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） 

（注）詳細は、27ページ「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」をご覧ください。 

(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） 22年8月期 88,245株 21年8月期 87,815株
② 期末自己株式数 22年8月期  0株 21年8月期  0株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年8月期の個別業績（平成21年9月1日～平成22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）であるため、21年8月期及び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。 

(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 ％

22年8月期 2,257 ― △418 ― △399 ― △2,978 ―
21年8月期 3,966 ― △287 ― △270 ― △974 ―

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

22年8月期 △33,799.25 ―
21年8月期 △11,937.40 ―

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 1,668 633 37.5 7,090.21
21年8月期 4,517 3,604 63.1 40,958.75

（参考） 自己資本 22年8月期  625百万円 21年8月期  3,596百万円

2.  23年8月期の個別業績予想（平成22年9月1日～平成23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）

※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

787 △49.9 △79 ― △76 ― △143 ― △1,330.39

通期 1,790 △20.7 27 ― 32 ― 20 ― 185.84



（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、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

しを起点とした回復の動きが続きました。ただし、国内需要の低迷やデフレが継続していることに加えて、内外に

おいて景気対策の効果や在庫復元の動きが一巡するなかで円高の進行や海外経済の減速が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、平成21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（*１）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」（*２）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、当事業に関連

するキャリアグループとの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することといたしました。

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契約締結に至らなかった

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、当連結会計年度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、連結子会社である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）」（*３）を使用した統合ＥＣフルフィルメントサービスは、ＥＣ顧客４社に提供しており、アパレルブラ

ンドの公式ＥＣサイトやＥＣ通販サイトをオープンする等、顧客数を徐々に増やしております。 

 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、当連結会計年度においては営業損失850百万円を計上

いたしました。 

 また、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、既存製品群の資産の

うち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対し減損処理を行うこととし、

ソフトウェア償却費706百万円を特別損失として計上いたしました。また同様に、メディア事業におけるソフトウェ

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減損損失261百万円を計上

し、さらに持分法適用関連会社に対する債権について貸倒引当金繰入額337百万円を特別損失として計上いたしまし

た。 

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は2,931百万円、営業損失は850百万円、経常損失は914百万円、当期

純損失は2,192百万円となりました。 

  

 なお、平成22年９月６日付発表の「業務提携および第三者割当増資による新株式発行と筆頭株主および主要株主

の異動並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ」のとおり、スマートフォン向けのアプリマーケット（*

４）事業の事業展開を推進していた当社は、アプリマーケット事業の早急な展開を目指していたＧＭＯインターネ

ット株式会社（以下、「ＧＭＯインターネット」という）と資本・業務提携を締結いたしました。今後、両社の得

意分野を活かし、共同でAndroidアプリマーケット事業を展開する予定です。当事業においては、他社との差別化を

図り、後発ながら優位性を確保するために、コンテンツの著作権を保護する技術を導入いたします。この技術を活

用することにより、コンテンツプロバイダーの許諾を得ない違法な複製などの問題を解決し、質の高いコンテンツ

を市場に提供することができるものと考えております。   

 また、平成22年９月27日付発表の「株式会社フュートレックとの資本・業務提携に関するお知らせ」のとおり、

当社は、株式会社フュートレック（以下、「フュートレック」という）と資本・業務提携を締結いたしました。今

１．経営成績



後、当社の「VIVID UI」を始めとするＵＩソリューション技術と携帯電話への実装実績のあるフュートレックの高

性能音声認識ソリューション及びＵＩソリューションを融合させることによって、次世代ユーザーインターフェー

スを開発し、端末及び使用環境に依存せず、どのユーザーにとっても、より便利で、使いやすい操作環境を実現し

てまいる予定です。 

  

 当連結会計年度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」（*５）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」（*６）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、当期においては、主要キャリア各社とのラ

イセンス契約を進め、ソフトバンクモバイル株式会社との契約締結に続き、平成22年6月に株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ、平成22年８月にＫＤＤＩ株式会社（以下、「ＫＤＤＩ」という）とライセンス契約を締結いたしまし

た。「絵文字Lite」搭載機種数は平成22年８月末時点で35機種と順調に増えており、キャリア契約により幅広い携

帯電話端末に搭載される見込みです。また、「VIVID Communicator」（*７）をベースにＫＤＤＩ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。 

 海外展開においては、連結子会社Acrodea Korea, Inc.を拠点に、グローバルメーカー向けに製品開発・ライセン

ス提供を行い、拡販を目指しておりますが、見込んでいた新規ライセンス案件が契約締結に至りませんでした。ま

た、異なるプラットフォーム上でのアプリケーションストアを実現する「VIVID Runtime」を使ったグローバル市場

における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、当事業に関連するキャリアグループとの

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することとし、当該製品「VIVID Runtime」を使った今

後の事業展開につきましては、上述のとおり、ＧＭＯインターネットと共同でAndroidアプリマーケット事業を展開

する計画です。 

 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ております。 

 以上の結果、ミドルウェア事業における売上高は2,586百万円、営業損失は550百万円となりました。 

  

（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20百万円、営業損失は49百万円となりました。 

  

（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現在４顧客にご利用いただき、14サイトのバックヤード支

援を行っております。引き続き、新規顧客の獲得やコストの見直し等を行い早期黒字化を推進しております。  

 以上の結果、ＥＣ事業における売上高は325百万円、営業損失は267百万円となりました。 

   

 所在地別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

（日本） 

 日本においては、当社グループのコア製品である「VIVID UI」やその他のミドルウェア製品のライセンス販売、

及び関連する受託開発をキャリア及びメーカー向けに行ってまいりました。 

 また、当社連結子会社であるＡＭＳが行うＥＣ事業については、既存顧客に対するサービス提供を行っており、

さらなる顧客獲得に向け積極的な営業活動を行っております。 

 以上の結果、売上高は2,602百万円、営業損失は718百万円となりました。 

  

（韓国） 

 韓国においては、当社連結子会社であるAcrodea Korea, Inc.を拠点に主に韓国のグローバルメーカー向けに当社

グループのミドルウェア製品のライセンス販売及び受託開発を行っておりますが、当期に見込んでおりました案件



の進捗が計画通りとならず、当期業績への寄与が予想を下回りました。一方、韓国のキャリアであるSK Telecomの

先端ＩＣＴ体験館の専用端末向けのＧＵＩアプリケーションの開発やSamsung Electronics Co., Ltd.向けに携帯

端末向け３Ｄゲームの開発を行い採用されました。 

 以上の結果、売上高は367百万円、営業損失は85百万円となりました。 

  

（米国） 

 米国においては、当社連結子会社であるAcrodea America, Inc.を拠点に、「VIVID Runtime」を中心とするビジ

ネス展開に向けた体制の構築に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、売上高は16百万円、営業損失は52百万円となりました。 

  

 なお、前連結会計年度は決算期変更に伴い17ヶ月の変則決算となりましたので、前期比は記載しておりません。 

  

（当社グループの次期の見通し） 

当社は、フィーチャーフォンの販売台数の成長鈍化やスマートフォンの急速な成長等、当社グループの関連する

携帯電話市場における環境変化に対応すべく、従前より複数製品ポートフォリオ化戦略、端末販売台数に依存しな

いサービスからレベニューシェアを得るビジネスモデルの導入、グローバル展開の強化による売上拡大を施策とし

て進めてまいりましたが、次期より、ミドルウェア事業の製品ポートフォリオ化戦略については、高収益のライセ

ンス製品に絞り込む選択と集中戦略に方針を転換することといたしました。また、同事業の受託部門においては事

業規模を拡大はしないものの事業基盤を支えるため安定的な収益源として位置付けております。 

さらに、以前より注力しておりました次世代の事業の中心軸である端末販売台数に依存しない収益モデルの開

発・導入については大きくは２つの事業に集約しております。 

一つはBtoBtoC型ビジネスであるAndroidアプリマーケット事業への参入です。事業化へのスピードアップや事業

開発の確実性を高めるべく平成22年９月６日にＧＭＯインターネットと資本業務提携を締結いたしました。アプリ

マーケット事業はiPhoneの成功を受けて多くの事業者が参入をしているマーケットですが、市場規模も大きく後発

参入でも差別化によりビジネスチャンスは大きいものと想定しております。携帯電話向けソフトウェア技術を持ち

キャリアとのコネクションの強い当社とクラウド技術とサービスソリューション経験の豊富なＧＭＯインターネッ

トが事業提携することにより、かつ新たにＤＲＭ技術を共同開発することでマーケットの差別化を図り、キャリア

との協力体制の下、市場参入する予定です。 

もう一つは当社連結子会社ＡＭＳにおいて開始したＥＣフルフィルメントサービス事業です。現在ＥＣ顧客４社

へサービス提供を行っており、徐々に顧客数を増やしております。今後もセールス活動のスピードアップを図り、

顧客数を増やし、ユーザーの声をサービスに反映させレベルアップを図りながら事業基盤を固める所存です。 

グローバル展開におきましては、グローバル携帯電話メーカーがある韓国を中心に従来のミドルウェアライセン

スを販売することはもとより、今後は韓国子会社が開発するソフトウェア製品自体をグローバルに販売していく予

定であります。 

  

 これらの状況をふまえ、平成23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3,248百万円（前期比10.8％増）、営業利益124百万円（前期は営業損

失850百万円）、経常利益119百万円（前期は経常損失914百万円）、当期純利益99百万円（前期は当期純損失2,192

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1,790百万円（前期比20.7％減）、営業利益27百万円（前期は営業損失

418百万円）、経常利益32百万円（前期は経常損失399百万円）、当期純利益20百万円（前期は当期純損失2,978百万

円）を見込んでおります。 

  

※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。 

  



（注）当社グループの製品の概要について  

*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．「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。 

*３．「EXREGZIO」 

 当サービスは、当社連結子会社である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。 

*４．「アプリマーケット」 

 アプリケーションマーケットプレイス。アプリやコンテンツの開発者が販売やプロモーション等を可能とするモ

バイルデバイス向けコンテンツやアプリケーションの流通市場。 

*５．「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 

なグラフィクスから、より高度な３DグラフィクスやFlash Lite（*a）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（*b）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。 

*a．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。 

*b．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。 

*６．「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。 

*７．「VIVID Communicator」 

 当製品は、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み、文字・画像・音が一体化したユーザ

ーオリジナルのコンテンツを簡単に作成でき、様々なメディアで共有できます。  

  

（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、前連結会計年度に比べ2,533百万円減の1,805百万円となりました。 

 流動資産は現金及び預金、売掛金の減少等により1,080百万円減少し、449百万円となりました。（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）。 

 固定資産は営業方針の見直しによる自社利用のソフトウェアの減損及び販売目的のソフトウェアの追加償却等によ

り1,452百万円減少し、1,356百万円となりました。負債は、未払金の減少等により331百万円減少し、1,234百万円と

なりました。純資産につきましては、利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度に比べ2,201百万円減少

し、571百万円となりました。  

  

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、104百万円となりました。 

 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677百万円となりました。これは主に、減価償却費1,125百万円及び売上債権の減少

額287百万円等の収入があった一方、税金等調整前当期純損失2,199百万円及び法人税等の支払額28百万円等の支出に

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1,045百万円となりました。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770百万円、貸付による支出375百万円、投資有価証券の売却による収入111百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は143百万円となりました。これは長短期借入金の純減少額135百万円及び、ストック

オプションの行使による株式発行による収入10百万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、将来的に配当実施の実現を目指し

ております。  

  

（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、当社グループ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。 

  

①共同開発・協業・提携について 

 当社グループ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

  平成21年８月期 平成22年８月期  

自己資本比率（％）  63.1  30.5

時価ベースの自己資本比率（％）  134.4  135.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  3.1  1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  13.3  45.2



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、当社グループ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費用化を行うこととしておりますが、その場合には

区 分 平成21年８月31日現在 平成22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  4,501,797  100.0  2,931,548  100.0

    販売手数料  463,537  10.3  225,095 7.7 



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

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22年８月31

日現在、未行使残高が1,000個（10,000株）となっております。これにより平成22年８月31日現在における当社の潜

在株比率は15.52％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。 

 なお、このうち、未行使残高として存在していた1,000個（10,000株）の第１回新株予約権については、平成22年

９月22日付で全部を取得し消却を行っております。 

   



(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、当連結会計年度においては、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特別損失を計上した結果、当期純

損失2,192百万円と大幅な損失を計上する結果となったことから、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。当社グループの関連する携帯電話業界においては、市場の急激な変化により引き

続き当社業績の成長も鈍化傾向にあり、早急に対策が必要な状況にあります。 

 当該状況の解消を図るべく当社グループとして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、事業の再構築等の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。 

 なお、当社は、平成22年９月６日、ＧＭＯインターネットと資本・業務締結を締結し、第三者割当による新株の発

行を決定いたしました。本件第三者割当により、22,000株の新株式の発行を９月22日に実施し、運転資金及びＧＭＯ

インターネットとのアプリマーケット事業展開にあたり新規事業開発資金として631百万円を調達し、財務状況の改

善を図っております。 



  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、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ＡＭＳにおいて、コンテンツ開発支援等を行う「メディア事業」並びに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」を行っております。 

  

 [事業系統図] 

 当社グループの収益の柱である「ミドルウェア事業」においては、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）を行っております。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得ております。また、公式サイト向

けにコンテンツ支援を行っております。 

 また、「ＥＣ事業」においては、ＡＭＳが開発したＥＣバックヤードシステム「エグレジオ」を利用した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。 

  

①経営理念  

 当社の社名である「Acrodea」とは、ギリシャ語のAkrosを語源とする、「 高の・・・」を示す英語の接頭辞で

ある「Acro-」、それに「発想」を意味する英単語である「idea」を組み合わせた造語であり、そのものズバリ、

「 高の発想を持った集団」である私たち自身を表しています。私たちは、「 高の発想」をもってビジネスを推

進し、人に優しい技術及びサービスの実現により、豊かで快適な社会を目指します。 

  

②経営方針 

１．BtoB型から、BtoBtoC型に移行したモノづくり 

２．現行製品ポートフォリオについての投資に関して選択と集中を行う 

３．ユーザーに認知してもらえるBtoBtoC型サービスの確立 

４．内部管理体制とコーポレート・ガバナンスの強化 

５．グローバル企業としての体制の確立 

  

（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収益性の高い製品への選択と集中 

 当社グループは、ミドルウェア事業において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おりますが、今後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

構築し、収益性の向上を図ってまいります。 

   

③共同事業開発による事業リスクの低減と迅速な事業化 

 当社グループは、ミドルウェア事業において自社製品開発を行っておりますが、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。また、新規の

事業開発におきましても、同分野の事業を目指す企業と経営リソースを相互に持ち寄り補完することで、事業リス

クを分散し、開発費の軽減を実現するとともに事業化のスピードアップを図り、早期の収益貢献に結び付けてまい

ります。 

  

３．経営方針



④アライアンス強化による事業ドメインの拡大 

 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確保及び事業領域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。 

 平成23年８月期より、中長期的な成長を見込み、新たに事業パートナーとアプリマーケット事業を展開してまい

ります。  

  

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・サービスを提供してまいります。 

  

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

るライセンス販売及び受託開発を行っております。韓国を拠点とするAcrodea Korea, Inc.においては、韓国グロー

バルメーカー向けに独自に製品開発を行い、製品を提供することで、当社グループのグローバル戦略の中心的役割

を担っております。 

 当社グループは、これらの子会社と綿密な連携をとり、効率的なグローバル展開を図ってまいります。 

  

⑦内部管理体制とコーポレートガバナンスの強化 

 当社グループは、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。 

   

（4）会社の対処すべき課題 

 当社グループにおきましては、不適切な会計処理の再発防止のための改善措置の実施が当面の 大の課題である

と認識しておりますが、それと同時に、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おります。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まいります。 

  

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・ 適化等を行っており、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います。 

 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。 

  

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。 

  

⑥開示書類に関する法令遵守の整備及び再発防止策の実施 

 当社は、当社子会社であるＡＭＳ及び当社において不適切な会計処理の発生に伴い、第６期第３四半期報告書を

金融商品取引法第24条に定める法定提出期限内に提出することが出来ず提出が遅延することとなり、また、平成20

年３月期から平成22年８月期に係る有価証券報告書等の訂正報告書を提出することとなったため、提出遅延の再発

防止策及び開示書類に関する法令遵守体制の整備等の施策に取り組んでおります。 

 以下のとおり、今後の再発防止策として、企業風土の醸成・意識改革や当社グループにおける経営監視機能の強

化、業務プロセス改革と管理体制の整備等、様々な施策に取り組んでおりますが、今後も継続して改善措置を実施

してまいります。 

   

 i.企業風土の醸成・意識改革 

不適切な会計処理が生じた一因として、リスク管理及びコンプライアンス意識が欠如していたことが挙げられ

ることから、次の措置を講じることにいたします。 

ア．リスク管理意識の向上 

再発防止にあたっては、当社及びグループ会社のすべての役職員のリスク管理意識を高く維持することが不

可欠であり、そのためには各分野において、判断能力を有する者による判断が不可欠と考えております。毎年

内部統制委員会において、当社及びグループ会社の事業に関するリスクの洗い出しとコントロールについての

評価検討、見直しを行い実効性のあるものにしてまいります。 

また、リスク管理についての啓蒙活動及び教育等については、管理部、内部監査室等による内部研修や外部

の弁護士、会計士等の専門家による研修について検討・実施し、リスク管理意識の向上を図ってまいります。

イ．コンプライアンス意識の向上 

上場会社の役職員であることの再認識、社会的責任、義務等について啓蒙活動を行い、利益追求だけではな

く、投資家のための責任ある事業活動を行おうとする企業風土を醸成すべく、役職員向けのコンプライアンス

教育について検討・実施し、コンプライアンス意識の向上を図ってまいります。 

また、行動規範等の指針の見直しを行うとともに、関連する事項についての方針についても検討を行い、役

職員を対象に説明会を実施し周知徹底を図ってまいります。 

  

 ⅱ.経営・業務管理体制等の強化 

不適切な会計処理が生じた一因として、当社の経営・業務管理体制等が十分ではなかったことが挙げられるこ

とから、次の措置を講じることにいたします。 

ア．取締役会による監視の実効性の確保 

  取締役会における相互牽制の実効性を高めるために社外取締役の増員について検討いたします。また、取締

役会における充実した審議を確保するために、付議、報告にあたり、提出すべき資料及び情報についてリスト

化しておりますが、再度見直し検討を行うとともに、書類の不備が発生しないよう、周知徹底を図ります。 

  さらに、現在運用としては開始していますが、事前承認を原則とすること、万が一事後承認となる場合に

は、上程資料等に事後承認議案である旨及びその理由を記載すること、可能な限り事前説明を行うことを規程

化し、かかる運用の徹底を図ります。  

イ．監査役指摘事項への対応 

取締役会における監査役からの指摘事項については、指摘事項一覧表を作成し改善の進捗管理を行い、管掌

の取締役が主体となって徹底的な実態調査と発見された不備についての改善を行い、原則3ヶ月以内に改善結

果を取締役会で報告する体制を構築するとともに、規程の見直しを行います。 

ウ．グループ会社管理体制の強化 



グループ会社に対する管理体制の更なる強化を図るべく、チェックすべき項目及び頻度を業務マニュアル等

として策定したうえで、実効的な管理を行える業務処理体制を構築してまいります。 

あわせまして、グループ会社の管理部と当社管理部において定期的にミーティングを開催し、情報共有や問

題認識等を行うとともに、管理部において、グループ会社における職務権限の行使状況について、経営会議及

び取締役会への上程議案一覧を突き合わせ、上程漏れがないかを確認するとともに、職務権限一覧に沿った稟

議申請を行い決裁を得ているかを確認する方法等により定期的なモニタリングを実施し、その結果を内部監査

室に報告することとします。      

エ．業務管理・運営体制の強化 

当社においては、内部統制委員会規程を平成22年１月に施行し、当社グループにおける業務改善を進めてお

りますが、未だ不十分な点もありますので、以下の改善を実施してまいります。 

（ア）与信管理及び取引実体の確認 

取引を開始する際、現状当社では、調査会社の評点を基に与信管理を行っておりますが、今後は、新

規取引先の紹介者や取引開始経緯を確認するとともに、取引先の規模に応じて実在性や支払い能力の確

認をする等、実効性のある与信管理を行うことができる体制を構築いたします。 

また、特に重要な資産の購入、販売に当たって、金額の妥当性について十分な検討を行うと共に、納

品物については、社内の別担当者によるダブルチェックを必須とする体制を構築してまいります。 

さらに、上記体制の構築に合わせまして、取引先について反社会的勢力との繋がりがない旨の確認に

ついて規程化するとともに、取引に関連する与信管理規程、外注管理規程、購買管理規程、販売管理規

程等の規程見直し及び業務フローの見直しを行い、実効性のある社内規程業務マニュアル等の整備を実

施してまいります。  

（イ）帳票等の受領、作成及び資料保管の徹底 

ＡＭＳにおいては、稟議書等の重要な社内文書の作成、帳票等の受領、各資料の保管について不十分

な点があるため、各種業務マニュアル及び文書管理規程をはじめとする社内規程の再検討並びに業務フ

ローの再構築を早急に実施してまいります。   

  

 （5）その他、会社の経営上重要な事項 

  当社は、平成20年３月期から平成22年８月期第２四半期までの決算数値において、当社及び当社子会社ＡＭＳの

一部取引における不適切な会計処理について修正し、平成22年８月27日に修正対象期間の有価証券報告書等の訂正

報告書を関東財務局に提出、東京証券取引所へ過年度決算短信等の訂正開示を行っております。また、東京証券取

引所より、過年度決算短信等を訂正したことに関して、平成22年８月13日付で有価証券上場規程第502条第１項の規

定に基づき、「改善報告書」の提出を求められておりましたが、平成22年８月27日付けにて「改善報告書」を提出

しております。 

 今後、不適切な会計処理が再発することのないよう、上述の「（４）対処すべき課題 ⑥開示書類に関する法令

順守の整備及び再発防止策の実施」のとおり、グループ全体において再発防止に取り組んでまいります。 

  



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21年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  629,237 ※1  109,260

受取手形及び売掛金 402,530 127,527

営業未収入金 － 94,566

仕掛品 65,375 41,794

その他 436,890 108,708

貸倒引当金 △4,290 △32,587

流動資産合計 1,529,743 449,270

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 54,567 62,876

減価償却累計額 △18,870 △28,424

建物及び構築物（純額） 35,696 34,452

機械装置及び運搬具 11,378 3,053

減価償却累計額 △4,316 △1,374

機械装置及び運搬具（純額） 7,061 1,679

工具、器具及び備品 117,490 128,512

減価償却累計額 △75,469 △98,755

工具、器具及び備品（純額） 42,021 29,757

有形固定資産合計 84,779 65,888

無形固定資産   

のれん 18,962 3,119

ソフトウエア 2,269,548 ※1  998,472

ソフトウエア仮勘定 79,452 97,897

その他 37 13

無形固定資産合計 2,367,999 1,099,502

投資その他の資産   

長期貸付金 － 337,423

投資有価証券 150,826 84,965

長期未収入金 48,204 －

差入保証金 126,808 －

繰延税金資産 3,664 －

その他 56,172 153,618

貸倒引当金 △29,315 △384,959

投資その他の資産合計 356,359 191,048

固定資産合計 2,809,138 1,356,439

資産合計 4,338,881 1,805,709



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,541 25,700

短期借入金 677,400 703,870

1年内償還予定の社債 18,000 5,000

未払金 500,158 314,670

未払法人税等 28,401 7,250

その他 143,097 152,029

流動負債合計 1,381,599 1,208,521

固定負債   

社債 5,000 －

長期借入金 162,500 －

繰延税金負債 1,495 －

退職給付引当金 － 25,957

その他 15,543 －

固定負債合計 184,538 25,957

負債合計 1,566,137 1,234,479

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,607 2,206,982

資本剰余金 2,065,807 2,071,182

利益剰余金 △1,480,040 △3,672,103

株主資本合計 2,787,374 606,061

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 △50,700 △55,861

評価・換算差額等合計 △47,730 △55,861

新株予約権 8,000 8,000

少数株主持分 25,100 13,029

純資産合計 2,772,744 571,230

負債純資産合計 4,338,881 1,805,709



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 4,501,797 2,931,548

売上原価 2,755,729 2,044,758

売上総利益 1,746,067 886,789

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  2,635,017 ※1, ※2  1,736,914

営業損失（△） △888,949 △850,125

営業外収益   

受取利息 4,593 4,365

受取配当金 1,039 742

物品売却益 － 7,239

その他 2,282 3,618

営業外収益合計 7,915 15,965

営業外費用   

支払利息 20,561 13,969

為替差損 2,671 7,914

株式交付費 8,905 297

持分法による投資損失 － 57,535

その他 769 156

営業外費用合計 32,908 79,873

経常損失（△） △913,942 △914,034

特別利益   

持分変動利益 － 19,956

投資有価証券売却益 － 39,516

固定資産売却益 － ※4  194

特別利益合計 － 59,667

特別損失   

固定資産除却損 ※3  941 －

固定資産売却損 － 480

投資有価証券評価損 343,513 －

減損損失 － ※5  261,834

ソフトウェア償却費 70,876 706,675

貸倒引当金繰入額 － ※6  337,423

不適切取引損失 174,280 －

その他 ※7  15,303 ※7  38,649

特別損失合計 604,914 1,345,062

税金等調整前当期純損失（△） △1,518,857 △2,199,429

法人税、住民税及び事業税 92,826 1,781

法人税等還付税額 △16,492 －

法人税等調整額 47,152 2,169

法人税等合計 123,486 3,951

少数株主利益 2,137 △11,318

当期純損失（△） △1,644,480 △2,192,062



（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20年４月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,945,495 2,201,607

当期変動額   

新株の発行 256,112 5,375

当期変動額合計 256,112 5,375

当期末残高 2,201,607 2,206,982

資本剰余金   

前期末残高 1,809,695 2,065,807

当期変動額   

新株の発行 256,112 5,375

当期変動額合計 256,112 5,375

当期末残高 2,065,807 2,071,182

利益剰余金   

前期末残高 164,440 △1,480,040

当期変動額   

当期純損失（△） △1,644,480 △2,192,062

当期変動額合計 △1,644,480 △2,192,062

当期末残高 △1,480,040 △3,672,103

株主資本合計   

前期末残高 3,919,630 2,787,374

当期変動額   

新株の発行 512,225 10,750

当期純損失（△） △1,644,480 △2,192,062

当期変動額合計 △1,132,255 △2,181,312

当期末残高 2,787,374 606,061

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 2,970

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,403 △2,970

当期変動額合計 8,403 △2,970

当期末残高 2,970 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 △8,212 △50,700

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42,488 △5,160

当期変動額合計 △42,488 △5,160

当期末残高 △50,700 △55,861



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △13,646 △47,730

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,084 △8,130

当期変動額合計 △34,084 △8,130

当期末残高 △47,730 △55,861

新株予約権   

前期末残高 － 8,000

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 8,000

少数株主持分   

前期末残高 － 25,100

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,100 △12,070

当期変動額合計 25,100 △12,070

当期末残高 25,100 13,029

純資産合計   

前期末残高 3,905,984 2,772,744

当期変動額   

新株の発行 512,225 10,750

当期純損失（△） △1,644,480 △2,192,062

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △984 △20,200

当期変動額合計 △1,133,240 △2,201,513

当期末残高 2,772,744 571,230



（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20年４月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,518,857 △2,199,429

減価償却費 1,071,366 1,125,314

減損損失 － 261,834

ソフトウエア償却費 70,876 706,675

のれん償却額 14,328 11,571

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33,606 383,940

受取利息及び受取配当金 △5,633 △5,107

支払利息 20,561 13,969

為替差損益（△は益） 22,706 1,770

株式交付費 8,905 297

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） 343,513 10,935

持分法による投資損益（△は益） － 57,535

有形固定資産売却損益（△は益） － 285

持分変動損益（△は益） － △19,956

売上債権の増減額（△は増加） 533,758 287,206

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,238 21,928

仕入債務の増減額（△は減少） △84,644 11,152

未払又は未収消費税等の増減額 27,449 54,479

その他 33,236 31,407

小計 605,413 716,295

利息及び配当金の受取額 5,633 3,966

利息の支払額 △21,198 △14,973

法人税等の支払額 △323,490 △28,154

法人税等の還付額 16,492 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 282,850 677,134

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 △697

定期預金の払戻による収入 － 5,082

有形固定資産の取得による支出 △61,216 △22,071

無形固定資産の取得による支出 △2,324,056 △770,767

投資有価証券の取得による支出 △156,009 △20,000

投資有価証券の売却による収入 － 111,468

敷金及び保証金の差入による支出 △14,032 －

貸付けによる支出 － △375,000

その他 △49,952 26,176

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,615,808 △1,045,808



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22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 498,519 10,572

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 89,082

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 △225,000

社債の償還による支出 △18,000 △18,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,364,619 △143,345

現金及び現金同等物に係る換算差額 △62,694 △3,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,031,032 △515,045

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期末残高 ※  619,262 ※  104,217



  

継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

──────  当社グループは、前連結会計年度において営業損失888

百万円、当期純損失1,644百万円を計上し、当連結会計年

度においても営業損失850百万円、当期純損失2,192百万

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、当連結会計年度においては、売上計画の大

幅な未達により営業損失となり、また、第３四半期累計

期間において、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、大幅な当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製品に選択・集中したミドルウ

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アプリマーケット事業の

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。スマートフォン向けのア

プリマーケット事業においては、本格的な展開に向け、

平成22年９月６日に締結しましたＧＭＯインターネット

株式会社との業務・資本提携により推進してまいりま

す。 



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

   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行う予定です。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、人件費の削減を実施しております。

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、当社は、平成22年９月６日、ＧＭＯインターネ

ット株式会社と資本・業務締結を締結し、第三者割当に

よる新株の発行を決定いたしました。本件第三者割当に

より、22,000株の新株式の発行を９月22日に実施し、運

転資金及びＧＭＯインターネット株式会社とのアプリマ

ーケット事業展開にあたり新規事業開発資金として631百

万円を調達し、財務状況の改善を図っております。 

 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、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

財務諸表に反映しておりません。 



  

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20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22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  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、

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. 

  

  

  

         

２．持分法の適用に関する事項 ──────  持分法適用の関連会社数 １社 

関連会社の名称 

株式会社ナッティ  

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 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ヶ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ヶ月間を連結しておりま

す。 

 連結子会社の決算日 

 株式会社ＡＭＳ         ８月31日 

 Acrodea America,Inc.      ６月30日 

 Acrodea Korea,Inc.       ７月31日 

 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。  

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 

 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を採用しておりま

す。 

  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（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。 

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20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 （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（１～３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)に基づく定額法を採用

しております。 

②無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

  ③投資その他の資産 

 長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

③投資その他の資産 

 長期前払費用 

 同左 

  （３）繰延資産の処理方法 

   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 

   株式交付費 

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。 

（４）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

  （５）重要な収益及び費用の計上基準 

────── 

（５）重要な収益及び費用の計上基準 

受注製作のソフトウエアに係る収益及び費用の

計上基準 

イ 当連結会計年度末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる契約 

  工事進行基準（契約の進捗率の見積りは原 

  価比例法） 

ロ その他の契約 

  工事完成基準  

（会計方針の変更） 

 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）を適

用し、当連結会計年度に着手した受託開発契約

から、当連結会計年度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。 



  

  

  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 （６）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）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 

同左 

  （７）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

（７）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約 

 ヘッジ対象…外貨建取引 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ヘッジ方針 

 金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘ

ッジを行っております。 

③ヘッジ方針 

同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間

において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして

判断しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  （８）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。 

（８）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年間の定額法を採用

しております。 

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 

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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在 

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必

要な修正を行っております。 

 当該変更による損益に与える影響はありません。 

────── 



  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22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。 

  

１.前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「営業未収入金」は、当連結会計

年度において、資産の総額の100分の5を超えたため、

区分掲記することといたしました。 

  なお、前連結会計年度末の「営業未収入金」は

137,964千円であります。 

２.前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期

未収入金」（当連結会計年度末の残高は47,536千円）

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。

３.前連結会計年度まで区分掲記しておりました「差入

保証金」（当連結会計年度末の残高は80,525千円）

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。

４.前連結会計年度まで固定負債の「その他」に含めて

表示しておりました「退職給付引当金」は、当連結会

計年度において、重要性が増したため、区分掲記する

ことといたしました。 

  なお、前連結会計年度末の「退職給付引当金」は

15,543千円であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

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。 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  （連結損益計算書）  

────── 

  

  

  

  

 （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。 

１.前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資

有価証券評価損」（当連結会計年度は10,935千円）

は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、

特別損失「その他」に含めて表示することにしまし

た。 

   

１．投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金及び保

証金の差入による支出」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」含まれている

「敷金及び保証金の差入による支出」は△5,833千円

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21年８月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年８月31日） 

    

※１ 担保に供している資産 

 上記、現金及び預金は、連結子会社Acrodea 

Korea,Inc.の法人カード作成に伴う担保でありま

す。 

現金及び預金 千円 4,644

   計 千円 4,644

※１ 担保に供している資産 

 上記、現金及び預金は、法人カード作成に伴う担

保であり、ソフトウェアについては、借入金の担保

であります。 

現金及び預金 千円 5,043

ソフトウェア 千円 47,843

   計 千円 52,887

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22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 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 14,328  

 貸倒引当金繰入額 33,606  

 役員報酬 215,297 千円 

 給料手当 456,887  

 販売手数料 225,095  

 減価償却費 34,471  

 のれん償却額 11,571  

 貸倒引当金繰入額 46,517  

※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 

  7,151 千円   － 千円 

 ※３ 固定資産除却損の内訳は、工具、器具及び備品

千円、ソフトウェア 千円であります。 

152

789

          ────── 

   ※４ 固定資産売却益の内訳は、車両運搬具 千円、 

    工具器具備品 千円であります。 

192

1

   ※５ 減損損失の内訳   

      以下の資産について減損損失を計上しました。 

当グループは、減損損失の算定にあたって、他

の資産又は資産グループのキャッシュ・フローか

ら概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す

小単位によって資産のグループ化を行っておりま

す。 

 経営戦略の見直しにより、回収可能価額が著し

く低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、特別損失に計上しております。 

用途 種類 場所 減損損失 

ミドルウェア

事業 

ソフトウェア 

（自社利用） 
東京都目黒区 58,035千円

長期前払費用 東京都目黒区 58,888千円

メディア事業 のれん 東京都目黒区 10,093千円

ＥＣ事業 
ソフトウェア 

（自社利用）
東京都目黒区 134,816千円



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

  回収可能価額の算定方法 

  当資産の回収可能価額は使用価値を零として減

損損失を測定しております。   

──────  ※６ 貸倒引当金繰入額は、関係会社への貸付金に対す

るものであります。 

 ※７ 特別損失その他の内訳は、賃貸借契約解約損  

       千円、ゴルフ会員権評価損 千円であ 

    ります。 

12,003 3,300

 ※７ 特別損失その他の内訳は、不適切取引損失

千円、投資有価証券評価損 千円でありま

す。 

27,714

10,935



前連結会計年度（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     株 

新株予約権の行使による増加         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。 

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22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     株 

新株予約権の行使による増加          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。 

（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  79,080  8,735  ―  87,815

合計  79,080  8,735  ―  87,815

2,735

6,000

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  87,815  430  ―  88,245

合計  87,815  430  ―  88,245

430

－



３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．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。 

  

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

ファイナンス・リース取引 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

ファイナンス・リース取引 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

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    10,000   －   －   10,000  8,000

 合計  －    10,000    －    －    10,000  8,000

（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20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22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21年８月31日）  （平成22年８月31日）

  

 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

 現金及び預金勘定 千円109,260

 預金期間が３か月を超える定期 

 預金 
千円△5,043

 現金及び現金同等物 千円104,217

（リース取引関係）



  当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、短期的かつリスクの少ない商品に限定しており、投機的な取引は行いません。また、短期

的な運転資金を銀行借入により調達しております。 

(2）金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、一部海外で事業を行

うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。 

 長期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されております。  

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。 

 短期借入金及び1年内償還予定の社債は、主に運転資金に係る資金調達であります。 

(3)金融商品に係るリスク管理体制 

 ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、営業債権について当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行  

うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念を早期に把握するように努めております。 

 ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒され

ていますが、四半期ごとに時価や発行体（取引先企業）の財務状況の把握を行っております。 

 ③資金調達に係る流動性リスク（支払い期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

 当社グループは、各社において資金繰計画表を作成・更新することにより流動性リスクを管理しておりま

す。  

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年8月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（注）２.

参照）。  

営業未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

  

（金融商品関係）

  
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

（1）現金及び預金   109,260  109,260  －

（2）受取手形及び売掛金   124,464  124,464      

（3）営業未収入金  94,566        －

    貸倒引当金  △8,831        －

   85,735  85,735  －

（4）長期貸付金  337,423            

    貸倒引当金  △337,423            

   －  －  －

  資産計  319,461  319,461  －

（1）支払手形及び買掛金  25,700  25,700  －

（2）短期借入金  703,870  703,870  －

（3）1年内償還予定の社債  5,000  5,000  －

（4）未払金  314,670  314,670  －

（5）未払法人税等  7,250  7,250  －

   負債合計  1,056,492  1,056,492  －



（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項  

資産 

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

（3）営業未収入金、（4）長期貸付金 

これらのうち、貸倒懸念債権について、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保による回収見込

額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見

積額を控除した金額に近似しており、当該帳簿価額をもって時価としております。 

負債 

（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金、（3）1年内償還予定の社債（4）未払金、（5）未払法人税等  

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。  

  

      ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品  

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりま

せん。 

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債権は取引所の価格又は取引金融機関等から

提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価

証券関係」をご参照ください。 

  

 ３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

  長期貸付金の連結貸借対照表額は、持分法仕訳による金額37,576千円を消去しております。   

  

（追加情報） 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

   

区分  貸借対照表計上額（千円） 

 投資有価証券（非上場株式）  84,965

  
1年以内 
（千円） 

1年超 
5年以内 
（千円） 

 現金及び預金  109,260  －

 受取手形及び売掛金  127,527  －

 営業未収入金  94,566  －

 長期貸付金  －  375,000

 合計  331,354  375,000



前連結会計年度（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 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、 千円の減損処理をおこなっております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

１．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

  

２．減損処理を行った有価証券 

  当連結会計年度において、投資有価価証券（その他有価証券の株式）について 千円の減損処理をおこ

 なっております。 

       

（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

超えるもの 

株式  19,602  22,572  2,970

合計  19,602  22,572  2,970

29,357

  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

314,155

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 111,468  39,516  －

10,935



１．取引の状況に関する事項 

  
２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成21年８月31日） 

期末残高がないため、該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（平成22年８月31日） 

期末残高がないため、該当事項はありません。  

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為

替予約取引等であります。 

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。 

  

(2）取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

  

  

(3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権

債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保

を図る目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 … 為替予約 

ヘッジ対象 … 外貨建取引 

ヘッジ方針 

 金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを

行っております 

ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを有

しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識してお

ります。 

  

  

  

(5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

  

  

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。 

  



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 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。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

 退職給付債務の算定に当たっては、簡便法を採用しております。 

  

３．退職給付費用に関する事項  

 退職給付費用の算定に当たっては、簡便法を採用しております。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 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。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

 退職給付債務の算定に当たっては、簡便法を採用しております。 

  

３．退職給付費用に関する事項  

 退職給付費用の算定に当たっては、簡便法を採用しております。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。 

  

（退職給付関係）

  退職給付債務 千円 15,543

  退職給付引当金 千円 15,543

  勤務費用 千円 15,543

  退職給付費用 千円 15,543

  退職給付債務 千円 25,957

  退職給付引当金 千円 25,957

  勤務費用 千円 17,366

  退職給付費用 千円 17,366



前連結会計年度（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 

  

（ストック・オプション等関係）

  
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  220

権利確定    －  －  －

権利行使    －  －  －

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）  －  －



当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22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 20株 普通株式  5,300株 普通株式 4,420株 

付与日 平成17年８月25日 平成17年９月27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10月１日    

至平成28年９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  220

権利確定    －  －  －

権利行使    －  －  －

失効    －  －  －

未行使残    360  20  220

    
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    －  －  －

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    10  1,550  1,810

権利確定    －  －  －

権利行使    －  430  －

失効    －  －  －

未行使残    10  1,120  1,810



  

    
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    155

権利確定    －

権利行使    －

失効    －

未行使残    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）  －  －  －

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）  －  67,200  －

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）  －



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22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） 

繰越欠損金 394,573

投資有価証券 87,139

減価償却費 78,367

貸倒引当金 13,674

未払事業税 4,945

その他 12,720

 繰延税金資産小計 591,420

 評価性引当額 △587,756

 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

繰越欠損金 826,568

投資有価証券 59,993

減価償却費 386,060

貸倒引当金 185,189

未払事業税 1,900

その他 21,135

 繰延税金資産小計 1,480,848

 評価性引当額 △1,480,848

 繰延税金資産合計 －

      

      

      

      

 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）

固定資産－繰延税金資産  3,664

固定負債－繰延税金負債  1,495

  （千円）

固定資産－繰延税金資産  －

固定負債－繰延税金負債  －

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  

  

 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。 

  

 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20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

（共通支配下の取引等） 

事業譲渡 

（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的 

   を含む取引の概要 

  ① 事業譲渡日 

    平成20年５月１日 

  ② 対象となった事業の名称及びその事業の内容 

   事業の名称   連結財務諸表提出会社の韓国支社におけるミドルウェア事業 

   事業の内容   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の販売及び提供 

  ③ 企業結合の法的形式 

   当社を譲渡元とし、Acrodea Korea,Inc.（平成20年10月13日、Acrodea Mobile Solution,Inc.より社名 

 変更）を譲渡先とする事業譲渡 

  ④ 結合後企業の名称 

   変更はありません。 

  ⑤ 取引の目的を含む取引の概要 

   当社グループの製品群の販売拡大に寄与すると考えられる韓国市場に対して、韓国支社を閉鎖し韓国に 

 て現地法人化することで、より現地に根付いた営業及び開発活動に転換し、当社グループとして韓国市場 

 への販売戦略の強化を目指すため、韓国現地法人を設立しました。 

（2）実施した会計処理の概要 

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分 

  離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基づき、 

  共通支配下の取引として会計処理しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

該当事項はありません。  

（企業結合等関係）



前連結会計年度（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．事業区分の追加 

 ＥＣ事業は、当連結会計年度より連結子会社ＡＭＳが行っている事業であり、当該セグメントを新設してお

ります。 

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、 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。  

  

（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） 

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  4,222,255  69,973  209,568  4,501,797  －  4,501,797

(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  4,226,755  69,973  209,568  4,506,297  (4,500)  4,501,797

営業費用  4,680,742  133,655  602,178  5,416,577  (25,830)  5,390,747

営業利益又は営業損失（△）  △453,986  △63,682  △392,610  △910,279  21,330  △888,949

Ⅱ 資産、減価償却費及び   

  資本的支出 
            

  資産  3,154,959  173,088  811,044  4,139,092  199,789  4,338,881

  減価償却費  936,129  74,354  98,106  1,108,590  －  1,108,590

  資本的支出  1,816,271  73,885  563,354  2,453,511  －  2,453,511

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  

494,514



当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22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．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．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、 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。 

５．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  2,586,067  20,409  325,070  2,931,548  －  2,931,548

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  2,586,067  20,409  325,070  2,931,548  －  2,931,548

営業費用  3,136,501  69,702  592,869  3,799,073  (17,400)  3,781,673

営業利益又は営業損失（△）  △550,434  △49,292  △267,798  △867,525  17,400  △850,125

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

  損失及び資本的支出資産  
            

  資産  2,421,091  1,212  471,934  2,894,237  (1,088,528)  1,805,709

  減価償却費  1,718,120  25,697  115,993  1,859,811  －  1,859,811

  減損損失  116,924  10,093  134,816  261,834  －  261,834

  資本的支出  749,602  11,272  5,424  766,299  －  766,299

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、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  

61,473



前連結会計年度（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、 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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22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、 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  4,164,172  273,122  64,502  4,501,797  －  4,501,797

(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  4,241,484  665,044  68,130  4,974,659  (472,862)  4,501,797

  営業費用  4,964,149  609,529  201,863  5,775,542  (384,795)  5,390,747

  営業利益又は営業損失（△）  △722,664  55,515  △133,732  △800,882  (88,067)  △888,949

Ⅱ 資産   3,647,584  205,361  47,223  3,900,169  438,712  4,338,881

494,514

  
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  2,587,943  327,586  16,017  2,931,548  －  2,931,548

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 14,868  40,403  －  55,271  (55,271)  －

計  2,602,812  367,990  16,017  2,986,819  (55,271)  2,931,548

  営業費用  3,321,184  453,102  68,508  3,842,795  (61,121)  3,781,673

  営業利益又は営業損失（△）  △718,371  △85,112  △52,491  △855,975  5,850  △850,125

Ⅱ 資産   1,615,174  115,211  24,812  1,755,198  50,510  1,805,709

61,473



前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22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・・・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又は地域における売上高であります。 

  

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）  1,080,320  65,299  48,868  1,194,488

Ⅱ 連結売上高（千円）        4,501,797

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 24.0  1.5  1.1  26.5

  アジア 米国 ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  359,990  2,746  153,030  515,767

Ⅱ 連結売上高（千円）        2,931,548

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 12.2  0.1  5.2  17.6



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

(追加情報)  

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。 
  
１．関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

  該当事項はありません。 
  
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引 

  該当事項はありません。 
  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

(追加情報)  

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。 
  
１．関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

  連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注）１．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等は、発行会社の財政状態に基づき評価額を決定しております。 

     

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引 

  該当事項はありません。 
  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  該当事項はありません。 

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内
容 

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(百万円)

役員 堤 純也 － － 当社代表取
締役社長 

（被所有）
直接  
9.5% 

ゴルフ会員
権の譲受 

ゴルフ会
員権の譲
受 

22,857 ゴルフ会員
権 22,857



（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20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

 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、潜在株式は存在するものの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 31,197.91

１株当たり当期純損失金額 円 △20,141.35

 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、潜在株式は存在するものの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 6,234.92

１株当たり当期純損失金額 円 △24,871.65

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
   至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 

   至 平成22年８月31日） 

１株当たり当期純損失金額（△）            

当期純損失（△）（千円）  △1,644,480  △2,192,062

普通株主に帰属しない金額（千円）  －      

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △1,644,480  △2,192,062

期中平均株式数（株）  81,647  88,135

             

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）  －  －

（うち新株予約権）  －  －

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 個） 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第４回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第８回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第10回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第14回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第15回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第１回新株予約権（第三者割

当）（新株予約権の数 個） 

  

360

20

220

10

1,550

1,810

155

1,000

 第２回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第４回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第８回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第10回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第14回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第15回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第１回新株予約権（第三者割

当）（新株予約権の数 個） 

  

360

20

220

10

1,120

1,810

155

1,000



  

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 

  至 平成22年８月31日） 

（株式会社ナッティの持分法適用関連会社化について） 

 当社連結子会社である株式会社ＡＭＳは、平成21年９月29日の取締

役会において、株式会社ナッティ（平成21年８月31日株式取得）に対

して資金融資することを決議し、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すが、より強固

な関係構築とＥＣ事業推進を進めるため、株式取得及び融資を実施し

ました。 

 （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 大株主及び持株数 

 ⑧ 当社との関係 

   資本関係：当社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 
   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 
   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 

 （3）融資の概要 

 ① 融資金額  65百万円 

 ② 融資実行日 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％）  

(第三者割当増資及びＧＭＯインターネット株式会社との業務提携） 

 当社は、平成22年９月６日開催の取締役会において、ＧＭＯインタ

ーネット株式会社との資本業務提携に関する契約を締結すること及び

第三者割当により株式を発行することを決議し、平成22年９月22日に

払込手続きが完了いたしました。 

（1）第三者割当増資 

  ①発行新株式数     普通株式22,000株 

  ②発行価額       １ 株につき金28,690円 

  ③発行価額の総額    631,180,000円 

  ④資本金及び資本準備金組入額  

   資本金        315,590,000円（１株につき14,345円）

    資本準備金      315,590,000円（１株につき14,345円） 

  ⑤募集方法             第三者割当の方法による。 

  ⑥申込期日       平成22年９月22日 

  ⑦払込期日       平成22年９月22日 

  ⑧割当先及び割当株式数 ＧＭＯインターネット株式会社 

              22,000株  

  ⑨資金使途       スマートフォン向けアプリマーケット 

              事業のソフトウェア開発資金及び運転 

                           資金 

（2）業務提携  

 スマートフォン向けのアプリマーケット事業の事業展開を推進して

いた当社は、アプリマーケット事業の早急な展開を目指していたＧＭ

Ｏインターネット株式会社と資本・業務提携を締結いたしました。今

後、両社の得意分野を活かし、共同でAndroidアプリマーケット事業

を展開する予定であります。 

  



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 494,514 61,473

売掛金 ※1  397,139 114,267

仕掛品 42,969 14,936

前払費用 48,257 7,389

関係会社短期貸付金 240,000 120,000

その他 3,607 13,274

貸倒引当金 △4,290 △3,393

流動資産合計 1,222,198 327,947

固定資産   

有形固定資産   

建物 37,540 39,846

減価償却累計額 △15,129 △20,665

建物（純額） 22,411 19,181

車両運搬具 3,150 －

減価償却累計額 △2,750 －

車両運搬具（純額） 399 －

工具、器具及び備品 96,053 104,604

減価償却累計額 △69,424 △87,883

工具、器具及び備品（純額） 26,628 16,720

有形固定資産合計 49,439 35,902

無形固定資産   

のれん 12,968 3,119

ソフトウエア 1,751,402 ※3  723,640

ソフトウエア仮勘定 82,067 83,691

その他 37 13

無形固定資産合計 1,846,476 810,464

投資その他の資産   

投資有価証券 118,416 52,558

関係会社株式 1,042,976 141,280

関係会社長期貸付金 50,000 1,038,456

ゴルフ会員権 － 25,557

差入保証金 112,801 62,618

長期未収入金 48,204 47,536

長期前払費用 53,472 －

その他 2,700 －

貸倒引当金 △29,315 △874,224

投資その他の資産合計 1,399,254 493,782

固定資産合計 3,295,169 1,340,148

資産合計 4,517,367 1,668,096



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  17,216 25,700

短期借入金 ※2  600,000 ※2  691,370

1年内償還予定の社債 18,000 5,000

未払金 ※1  137,626 ※2  203,816

未払費用 62,996 25,855

未払法人税等 12,615 6,067

未払消費税等 40,184 30,786

仮受金 － 21,000

預り金 16,169 14,585

その他 2,764 10,237

流動負債合計 907,575 1,034,420

固定負債   

社債 5,000 －

固定負債合計 5,000 －

負債合計 912,575 1,034,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,607 2,206,982

資本剰余金   

資本準備金 2,065,807 2,071,182

資本剰余金合計 2,065,807 2,071,182

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △673,592 △3,652,489

利益剰余金合計 △673,592 △3,652,489

株主資本合計 3,593,822 625,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,970 －

評価・換算差額等合計 2,970 －

新株予約権 8,000 8,000

純資産合計 3,604,792 633,675

負債純資産合計 4,517,367 1,668,096



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 3,966,442 2,257,331

売上原価 2,073,985 1,276,496

売上総利益 1,892,457 980,835

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  2,180,159 ※1, ※2  1,399,516

営業損失（△） △287,701 △418,680

営業外収益   

受取利息 ※5  23,219 ※5  17,207

受取配当金 ※5  51,039 742

関係会社業務受託収入 21,330 17,400

その他 2,060 442

営業外収益合計 97,649 35,793

営業外費用   

支払利息 13,516 10,990

社債利息 543 129

株式交付費 8,905 297

為替差損 56,650 5,387

その他 750 2

営業外費用合計 80,365 16,807

経常損失（△） △270,418 △399,695

特別利益   

投資有価証券売却益 － 39,516

固定資産売却益 － ※6  194

事業譲渡益 ※5  3,960 －

特別利益合計 3,960 39,711

特別損失   

固定資産除却損 ※3  941 －

投資有価証券評価損 343,513 －

関係会社株式評価損 167,944 928,737

減損損失 － ※7  116,924

ソフトウェア償却費 70,876 722,089

貸倒引当金繰入額 － 826,687

その他 ※4  15,303 ※4  10,935

特別損失合計 598,579 2,605,375

税引前当期純損失（△） △865,037 △2,965,359

法人税、住民税及び事業税 76,786 13,537

法人税等還付税額 △16,492 －

法人税等調整額 49,321 －

法人税等合計 109,615 13,537

当期純損失（△） △974,652 △2,978,896



 （注） 

  

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22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    1,035,540  35.5  698,223  63.2

Ⅱ 外注費    1,491,679  51.1  213,565  19.3

Ⅲ 経費 ※２  390,108  13.4  192,314  17.4

当期総製造費用    2,917,329  100.0  1,104,103  100.0

期首仕掛品たな卸高    101,414        42,969      

他勘定受入高 ※３  813,286        922,431      

合計    3,832,030        2,069,504      

期末仕掛品たな卸高    42,969        14,936      

他勘定振替高 ※４  1,715,075        778,071      

当期売上原価    2,073,985        1,276,496      

  
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22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 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

支払手数料 110 千円

地代家賃 79,902 千円

旅費交通費 20,816 千円

ＥＤＰ費  11,517 千円

※３ 他勘定受入高の内訳 ソフトウェア償却費 813,286 千円 ソフトウェア償却費 922,431 千円

※４ 他勘定振替高の内訳 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   

  1,677,904 千円

研究開発費への振替高 － 千円

販売促進費への振替高 69,131 千円

ソフトウェア仮勘定への振替高   

  708,940 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20年４月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,945,495 2,201,607

当期変動額   

新株の発行 256,112 5,375

当期変動額合計 256,112 5,375

当期末残高 2,201,607 2,206,982

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,809,695 2,065,807

当期変動額   

新株の発行 256,112 5,375

当期変動額合計 256,112 5,375

当期末残高 2,065,807 2,071,182

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 301,060 △673,592

当期変動額   

当期純損失（△） △974,652 △2,978,896

当期変動額合計 △974,652 △2,978,896

当期末残高 △673,592 △3,652,489

株主資本合計   

前期末残高 4,056,250 3,593,822

当期変動額   

新株の発行 512,225 10,750

当期純損失（△） △974,652 △2,978,896

当期変動額合計 △462,427 △2,968,146

当期末残高 3,593,822 625,675

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 2,970

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,403 △2,970

当期変動額合計 8,403 △2,970

当期末残高 2,970 －



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － 8,000

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 8,000

純資産合計   

前期末残高 4,050,816 3,604,792

当期変動額   

新株の発行 512,225 10,750

当期純損失（△） △974,652 △2,978,896

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,403 △2,970

当期変動額合計 △446,024 △2,971,116

当期末残高 3,604,792 633,675



  

継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

──────  当社は、前事業年度において営業損失287百万円、当

期純損失974百万円を計上し、当事業年度においても営

業損失418百万円、当期純損失2,978百万円の大幅な損失

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、当事業年度においては、売上計画の大幅な未達によ

り営業損失となり、また、第３四半期累計期間におい

て、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、大幅な当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製品に選択・集中したミドルウ

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アプリマーケット事業の

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。スマートフォン向けのア

プリマーケット事業においては、本格的な展開に向け、

平成22年９月６日に締結しましたＧＭＯインターネット

株式会社との業務・資本提携により推進してまいりま

す。 



  

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

   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行う予定です。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、人件費の削減を実施しております。

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、当社は、平成22年９月６日、ＧＭＯインターネ

ット株式会社と資本・業務締結を締結し、第三者割当に

よる新株の発行を決定いたしました。本件第三者割当に

より、22,000株の新株式の発行を９月22日に実施し、運

転資金及びＧＭＯインターネット株式会社とのアプリマ

ーケット事業展開にあたり新規事業開発資金として631百

万円を調達し、財務状況の改善を図っております。  

 以上のとおり、前事業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、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財

務諸表には反映しておりません。 



  

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22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を採用し

ております。 

（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を採用し

ております。 

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（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。 

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）  

 当事業年度より「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。 

  

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 

      

  （２）無形固定資産 

のれん 

 定額法（５年）を採用しておりま

す。 

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）投資その他の資産 

長期前払費用 

定額法 

（３）投資その他の資産 

長期前払費用 

同左 



項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

４．繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理して

おります。 

株式交付費 

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。 

貸倒引当金 

同左 

  

７．収益及び費用の計上基準 ────── 受注製作のソフトウエアに係る収益及び

費用の計上基準 

イ 当連結会計年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる契約 

  工事進行基準（契約の進捗率の見積 

  りは原価比例法） 

ロ その他の契約 

  工事完成基準  

（会計方針の変更） 

 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）を適

用し、当連結会計年度に着手した受託開

発契約から、当連結会計年度末までの進

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。 

８．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。 

（１）ヘッジ会計の方法 

同左 

  （２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建取引 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左  

  

  （３）ヘッジ方針 

金融収支改善のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。 

（３）ヘッジ方針 

同左 

  

  （４）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  

９．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 



  

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

  （損益計算書） 

────── 

  

 前事業年度まで区分掲記しておりました「投資有価証

券評価損」（当事業年度は10,935千円）は、特別損失

の総額の100分の10以下となったため、特別損失の

「その他」に含めて表示することにしました。  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年８月31日） 

当事業年度 
（平成22年８月31日） 

※１ 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 4,725

流動負債   

買掛金 千円 7,272

未払金 千円 46,711

  

※２ 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。 

※２ 偶発債務 

次の関係会社等について、金融機関からの借入

及び取引先への未払債務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 － 

  

※３ 担保に供している資産 

 上記、ソフトウェアについては、借入金の担保で

あります。 

保証先 金額（千円） 内容 

株式会社ＡＭＳ  12,500 借入債務 

株式会社ＡＭＳ  63,420 未払債務 

計  75,920 － 

ソフトウェア      千円 47,843



（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

 ※１  販売費に属する費用のおおよその割合は ％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は ％

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。 

46

54

 ※１  販売費に属する費用のおおよその割合は ％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は ％

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。 

37

63

 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 33,606   

 役員報酬 151,642 千円 

 給料手当 349,236   

販売手数料 231,892   

支払報酬 124,143   

業務委託費 80,719   

のれん償却額 9,849   

減価償却費 28,222   

貸倒引当金繰入額 17,323   

 ※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 

 ※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

  － 千円 

 ※３ 固定資産除却損の内訳は、工具、器具及び備品

千円、ソフトウェア 千円であります。  152 789

────── 

 ※４ 特別損失その他の内訳は、賃貸借契約解約損

千円、ゴルフ会員権評価損 千円であり

ます。 

12,003 3,300

 ※４ 特別損失その他の内訳は、投資有価証券評価損

千円であります。 10,935

 ※５ 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。 

 ※５ 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   

 受取利息 16,936 千円 

         

         

──────   ※６ 固定資産売却益の内訳は、車両運搬具 千円、 

    工具、器具及び備品 千円であります。 

192

1

──────  ※７ 減損損失の内訳   

 以下の資産について減損損失を計上しました。  

当社は、減損損失の算定にあたって、他の資産

又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね

独立したキャッシュ・フローを生み出す 小単位

によって資産のグループ化を行っております。 

 経営戦略の見直しにより、回収可能価額が著し

く低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、特別損失に計上しております。 

回収可能価額の算定方法 

  当資産の回収可能価額は使用価値を零として減

損損失を測定しております。 

用途 種類 場所 減損損失 

ミドルウェア

事業 

ソフトウェア 

（自社利用） 
東京都目黒区 58,035千円

長期前払費用 東京都目黒区 58,888千円



前事業年度（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。 
  

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22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。 
  

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 ファイナンスリース取引  

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

前事業年度（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。 
  

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 子会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式141,280千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、記載しておりません。  

  

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年８月31日） 

 １連結財務諸表等（１）連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

  

当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 該当事項はありません。 

（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）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22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） 

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 60,757

貸倒引当金 13,674

未払事業税 4,218

その他 2,925

 繰延税金資産小計 386,725

 評価性引当額 △386,725

繰延税金資産合計 －

繰越欠損金 390,783

投資有価証券 59,993

関係会社株式 446,240

減価償却費 317,057

貸倒引当金 357,102

未払事業税 1,537

その他 4,500

 繰延税金資産小計 1,577,215

 評価性引当額 △1,577,215

繰延税金資産合計 －

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 

  

 当事業年度は、税引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。 

  

 当事業年度は、税引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20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

 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、潜在株式は存在するものの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 40,958.75 円

１株当たり当期純損失金額 △11,937.40 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、潜在株式は存在するものの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 7,090.21 円

１株当たり当期純損失金額 △33,799.25 円

  
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

１株当たり当期純損失金額（△）            

 当期純損失（△）（千円）  △974,652  △2,978,896

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －      

 普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △974,652  △2,978,896

 期中平均株式数（株）  81,647  88,135

             

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）  －  －

  （うち新株予約権）  －  －

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 個） 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第４回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第８回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第10回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第14回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第15回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第１回新株予約権（第三者割

当）（新株予約権の数 個） 

  

360

20

220

10

1,550

1,810

155

1,000

 第２回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第４回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第８回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第10回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第14回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第15回新株予約権（新株予約権

の数 個） 

 第１回新株予約権（第三者割

当）（新株予約権の数 個） 

  

360

20

220

10

1,120

1,810

155

1,000



  

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

────── (第三者割当増資及びＧＭＯインターネット株式会社との業務提携） 

 当社は、平成22年９月６日開催の取締役会において、ＧＭＯインタ

ーネット株式会社との資本業務提携に関する契約を締結すること及び

第三者割当により株式を発行することを決議し、平成22年９月22日に

払込手続きが完了いたしました。 

（1）第三者割当増資 

  ①発行新株式数     普通株式22,000株 

  ②発行価額       １ 株につき金28,690円 

  ③発行価額の総額    631,180,000円 

  ④資本金及び資本準備金組入額  

   資本金        315,590,000円（１株につき14,345円）

    資本準備金      315,590,000円（１株につき14,345円） 

  ⑤募集方法             第三者割当の方法による。 

  ⑥申込期日       平成22年９月22日 

  ⑦払込期日       平成22年９月22日 

  ⑧割当先及び割当株式数 ＧＭＯインターネット株式会社 

              22,000株  

  ⑨資金使途       スマートフォン向けアプリマーケット 

              事業のソフトウェア開発資金及び運転 

                           資金 

（2）業務提携  

 スマートフォン向けのアプリマーケット事業の事業展開を推進して

いた当社は、アプリマーケット事業の早急な展開を目指していたＧＭ

Ｏインターネット株式会社と資本・業務提携を締結いたしました。今

後、両社の得意分野を活かし、共同でAndroidアプリマーケット事業

を展開する予定であります。 



    内容が定まった時点で開示いたします。  

６．その他

(1）役員の異動



   該当事項はありません。  

(2）その他
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