
   
 

平成 22 年８月 27 日 

 

各 位 

 

東京都目黒区上目黒二丁目１番１号

株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア

代 表 取 締 役 社 長 堤  純 也

(コード番号：3823 東証マザーズ)

問合せ先： 取締役副社長 國吉 芳夫

電話番号： (03 ) 5 7 6 8 - 8 6 0 0 (代 表 ) 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年８月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について 

 

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

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

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

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

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

  

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

表示しております。 

 
以上 

 
（添付）  

・訂正を行う決算短信 

平成 22 年８月 13 日付「平成 22 年８月期 第３四半期決算短信」 

（注）前期との差異にかかる部分の訂正になります。

 



 

サマリー情報 1 ページ 
（訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 22 年８月期第３四半期の連結業績（平成 21 年９月１日～平成 22 年５月 31 日） 
（1）連結経営成績（累計）                     （％表示は対前年同四半期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

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

21 年８月期第３四半期 － － － － － － － －
 

 
１株当たり四半期 

純利益 

潜在株式調整後
１株当たり四半期 

純利益 
 円  銭 円  銭

22 年８月期第３四半期 △20,784.37 － 

21 年８月期第３四半期 － － 

 

（2）連結財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

22 年８月期第３四半期 2,225 947 41.5 10,454.13

21 年８月期 － － － － 

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

 

 

（訂正後） 
（百万円未満切捨て） 

１．平成 22 年８月期第３四半期の連結業績（平成 21 年９月１日～平成 22 年５月 31 日） 
（1）連結経営成績（累計）                     （％表示は対前年同四半期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

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

21 年８月期第３四半期 1,929 － △547 － △601 － △817 －
 

 
１株当たり四半期 

純利益 

潜在株式調整後
１株当たり四半期 

純利益 
 円 銭 円 銭

22 年８月期第３四半期 △20,784.37 － 

21 年８月期第３四半期 △10,164.01 － 

 

（2）連結財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

22 年８月期第３四半期 2,225 947 41.5 10,454.13

21 年８月期 4,338 2,772 63.1 31,197.91 

(参考) 自己資本 22 年８月期第３四半期 922百万円  21 年８月期 2,739百万円 
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８～９ページ 

５．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 239,972 629,237

受取手形及び売掛金 281,075 402,530

仕掛品 51,596 65,375

その他 230,625 436,890

貸倒引当金 △7,250 △3,694

流動資産合計 796,018 1,530,339

固定資産   

有形固定資産 78,188 84,779

無形固定資産   

のれん 5,581 53,928

ソフトウエア 843,459 2,937,660

ソフトウエア仮勘定 266,285 79,452

その他 13 37

無形固定資産合計 1,115,339 3,071,078

投資その他の資産   

長期貸付金 363,021 －

投資その他の資産 283,920 385,675

貸倒引当金 △411,070 △29,315

投資その他の資産合計 235,871 356,359

固定資産合計 1,429,399 3,512,217

資産合計 2,225,418 5,042,556

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,488 14,541

短期借入金 781,250 677,400

1年内償還予定の社債 5,000 18,000

未払金 300,828 －

未払法人税等 4,858 28,401

その他 133,748 643,255

流動負債合計 1,249,174 1,381,599

固定負債   

社債 － 5,000

長期借入金 － 162,500

退職給付引当金 28,871 15,543

その他 － 1,495

固定負債合計 28,871 184,538

負債合計 1,278,045 1,566,137
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,206,982 2,201,607

資本剰余金 2,071,182 2,065,807

利益剰余金 △3,311,101 △776,365

株主資本合計 967,063 3,491,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 2,970

為替換算調整勘定 △44,539 △50,700

評価・換算差額等合計 △44,539 △47,730

新株予約権 8,000 8,000

少数株主持分 16,848 25,100

純資産合計 947,373 3,476,418

負債純資産合計 2,225,418 5,042,556
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（訂正後） 

 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 239,972 629,237

受取手形及び売掛金 281,075 402,530

仕掛品 51,596 65,375

その他 230,625 436,890

貸倒引当金 △7,250 △4,290

流動資産合計 796,018 1,529,743

固定資産   

有形固定資産 78,188 84,779

無形固定資産   

のれん 5,581 18,962

ソフトウエア 843,459 2,269,548

ソフトウエア仮勘定 266,285 79,452

その他 13 37

無形固定資産合計 1,115,339 2,367,999

投資その他の資産   

長期貸付金 342,420 －

投資その他の資産 283,920 385,675

貸倒引当金 △390,468 △29,315

投資その他の資産合計 235,871 356,359

固定資産合計 1,429,399 2,809,138

資産合計 2,225,418 4,338,881

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,488 14,541

短期借入金 781,250 677,400

1年内償還予定の社債 5,000 18,000

未払金 300,828 －

未払法人税等 4,858 28,401

その他 133,748 643,255

流動負債合計 1,249,174 1,381,599

固定負債   

社債 － 5,000

長期借入金 － 162,500

退職給付引当金 28,871 15,543

その他 － 1,495

固定負債合計 28,871 184,538

負債合計 1,278,045 1,566,137
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,206,982 2,201,607

資本剰余金 2,071,182 2,065,807

利益剰余金 △3,311,101 △1,480,040

株主資本合計 967,063 2,787,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 2,970

為替換算調整勘定 △44,539 △50,700

評価・換算差額等合計 △44,539 △47,730

新株予約権 8,000 8,000

少数株主持分 16,848 25,100

純資産合計 947,373 2,772,744

負債純資産合計 2,225,418 4,338,881
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10ページ 

（２）四半期連結損益計算書 

（第３四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円）

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

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

売上高 2,134,648 2,509,811

売上原価 1,145,649 1,700,510

売上総利益 988,998 809,301

販売費及び一般管理費 1,411,378 1,276,010

営業損失（△） △422,380 △466,709

営業外収益   

受取利息 3,099 2,430

受取配当金 668 371

物品売却益 － 7,239

その他 1,986 3,029

営業外収益合計 5,754 13,070

営業外費用   

支払利息 5,139 10,425

為替差損 53,895 5,506

持分法による投資損失 － 52,538

その他 1,238 394

営業外費用合計 60,273 68,865

経常損失（△） △476,899 △522,504

特別利益   

持分変動利益 － 19,956

固定資産売却益 － 192

投資有価証券売却益 － 39,516

特別利益合計 － 59,665

特別損失   

投資有価証券評価損 144,575 10,935

減損損失 － 261,834

ソフトウエア償却費 － 722,300

貸倒引当金繰入額 － 342,420

その他 4,241 28,194

特別損失合計 148,817 1,365,684

税金等調整前四半期純損失（△） △625,716 △1,828,523

法人税、住民税及び事業税 57,236 12,339

法人税等調整額 △200,602 303

法人税等合計 △143,365 12,642

少数株主損失（△） △11,194 △10,104

四半期純損失（△） △471,156 △1,831,061
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（訂正後） 

 

（単位：千円）

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

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

売上高 1,929,648 2,509,811

売上原価 1,072,869 1,700,510

売上総利益 856,778 809,301

販売費及び一般管理費 1,403,878 1,276,010

営業損失（△） △547,100 △466,709

営業外収益   

受取利息 3,099 2,430

受取配当金 668 371

物品売却益 － 7,239

その他 1,986 3,029

営業外収益合計 5,754 13,070

営業外費用   

支払利息 5,139 10,425

為替差損 53,895 5,506

持分法による投資損失 － 52,538

その他 1,238 394

営業外費用合計 60,273 68,865

経常損失（△） △601,619 △522,504

特別利益   

持分変動利益 － 19,956

固定資産売却益 － 192

投資有価証券売却益 － 39,516

特別利益合計 － 59,665

特別損失   

投資有価証券評価損 144,575 10,935

減損損失 － 261,834

ソフトウエア償却費 － 722,300

貸倒引当金繰入額 － 342,420

不適切取引損失 174,280 －

その他 4,241 28,194

特別損失合計 323,097 1,365,684

税金等調整前四半期純損失（△） △924,716 △1,828,523

法人税、住民税及び事業税 57,236 12,339

法人税等調整額 △153,339 303

法人税等合計 △96,102 12,642

少数株主損失（△） △11,194 △10,104

四半期純損失（△） △817,419 △1,831,061
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（第３四半期連結会計期間） 

（訂正前） 

（単位：千円）

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

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

売上高 748,876 557,258

売上原価 527,618 511,635

売上総利益 221,258 45,623

販売費及び一般管理費 497,286 391,031

営業損失（△） △276,028 △345,407

営業外収益   

受取利息 1,007 1,267

為替差益 － 542

物品売却益 － 7,239

その他 1,740 165

営業外収益合計 2,748 9,214

営業外費用   

支払利息 2,735 3,386

為替差損 42,308 －

持分法による投資損失 － 30,951

その他 346 60

営業外費用合計 45,389 34,398

経常損失（△） △318,670 △370,590

特別利益   

持分変動利益 － 19,956

投資有価証券売却益 － 1,866

特別利益合計 － 21,823

特別損失   

投資有価証券評価損 129,357 －

減損損失 － 261,834

ソフトウエア償却費 － 722,300

貸倒引当金繰入額 － 342,420

その他 3,334 27,713

特別損失合計 132,691 1,354,268

税金等調整前四半期純損失（△） △451,361 △1,703,036

法人税、住民税及び事業税 △53 3,701

法人税等調整額 △134,257 297

法人税等合計 △134,309 3,999

少数株主損失（△） △2,066 △5,517

四半期純損失（△） △314,986 △1,701,518
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（訂正後） 

 

（単位：千円）

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

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

売上高 748,876 557,258

売上原価 507,118 511,635

売上総利益 241,758 45,623

販売費及び一般管理費 494,786 391,031

営業損失（△） △253,028 △345,407

営業外収益   

受取利息 1,007 1,267

為替差益 － 542

物品売却益 － 7,239

その他 1,740 165

営業外収益合計 2,748 9,214

営業外費用   

支払利息 2,735 3,386

為替差損 42,308 －

持分法による投資損失 － 30,951

その他 346 60

営業外費用合計 45,389 34,398

経常損失（△） △295,670 △370,590

特別利益   

持分変動利益 － 19,956

投資有価証券売却益 － 1,866

特別利益合計 － 21,823

特別損失   

投資有価証券評価損 129,357 －

減損損失 － 261,834

ソフトウエア償却費 － 722,300

貸倒引当金繰入額 － 342,420

不適切取引損失 149,280 －

その他 3,334 27,713

特別損失合計 281,971 1,354,268

税金等調整前四半期純損失（△） △577,641 △1,703,036

法人税、住民税及び事業税 △53 3,701

法人税等調整額 △80,928 297

法人税等合計 △80,981 3,999

少数株主損失（△） △2,066 △5,517

四半期純損失（△） △494,594 △1,701,518
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △625,716 △1,828,523

減価償却費 408,256 952,643

ソフトウエア償却費 － 722,300

減損損失 － 261,834

のれん償却額 15,156 9,158

投資有価証券売却損益（△は益） － △39,516

投資有価証券評価損益（△は益） 144,575 10,935

固定資産売却損益（△は益） － 288

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,658 364,113

受取利息及び受取配当金 △3,768 △2,802

支払利息 5,475 10,425

為替差損益（△は益） 28,818 993

株式交付費 902 237

持分法による投資損益（△は益） － 52,538

持分変動損益（△は益） － △19,956

売上債権の増減額（△は増加） 875,645 124,503

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,422 16,912

仕入債務の増減額（△は減少） 42,438 8,893

未払費用の増減額（△は減少） △110,502 △32,335

未払又は未収消費税等の増減額 △4,345 60,384

前受金の増減額（△は減少） 19,658 △1,659

その他 114,789 △22,295

小計 944,465 649,074

利息及び配当金の受取額 3,768 1,878

利息の支払額 △5,564 △11,304

法人税等の支払額 △304,304 △26,934

営業活動によるキャッシュ・フロー 638,364 612,715

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,084 △704

定期預金の払戻による収入 － 5,074

有形固定資産の取得による支出 △51,413 △22,170

無形固定資産の取得による支出 △2,054,843 △617,270

長期前払費用の取得による支出 △51,119 －

投資有価証券の取得による支出 △156,000 △20,000

投資有価証券の売却による収入 － 111,468

貸付けによる支出 － △375,000

差入保証金の差入による支出 △8,076 △6,755

その他 △5,902 △7,329

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,331,439 △932,687
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（単位：千円）

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 700,000 △2,285

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △6,250 △56,250

社債の償還による支出 △9,000 △18,000

株式の発行による収入 59,422 10,572

少数株主からの払込みによる収入 31,299 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,075,471 △65,962

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,726 786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △637,330 △385,148

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,295 619,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,012,965 234,114

11



（訂正後） 

 

（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △924,716 △1,828,523

減価償却費 387,756 952,643

ソフトウエア償却費 － 722,300

減損損失 － 261,834

のれん償却額 7,656 9,158

投資有価証券売却損益（△は益） － △39,516

投資有価証券評価損益（△は益） 144,575 10,935

固定資産売却損益（△は益） － 288

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,658 364,113

受取利息及び受取配当金 △3,768 △2,802

支払利息 5,475 10,425

為替差損益（△は益） 28,818 993

株式交付費 902 237

持分法による投資損益（△は益） － 52,538

持分変動損益（△は益） － △19,956

売上債権の増減額（△は増加） 639,395 124,503

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,422 16,912

仕入債務の増減額（△は減少） 42,438 8,893

未払費用の増減額（△は減少） △110,502 △32,335

未払又は未収消費税等の増減額 △4,345 60,384

前受金の増減額（△は減少） 19,658 △1,659

その他 113,539 △22,295

小計 379,965 649,074

利息及び配当金の受取額 3,768 1,878

利息の支払額 △5,564 △11,304

法人税等の支払額 △304,304 △26,934

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,864 612,715

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,084 △704

定期預金の払戻による収入 － 5,074

有形固定資産の取得による支出 △51,413 △22,170

無形固定資産の取得による支出 △1,490,343 △617,270

長期前払費用の取得による支出 △51,119 －

投資有価証券の取得による支出 △156,000 △20,000

投資有価証券の売却による収入 － 111,468

貸付けによる支出 － △375,000

差入保証金の差入による支出 △8,076 △6,755

その他 △5,902 △7,329

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,766,939 △932,687
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（単位：千円）

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 700,000 △2,285

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △6,250 △56,250

社債の償還による支出 △9,000 △18,000

株式の発行による収入 59,422 10,572

少数株主からの払込みによる収入 31,299 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,075,471 △65,962

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,726 786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △637,330 △385,148

現金及び現金同等物の期首残高 1,650,295 619,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,012,965 234,114
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15～19ページ 

（5） セグメント情報 

［事業の種類別セグメント情報］ 

（訂正前） 

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

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業 

（千円） 

ＥＣ事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － － － － 

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

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

  

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

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業 

（千円） 

ＥＣ事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － － － － 

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

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

  

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

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業 

（千円） 

ＥＣ事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － － － － 

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

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

  

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

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業 

（千円） 

ＥＣ事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － － － － 

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

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

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。 

２．事業区分の方法の変更 

前第３四半期連結累計期間 

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

第３四半期連結会計期間より、ＥＣ事業を新たに開始したことに伴い、従来、「メディア事業」に含めて表
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示していたＥＣ事業の全セグメントに占める割合が高くなったため、ＥＣ事業をメディア事業から分離する

こととしました。 

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

営業利益は20,416千円増加しました。 

３．各区分に属する主要な事業の内容 

事業区分 事業内容 

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

 メディア事業  携帯サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等 

 ＥＣ事業  ＥＣサイトのフルフィルメントサービス  
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（訂正後） 

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

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業 

（千円） 

ＥＣ事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － － － － 

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

営業損失（△） △113,324 △18,417 △122,816 △254,558 1,530 △253,028 

  

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

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業 

（千円） 

ＥＣ事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － － － － 

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

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

  

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

  
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 1,868,579 58,908 2,160 1,929,648 － 1,929,648 

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － － － － 

計 1,868,579 58,908 2,160 1,929,648 － 1,929,648 

営業利益又は営業損失（△） △405,163 △3,233 △143,232 △551,630 4,530 △547,100 

  

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

  
ミドルウェア事業 
（千円） 

メディア事業 

（千円） 

ＥＣ事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － － － － 

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

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

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。 

２．事業区分の方法の変更 

前第３四半期連結累計期間 

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

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

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

こととしました。 

この結果、従来の方法に比較して前第３四半期連結累計期間において、メディア事業の売上高は影響なく、
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営業利益は20,416千円増加しました。 

３．各区分に属する主要な事業の内容 

事業区分 事業内容 

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

 メディア事業  携帯サイト運営、広告、コンテンツ開発支援等 

 ＥＣ事業  ＥＣサイトのフルフィルメントサービス  
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［所在地別セグメント情報］ 

（訂正前） 

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

  
日本 

（千円） 

韓国 

（千円） 

米国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

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

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

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

  

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

  
日本 

（千円） 

韓国 

（千円） 

米国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

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

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

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

  

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

  
日本 

（千円） 

韓国 

（千円） 

米国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

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

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

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

  

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

  
日本 

（千円） 

韓国 

（千円） 

米国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

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

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

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

 （注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
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（訂正後） 

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

  
日本 

（千円） 

韓国 

（千円） 

米国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

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

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

営業利益又は営業損失（△） △237,858 40,671 △27,666 △224,854 (28,174) △253,028 

  

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

  
日本 

（千円） 

韓国 

（千円） 

米国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

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

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

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

  

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

  
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 1,864,386 3,573 61,688 1,929,648 － 1,929,648 

(2）セグメント間の内部売上高 

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

計 1,924,720 186,389 61,688 2,172,797 (243,149) 1,929,648 

営業損失（△） △459,194 △13,972 △47,233 △520,401 (26,698) △547,100 

  

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

  
日本 

（千円） 

韓国 

（千円） 

米国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高             

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

(2）セグメント間の内部売上高 

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

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

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

 （注）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
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［海外売上高］ 

（訂正前） 

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

  アジア 米国  ヨーロッパ  計   

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

Ⅱ 連結売上高（千円）       748,876   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
39.9 8.2 0.3 48.5   

  

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

  アジア 米国  ヨーロッパ  計   

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

Ⅱ 連結売上高（千円）       557,258   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
12.9 － 5.4 18.2   

  

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

  アジア  米国 ヨーロッパ  計   

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

Ⅱ 連結売上高（千円）       2,134,648   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
22.1 2.9 2.1 27.1   

  

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

  アジア  米国 ヨーロッパ  計   

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

Ⅱ 連結売上高（千円）       2,509,811   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
23.6 － 5.7 29.3   

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア・・・・・韓国     

      ヨーロッパ・・・オランダ、イギリス 

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

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

  アジア 米国  ヨーロッパ  計   

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

Ⅱ 連結売上高（千円）       748,876   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
39.9 8.2 0.3 48.5   

  

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

  アジア 米国  ヨーロッパ  計   

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

Ⅱ 連結売上高（千円）       557,258   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
12.9 － 5.4 18.2   

  

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

  アジア  米国 ヨーロッパ  計   

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

Ⅱ 連結売上高（千円）       1,929,648   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
24.5 3.2 2.3 30.0   

  

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

  アジア  米国 ヨーロッパ  計   

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

Ⅱ 連結売上高（千円）       2,509,811   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
23.6 － 5.7 29.3   

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

    ２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア・・・・・韓国     

      ヨーロッパ・・・オランダ、イギリス 

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