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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21年11月30日） 

※決算期変更により、平成21年8月期は、17ヶ月変則決算（平成20年4月1日～平成21年8月31日）となりましたので、前年同四半期の数値は、平成20年4
月1日～6月30日までの期間の数値です。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

22年8月期第1四半期 1,335 149.2 92 ― 77 ― 96 ―
21年8月期第1四半期 536 88.0 △167 ― △168 ― △113 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年8月期第1四半期 1,100.21 1,054.83
21年8月期第1四半期 △1,426.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年8月期第1四半期 5,093 3,570 69.4 40,250.63
21年8月期 5,042 3,476 68.3 39,211.06

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  3,534百万円 21年8月期  3,443百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
※当社では、当面は安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るとともに、新製品開発投資及び今後の事業展開に備え内部留保の充実を優
先させていただく方針としており、従来より配当を実施しておらず、当期に関しましても無配とさせていただく予定です。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年8月期 ― ― ― ― ―
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想）
― ― ― ―

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

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
※決算期変更により、平成21年8月期は、17ヶ月変則決算（平成20年4月1日～平成21年8月31日）となりましたので、平成22年8月期の対前期増減率につ
いては記載しておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,200 ― 30 ― 7 ― △60 ― △654.47

通期 5,000 ― 370 ― 320 ― 100 ― 1,090.79



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

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

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第1四半期 87,815株 21年8月期  87,815株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  ―株 21年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 87,815株 21年8月期第1四半期 79,868株



 当第１四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）におけるわが国経済は、アジアをは

じめとする海外経済の回復や景気対策の効果もあり、持ち直しの動きが続きましたが、経済活動や企業収益の水準は

なお金融危機以前の水準を大きく下回っているため、企業の設備投資計画が慎重であるほか、雇用情勢は依然として

厳しく、国内需要の低迷やデフレが引き続き懸念される状況にあります。 

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

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

規携帯端末販売台数は減少傾向にあります。しかしながら、当社グループのミドルウェア製品群の供給先である国内

携帯電話メーカー各社の前連結会計年度における急激な経営環境の悪化による大幅な開発投資抑制については、その

後、投資抑制の緩和が継続的にみられるようになりました。 

 一方、海外においては、景気低迷の影響により携帯電話市場の成長速度は鈍化傾向がみられるものの、当社の取引

先である韓国のグローバルメーカー各社の業績は堅調に推移しています。また、中国など新興国においては通信環境

が整備されつつあり、今後の当社製品の成長市場のひとつと見込んでおります。 

 このような状況の下、当社グループでは、複数製品ポートフォリオ化や端末販売台数に依存しない収益モデルの導

入、国内と比較し成長余地の高いグローバル市場への積極的な展開、また新たな収益の柱として前連結会計年度に開

始したＥＣ事業における共同パートナーとの事業展開の推進等、ビジネスリスクの分散化と中長期的な成長に向けた

施策を実行してまいりました。また、当社グループは、前第５四半期から実施している経営改善施策として、特にミ

ドルウェア事業における受託原価率の厳格な管理や販売管理費の削減等を行い、収益性の確保を図ってまいりまし

た。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は、1,335百万円（前年同四半期は536百万円）、営業利益

は92百万円（前年同四半期は167百万円の営業損失）、経常利益は77百万円（前年同四半期は168百万円の経常損

失）、四半期純利益は96百万円（前年同四半期は113百万円の四半期純損失）となりました。 

 なお、前連結会計年度は３月から８月への決算期変更により、平成20年４月１日から平成21年８月31日までの17ヶ

月間の変則決算となりましたので、前年同四半期の数値は、平成20年４月から６月までの期間となります。  

  

 当第１四半期連結会計期間における事業別売上高は、下記のように推移いたしました。 

（ミドルウェア事業） 

 自社製品開発販売部門においては、国内外においてキャリア及びメーカーに対し、「VIVID UI」をはじめ複数の製

品をライセンス提供してまいりました。また、前連結会計年度に開発完了した新製品「絵文字Lite」は、新たにソフ

トバンクモバイル株式会社に対しライセンス提供を開始いたしました。 

 受託開発部門においては、国内外ともに売上は順調に推移し、受託原価率についても計画より改善いたしました。

 また、今後の共同事業展開を目的とし、ミドルウェア事業における共同パートナーと販売目的ソフトウェアに係る

権利の一部譲渡を含む契約を締結いたしました。 

 当社グループでは、今後も複数製品ポートフォリオの深耕に加え、携帯電話販売台数の増減に依存しないユーザー

のサービス利用に応じたレベニューシェアモデルなど複数の収益モデルの導入、並びにグローバル市場への積極的な

展開等により、ビジネスリスクの分散とさらなる成長力を高めていく予定です。 

 以上の結果、ミドルウェア事業における売上高は1,240百万円、営業利益は216百万円となりました。 

 なお、平成21年12月に発表のとおり、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「ドコモ」という）と共同開発

した「インターホン連携システム」に対応したドコモの2009年度冬春モデル「docomo PRIME series N-02B」（NEC

製）が発売開始されました。また、当社連結子会社であるAcrodea Korea, Inc.において開発した新製品「Alive 

Phone Mate」は、韓国Samsung Electronics Co., Ltd.に「3D Motion Photo」機能として採用され、平成21年11月よ

り発売された「Corby（SPH-W9000）」に搭載されました。 

   

（メディア事業）  

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

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7百万円、営業損失は20百万円となりました。 

  

（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「EXREGZIO

(以下、「エグレジオ」という）」を使用したＥＣフルフィルメントサービスは順調に推移しております。 

 引き続き、共同パートナーとの事業展開によりＥＣの早期成長を推進するとともに、「エグレジオ」等資産のオフ
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バランス化による償却費負担の軽減や財務状況の改善を 優先課題として推進しております。 

 以上の結果、ＥＣ事業における売上高は87百万円、営業損失は109百万円となりました。 

 なお、平成21年12月に発表のとおり、株式会社パークのサーフィン関連ショップに「エグレジオ」が採用され、平

成22年春のサービス開始に向け準備を行っております。今後もさらに新規顧客の獲得に努めてまいります。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ51百万円増の5,093百万円となりました。流動資産

は、売掛金の増加及び仕掛品の増加等により380百万円増加し、1,910百万円となりました。固定資産は、販売目的の

ソフトウェア一部権利譲渡及び投資有価証券に対する評価損の計上等により、329百万円減少し、3,182百万円となり

ました。負債は、借入金の返済が進んだこと等により、前連結会計年度末に比べ42百万円減少し、1,523百万円とな

りました。純資産は、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ93百万円増加し、3,570百万円

となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

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

129百万円減少し、490百万円となりました。当第１四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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ165百万円収入が減少し、123百万円の収入となりました。

これは主に、減価償却費の増加405百万円、税金等調整前四半期純利益108百万円計上（前年同期は169百万円の税金

等調整前四半期純損失）したこと、売上債権の増加額993百万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）  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ480百万円支出が減少し、221百万円の支出となりました。

これは主に、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出が、前年同期に比

べそれぞれ331百万円及び150百万円減少したこと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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ361百万円収入が減少し、28百万円の支出となりました。

これは主に、長期借入による収入が、前年同期に比べ300百万円減少したことによるものであります。 

  

 当第１四半期連結会計期間の業績は、概ね予定通りに推移しており、現時点で平成21年10月15日に公表いたし 

ました業績予想に変更はありません。 

 国内外における携帯電話市場及び業界環境が変化する中、当社グループでは複数製品ポートフォリオ戦略、収益モ

デルの多様化によるビジネスリスクの分散を図るとともに、持続的な成長に向け、国内市場でのライセンス販売の拡

大に努める一方で成長余地の高いグローバル市場において新規開拓を推進しております。より強固な経営基盤の構築

を推進し、引き続き高い成長を目指すとともに連結業績の達成に向け努めてまいります。 

  

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況等の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

  

 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理  

 ①固定資産の減価償却の算定方法 

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

 によっております。 

 ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測やタッ 
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３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

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

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用



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

 おります。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

１．持分法の適用に関する事項の変更 

 持分法適用関連会社 

 ① 持分法適用関連会社の変更 

   当第１四半期連結会計期間より、株式会社ナッティに融資を実行したことにより、会社の財務方針等に対 

  して重要な影響を与えることとなったため、持分法適用の範囲に含めております。 

 ② 変更後の持分法適用関連会社の数 

  １社  

２．会計処理基準に関する事項の変更 

 受注製作のソフトウエアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更 

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

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

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

１四半期連結会計期間に着手した受託開発契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成

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

発については工事完成基準を適用しております。 

 これによる損益へ与える影響はありません。  

  

 前連結会計年度における当社グループを取り巻く経営環境は、世界不況による景気や企業業績の急激な悪化

に、当社グループが関連する携帯電話業界におけるメーカー各社の開発投資の大幅な抑制が重なり厳しい状況と

なりました。 

 当社グループでは、従前より携帯電話の買い替えサイクルの長期化等に起因する端末販売台数の減少への対策

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。前連結会計年度はその移行期でありましたが、これら経営環境の急激な悪化を背景に新

たに開始したＥＣ事業に対する投資負担が重く、前連結会計年度においては864百万円の営業損失を計上するこ

ととなったため、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況そ

の他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。 

 当社グループでは、ミドルウェア事業においては、新規携帯電話端末販売の成長が鈍化傾向にある国内市場だ

けではなく、引き続き当社製品の成長余地の高いグローバル市場を重点的に新規開拓すべく経営戦略を進めてお

ります。新たに前連結会計年度に取引を開始した大手グローバルメーカーへのライセンス供給を加速させるほ

か、高い評価を得ている新規製品である「VIVID Runtime」のグローバル供給の実現に向け、販売体制を強化し

ております。また、ＥＣ事業においては既存顧客への「エグレジオ」を利用したＥＣフルフィルメントサービス

は概ね計画通り推移し、新たな顧客獲得を進めておりますが、国内外の共同パートナーとの事業展開により成長

を加速させるとともに、保有ソフトウェア資産のオフバランス化による償却費負担の軽減や財務基盤の強化を推

進しております。 

 当社グループでは、前第５四半期より経営改善施策を実施し、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推進するとともに、全事業における原価率の厳格な管理や販売管理費の削減等を図ってま

いりました。これらの結果、利益率と財務状況の大幅な改善が見られるようになり、当第１四半期連結会計期間

においては、営業利益が92百万円と黒字転換いたしました。 

 また、機動的な資金調達を可能とするスキームとして、平成21年６月19日付の当社取締役会決議に基づき、平

成21年７月６日に第１回新株予約権（第三者割当）を発行し、７月８日に当該新株予約権の目的である株式の総

数16,000株のうち6,000株を行使し、行使額面総額440百万円の増資を実施いたしました。 

 以上のとおり、経営環境が継続的に改善していること、前連結会計年度に実施した経営改善施策の結果が順調

に現れてきていること、及び新株予約権を用いた柔軟な資金調達スキームを確保していることから、継続企業の

前提に関する重要な不確実性は存在しないものと考えております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 499,728 629,237

受取手形及び売掛金 762,072 402,530

仕掛品 93,559 65,375

その他 571,133 436,890

貸倒引当金 △15,535 △3,694

流動資産合計 1,910,958 1,530,339

固定資産   

有形固定資産 74,405 84,779

無形固定資産   

のれん 48,466 53,928

ソフトウエア 2,559,679 2,937,660

ソフトウエア仮勘定 143,510 79,452

その他 37 37

無形固定資産合計 2,751,693 3,071,078

投資その他の資産   

投資その他の資産 404,318 385,675

貸倒引当金 △47,536 △29,315

投資その他の資産合計 356,781 356,359

固定資産合計 3,182,880 3,512,217

資産合計 5,093,838 5,042,556

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,165 14,541

短期借入金 819,877 677,400

1年内償還予定の社債 14,000 18,000

未払法人税等 16,457 28,401

その他 623,244 643,255

流動負債合計 1,502,745 1,381,599

固定負債   

社債 － 5,000

長期借入金 － 162,500

退職給付引当金 19,222 15,543

その他 1,853 1,495

固定負債合計 21,075 184,538

負債合計 1,523,820 1,566,137



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,201,607 2,201,607

資本剰余金 2,065,807 2,065,807

利益剰余金 △679,750 △776,365

株主資本合計 3,587,664 3,491,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △148 2,970

為替換算調整勘定 △52,907 △50,700

評価・換算差額等合計 △53,055 △47,730

新株予約権 8,000 8,000

少数株主持分 27,408 25,100

純資産合計 3,570,018 3,476,418

負債純資産合計 5,093,838 5,042,556



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 536,145 1,335,966

売上原価 322,707 791,431

売上総利益 213,438 544,535

販売費及び一般管理費 381,012 452,020

営業利益又は営業損失（△） △167,574 92,514

営業外収益   

受取利息 517 306

受取配当金 297 －

その他 － 118

営業外収益合計 814 425

営業外費用   

支払利息 1,107 3,571

為替差損 553 4,976

持分法による投資損失 － 7,082

その他 362 214

営業外費用合計 2,023 15,844

経常利益又は経常損失（△） △168,783 77,094

特別利益   

固定資産売却益 － 192

投資有価証券売却益 － 37,649

特別利益合計 － 37,842

特別損失   

固定資産売却損 － 480

固定資産除却損 789 －

投資有価証券評価損 － 5,999

特別損失合計 789 6,480

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△169,573 108,457

法人税、住民税及び事業税 18,200 6,499

法人税等調整額 △73,826 2,966

法人税等合計 △55,625 9,466

少数株主利益 － 2,375

四半期純利益又は四半期純損失（△） △113,948 96,615



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△169,573 108,457

減価償却費 113,209 518,844

のれん償却額 5,052 5,415

投資有価証券売却損益（△は益） － △37,649

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,999

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 30,061

受取利息及び受取配当金 △814 △306

支払利息 1,107 3,571

為替差損益（△は益） 9,319 △85

株式交付費 362 －

持分法による投資損益（△は益） － 7,082

有形固定資産売却損益（△は益） － 287

売上債権の増減額（△は増加） 635,606 △358,040

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,814 △27,892

仕入債務の増減額（△は減少） △25,197 14,575

未払費用の増減額（△は減少） △42,832 7,198

未払又は未収消費税等の増減額 △8,968 53,694

前受金の増減額（△は減少） 45,725 61,930

その他 △13,665 △254,318

小計 555,145 138,825

利息及び配当金の受取額 814 306

利息の支払額 △1,464 △4,611

法人税等の支払額 △265,454 △11,280

営業活動によるキャッシュ・フロー 289,042 123,239

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 － △25

有形固定資産の取得による支出 △5,102 △5,053

無形固定資産の取得による支出 △547,227 △215,964

投資有価証券の取得による支出 △150,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 90,000

差入保証金の差入による支出 △360 △126

貸付けによる支出 － △105,000

その他の収入 － 14,440

投資活動によるキャッシュ・フロー △702,690 △221,729



（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △1,171

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 － △18,750

社債の償還による支出 － △9,000

株式の発行による収入 32,637 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 332,637 △28,921

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,940 △1,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82,951 △129,198

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,295 619,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,567,343 490,064



 該当事項はありません。 

  

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

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30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、連結子会社ＡＭＳが行っている事業であり、前第３四半期連結会計期間よ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）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ミドルウェア事業

（千円） 
メディア事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

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

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  486,181  49,964  536,145  －  536,145

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

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業
（千円） 

ＥＣ事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  1,240,688  7,988  87,290  1,335,966  －  1,335,966

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,240,688  7,988  87,290  1,335,966  －  1,335,966

営業利益又は営業損失（△）  216,188  △20,410  △109,563  86,214  6,300  92,514

事業区分 事業内容 

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

 メディア事業  携帯サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等 

 ＥＣ事業  ＥＣフルフィルメントサービス  



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

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30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、前第３四半期連結会計期間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。 

   

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

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日)  

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・韓国 

ヨーロッパ・・・スウェーデン、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。  

   

 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

日本 
（千円） 

韓国 
（千円） 

米国 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  1,187,119  148,847  －  1,335,966  －  1,335,966

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  8,273  －  8,273  (8,273)  －

計  1,187,119  157,120  －  1,344,240  (8,273)  1,335,966

  営業利益又は営業損失（△）  92,155  15,589  △18,627  89,116  3,397  92,514

〔海外売上高〕

  アジア ヨーロッパ  計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  100,825  3,027  103,852  

Ⅱ 連結売上高（千円）      536,145  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 18.8  0.6  19.4  

  アジア ヨーロッパ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  164,566  456  165,023

Ⅱ 連結売上高（千円）      1,335,966

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 12.3  0.0  12.4

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	㈱アクロディア（3823）平成22年８月期　第１四半期決算短信: ㈱アクロディア（3823）平成22年８月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


