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１．平成17年12月期の連結業績（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 1,415 △37.6 △269 － △273 －

16年12月期 2,270 9.9 96 － 79 －

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 △470 － △7,838 14 － － △16.7 △7.6 △19.3

16年12月期 69 － 1,221 54 1,092 12 4.4 3.9 3.5

（注）①持分法投資損益 17年12月期 －百万円 16年12月期 △9百万円

②期中平均株式数（連結） 17年12月期 59,981.6株 16年12月期 57,277.1株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 1,534 1,203 78.4 19,485 29

16年12月期 2,055 1,620 78.8 28,451 20

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月期 61,742.0株 16年12月期 56,952.0株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

17年12月期 △257 △112 241 740

16年12月期 325 9 △71 903

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） 4社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 1,457 15 4

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　77円34銭

上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、決算短信（連結）の添付資料のP.7「次期の見通し」を参照

して下さい。

＊業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社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、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠

して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。
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１．企業集団の状況
　平成17年12月31日現在、当社グループは下表のとおり構成されております。

会社名 主たる事業 当社出資比率 当社との関係

デザインエクスチェンジ株

式会社（当社）

デザイン

事業

Webコマース事業

サービス事業

プロダクト事業

－ －

DEX IMAGE PTE LTD

（デクスイメージ プライ

ベート リミテッド）

Webコマース事業 100.0％ 連結子会社

DEXインベストメント株式

会社
投資事業 100.0％ 連結子会社

DEXイメージ株式会社

※１
ストックフォトコンテンツ開発事業 100.0％ 連結子会社

※１：平成17年２月１日付で新設いたしました。

※２：前連結会計年度まで連結子会社であったデックスユーラ株式会社は、平成17年４月１日をもって当社本体に吸収

合併いたしました。

※３：前連結会計年度まで連結子会社であったガスアズインターフェイス株式会社は、兼務役員の関係が解消されたこ

とにより、当連結会計年度において連結の範囲から除外しております。

※４：前連結会計年度まで連結子会社であった株式会社デジタルカメラエクスプレスは、所有株式の売却により、当連

結会計年度において連結の範囲から除外しております。

※５：前連結会計年度まで連結子会社であったデクスキューブ株式会社は、所有株式の売却等により、当連結会計年度

において連結の範囲から除外しております。

※６：前連結会計年度まで「その他の関係会社」であった株式会社アイシーピーは、ストックオプションが行使された

ことによる増資に伴い、当社に対する議決権比率が20％未満となったため、当連結会計年度において「その他の

関係会社」でなくなりました。

※７：平成18年度における状況について

DEX IMAGE PTE LTDについては、平成18年２月22日開催の当社取締役会において、同社を清算することを決議いた

しました。

また、DEXイメージ株式会社については、平成18年２月22日開催の当社取締役会において、同社の全株式を同社役

員に譲渡することを決議いたしました。

　当社グループの関係を図表に示すと以下のとおりであります。

－ 2 －



２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは、「イージー・アクセス・デザイン」、すなわち誰もが簡単に必要な時に必要なデザインを手に入

れられる環境の実現と、「キャンバス・フォー・クリエイターズ」、すなわちあらゆるデザイナーやクリエイターに

表現機会が与えられ正当な評価報酬が得られる環境を実現することを企業ミッションとしております。これによりデ

ザイン流通の発展に寄与し、社会に貢献することを経営の基本方針としております。この基本方針のもと、当社グルー

プでは「デザインコンテンツ」をコアコンピタンスとしたWebコマース事業、サービス事業、プロダクト事業、その他

関連事業を展開しております。

２．目標とする経営指標

　当社グループでは、中核事業のWebコマース事業における以下の各指標の達成を目標としております。

①　登録ユーザー（ポータルサイト【DEX】の登録会員数）　：100万人・社（ユニークID数）

②　登録クリエイター（契約クリエイター／出店企業）　　 ：  1万人（社）

３．利益配分の方針

　当社は、株主の皆様に対する適正な利益配分を会社が果たすべき重要な使命と認識しておりますが、利益配当につ

いてはWebコマース事業への戦略的先行投資のための内部留保の充実や、業績の状況なども含めて総合的に勘案し、実

施してまいります。

４．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流動性を向上し、より多くの投資家の皆様に投資していただきやすい環境を整備することを、重要

な課題と認識しております。今後ともこの実現のために投資単位の引下げ等の施策については、市場環境や業績推移

など総合的に勘案して継続的に検討、実施してまいります。

５．中期的な経営戦略および、対処すべき課題

　当社グループは、平成15年６月に策定した中期経営計画を骨子として、その後の事業活動においてこれをさらに発

展して、現在は以下の基本４戦略を基軸とした施策を実施しております。

(1）Webコマース事業への集中 ～デザインのポータル戦略～

(2）事業ポートフォリオの再編 ～経営効率・合理化の徹底追求～

(3）グローバル戦略の本格始動 ～事業領域の「地域的」拡大～

(4）新規事業分野の獲得 ～事業領域の「質的」拡大～

(1）ポータル戦略の加速

　デザインのポータルサイトとして圧倒的NO.１のポジションを最短で獲得すべく、①サービス・商材の増強　②ト

ラフィック（集客）の増強、の２点を短期間に着実に遂行することが当社グループの最重要戦略であり課題である

として、これら施策を実施してまいります。

(2）事業ポートフォリオ再編

　経営効率と合理化を徹底追求するため、引き続きコア事業の成長に注力するとともに、今後ともさらなる事業ポー

トフォリオの最適化を推し進め、経営効率を追求してまいります。

(3）事業領域の拡大

　効率化・合理化を進める一方で、当社グループはさらなる拡大成長のために、コア事業のリソースを活用しなが

ら新たな事業領域の拡大が重要な課題であると認識しております。これについては①グローバル戦略の本格始動に

よる事業領域の「地域的」拡大と、②新規事業分野の獲得による事業領域の「質的」拡大の２戦略を積極的に推し

進めてまいります。
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６．コーポレイト・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策実施状況

(1）コーポレイト・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、コーポレイト・ガバナンスについて、これを経営の最重要項目の一つと認識しており、そのための機関

や仕組の整備に努めております。

　具体的な取組といたしましては、平成12年10月に東京証券取引所新興企業市場（マザーズ市場）へ上場後、公開

企業としての経営管理体制の強化を目的とし、平成17年３月の定時株主総会および平成17年12月の臨時株主総会に

おいて取締役６名、監査役４名（うち社外監査役４名）の体制となり、また監査役会の機能強化を図っております。

(2）コーポレイト・ガバナンスに関する施策の実施状況

　なお、社外監査役４名につきましては、当社との利害関係はありません。

(3）コーポレイト・ガバナンス充実に向けた取組の最近１年間の実施状況

　平成17年３月の定時株主総会において社外取締役１名、社外監査役２名を、平成17年12月の臨時株主総会におい

て、社外取締役５名をそれぞれ新たに選任し、経営体制の充実を図っております。

　また、監査役については、取締役会に出席するとともに、社内のメーリングリストなどにより取締役の職務を十

分に監視できる体制としております。

　さらに、平成17年12月に社長室を設置し、内部統制の向上を図っております。

７．関連当事者との取引に関する基本的な考え方

　関連当事者との取引は、原則として禁止しております。
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３．経営成績及び財政状態
１．当期の概況

　当連結会計年度のわが国経済は、日経平均株価が1万6千円台まで回復し、広範囲の業界で企業収益の好転が見られ

ました。当期後半からは消費マインドが上向きになり、生産拡大に伴う企業の設備投資の増加や、IT・デジタル関連

の市場拡大を受けて、企業業績の改善がさらなる設備投資や家計所得に波及するという、経済回復に向けての前向き

な循環が広がっております。

　当社グループの事業に関連する指標である平成17年の広告業売上高は、前年比約3％増の5兆6,544億円（経済産業

省）と３年連続して緩やかに上昇しております。

　また、当社グループの中核事業であるWebコマース事業にとって重要なインフラであるインターネットブロードバン

ドの普及に関しては、平成17年９月末時点の契約件数において、FTTH（光ファイバー）は前年同期比96%増の397万件

を数え、DSLやCATVも前年同期比12%増（総務省統計）となっており、インフラの充実は持続しております。

　このような事業環境のなか、当連結会計年度の当社グループは、中期経営計画の基本戦略に沿って、Webコマース事

業への集中と、事業再編の積極推進により、さらなる成長に向けて活動してまいりました。

（デザイン事業）

　当社グループは中期経営計画における基本４戦略を継続して展開しており、戦略の中核となるデザインのポータル

サイト【DEX（www.dex.jp）】を運営するWebコマース事業は、引き続き成長しております。

　当連結会計年度は、予定していたシステム開発の進捗が遅れ、結果として新規サービスが実施できない事情があり

ましたが、コンテンツの積極投入や、オンラインマーケティングを主軸とした集客施策に注力した結果、会員数が61

万人、月間平均ページヴューが2,300万PVを超えるなどの成果をあげ、売上高は433百万円（前年同期比42.5％増）と

なりました。

　サービス事業については、Webコンテンツ配信・管理ASPサービスにおいて初期構築の受注が減少し、管理のための

ランニング・既存の画面更新等が中心となったことなどにより、売上高は226百万円（前年同期比22.9％減）となりま

した。

　プロダクト事業については、デザインテンプレート集「お助けWordシリーズ」をリニューアルした『お助けデザイ

ンSERIES Wordでデザイン！』などを発売いたしました。しかしながら、事業ポートフォリオ再編に伴う合理化策の進

捗と、素材集パッケージソフト市場全体が依然として縮小傾向にある影響などにより、売上高は331百万円（前年同期

比57.7％減）にとどまりました。

　内装インテリア事業については、子会社であったデクスキューブ㈱の全株式を平成17年５月27日付で同社代表取締

役社長に売却したことにより、資本関係を解消し、連結の範囲より除外となりました。当社グループにおける同事業

としては、連結期間分の売上高209百万円（前年同期比56.7％減）を計上いたしました。

　また、平成17年２月１日付で、ストックフォトコンテンツ開発事業を行う子会社DEXイメージ㈱を設立いたしました。

　これらにより、デザイン事業については、売上高1,203百万円（前年同期比40.3％減）、営業損失162百万円（前年

同期は営業利益196百万円）を計上いたしました。なお、デザイン事業の売上高のうちWebコマース事業が占める割合

は、前期の15.1％から当期は36.0％となり、事業構造の変革は引き続き順調に推移しております。

（飲食事業）

　飲食事業については、平成16年度末をもってユーラ事業から撤退したことにより、当連結会計年度はタリーズコー

ヒーフランチャイズ事業のみの運営となり、売上高は212百万円（前年同期比16.1％減）、営業利益は18百万円（前年

同期は営業損失6百万円）となりました。

　以上のほか、前期まで子会社であったガスアズインターフェイス㈱、㈱デジタルエクスプレスが当期に連結から除

外となったことなどにより、当連結会計年度の連結売上高は1,415百万円（前年同期比37.6％減）、連結売上総利益

は713百万円（前年同期比39.1％減）となりました。

　販売費及び一般管理費については、事業ポートフォリオ再編による経営の効率化・合理化など一連の施策の実施に

よりコスト削減が進んだ一方、筆頭株主より臨時株主総会の招集請求を受領し平成17年12月２日に臨時株主総会を開

催したことに伴って、これに至るまでの諸費用が発生したこと、本社事務所の移転中止に伴い解約費用などの諸費用

が発生したことなど、当初予定していなかった支出が増大いたしました。これらにより、販売費及び一般管理費は前

年同期と比較して91百万円減少して983百万円（前年同期比8.5％減）となり、連結営業損失は269百万円（前年同期は

連結営業利益96百万円）、連結経常損失は273百万円（前年同期は連結経常利益79百万円）となりました。

　また、事業再編によるプロダクト事業のたな卸資産評価損・廃棄損（84百万円）、不稼動となった固定資産の除却

損（46百万円）など、合計で146百万円の特別損失を計上いたしました。
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　これに法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額などを加減算した結果、連結当期純損失は470百万円（前年同期

は連結当期純利益69百万円）となりました。

２．キャッシュ・フロー

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において、減価償却費129百万円、たな卸資産の増減額63百万円、売上債権の増減額55百万円などと、

税金等調整前当期純損失△420百万円、仕入債務の増減額△114百万円などとの差引により、営業活動によるキャッ

シュ・フローは△257百万円となりました（前年同期は325百万円）。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において、デクスキューブ㈱株式および㈱デジタルカメラエクスプレス株式の関係会社株式の売却

による収入61百万円などと、デザインコンテンツの開発調達やWebコマース事業のシステム開発など無形固定資産の取

得による支出△84百万円などとの差引により、投資活動によるキャッシュ・フローは△112百万円となりました（前年

同期は9百万円）。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において、金融機関からの短期借入金の純増減額130百万円などにより、財務活動によるキャッシュ・

フローは241百万円となりました（前年同期は△71百万円）。

　以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ162百万円減少し、740百

万円となりました。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。

平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期

自己資本比率（％） 77.7 78.8 78.4

時価ベースの自己資本比率（％） 60.3 160.6 477.2

債務償還年数（年） 0.9 0.1 －

インタレスト・ガバレッジ・レシオ 57.3 239.5 －

　（注）１．上記指標の算出方法

①　自己資本比率　　　　　　　　　　　：自己資本／総資産

②　時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額／総資産

③　債務償還年数　　　　　　　　　　　：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

④　インタレスト・ガバレッジ・レシオ　：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは、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。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全ての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。

４．平成17年12月期については、債務償還年数およびインタレスト・ガバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・

フローがマイナスのため記載しておりません。
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３．次期の見通し

　平成18年度連結会計年度における当社グループは、①Webコマース事業において、遅延していたシステム開発とコ

マースサイトのリニューアルを実現し、新規サービスの実施等によって会員数の増大および一人あたり売上単価の向

上を図るとともに、新規コンテンツ獲得を目的とした業務提携を推進する、②プロダクト事業において、販売管理体

制を再構築し、製作・流通・管理コストの削減と将来発生し得る在庫リスクの低減を図る、などの施策を通じて、売

上および利益の向上を目指してまいります。また販売費及び一般管理費についても、プロダクト事業における販売管

理コストの低減のほか、本社事務所賃借の一部解約による支払家賃の減少などによって、さらなるコスト削減を計画

しております。

　以上により、平成18年12月期の業績見込については、連結ベースで売上高1,457百万円、経常利益15百万円、当期純

利益4百万円（通期）、単体ベースで売上高1,430百万円、経常利益15百万円、当期純利益5百万円（通期）を予測して

おります。

 

　また、当社は現在、モバイル、PCオンラインゲーム等幅広いコンテンツ分野において、有力提携先候補のBBMFグルー

プと協調し、新たな収益事業基盤創造のための展開を図っております。

　モバイル事業に関しましては、今後最も成長が見込まれる中国・香港・台湾を中心とするアジア圏の有望コンテン

ツプロバイダーとの資本・業務提携を通じ、連結売上・利益を創り出すとともに、当社の既存コンテンツと併せて海

外販路の構築を検討しております。

　また世界の有力キラーコンテンツの日本における配信権の取得、およびそれらのコンテンツのマルチプラットフォー

ム展開をBBMFグループとの共同事業として推進して行く考えであります。

　当社は現在、かかる事業提携先およびM&Aのため複数の資金調達先・調達方法の検討を進めております。これら事業

に関する要因については今回の業績見込には含めておりませんが、資金調達、提携・買収先との契約が確定し次第速

やかに、リリース等を通じて投資家の皆様にご報告いたします。

＊業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社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、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に

依拠して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。
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４．事業の概況等に関する特別記載事項
　当社グループの、事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な項目を記載しております。

また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事

項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社グループは、これら

リスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避およ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、本項および本書中以外の記載も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があります。

(1）Webコマース事業の進捗について

　Webコマース事業で計画している各サービスの中には、今後も技術面において十分な研究開発と検証を必要とする

サービスがあります。そのため、各サービスの開始については慎重に検討し、必要人員の確保や適切な外部取引先へ

の業務委託を行っておりますが、今後の計画において必要な知識を持つ人材が流出したり獲得に支障があった場合、

さらに外部取引先への業務委託が順調に進行しない場合、システム構築が遅れサービスを予定の時期に開始すること

が困難になり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(2）システムの不具合等について

　Webコマース事業のシステム基盤については、専門家による構築、検証、テスト、監視等を厳重に行っておりますが、

予期せぬ不具合が発生する可能性があります。これによりシステムの稼動状況に影響を与えた場合、Webコマース事業

の売上計画が予定どおりに達成できず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3）セキュリティとプライバシー保護について

　当社ではネットワークセキュリティについての技術上の対策、及び社内情報管理者のもとでのユーザーの個人情報

の機密保持についての業務上の対策には万全を期しておりますが、こうした対策にもかかわらず、ハッカーによる不

正アクセスやコンピュータウィルスによるシステム破壊などによってユーザーデータが漏洩する事態が発生した場合、

当社に対する損害賠償請求・訴訟またはその他の責任追及が発生する可能性があります。

　セキュリティとプライバシー保護に対しては、今後とも最新技術の動向などを踏まえ十分な対応を行ってまいりま

すが、上記のような不測の事態の発生により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(4）法的規制について

　当社がインターネット関連事業を展開する上で、法的な制約を受ける事実は現在ありません。しかし、インターネッ

トに関連する法規制が現在のところ未整備であることは各方面から指摘されており、今後国内において法整備などが

進む可能性があること、およびインターネットは国内のみならず国境を越えたネットワークであり海外諸国の法規制

による影響を受ける可能性があることから、将来的に当社の事業分野において何らかの法的規制等が発生した場合、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(5）知的財産権の法務処理について

①著作権について

　当社が扱うデザインコンテンツは知的財産権である著作物であり、これに関わる権利保護については、法的なら

びに技術的な対策に万全を期しております。当社はデジタル著作物についての著作に隣接するあらゆる権利に関し

て弁護士と共同で研究を行い、当社と著作者・使用者・著作物内の被写体などの権利や契約など法的な整備を行い

ました。

　今後も、著作権分野においては、時代の要求に応じ常に現状より高次な体制整備を行うことが当社の事業性質上

必要不可欠なため、常に同分野での研究を継続し、著作権を含む知的財産権分野での法務体制のさらなる強化を図っ

てまいります。

　しかしながら、これまで顕在化していない課題の発生やユーザーの不正使用、デザインコンテンツ提供者の虚偽

申告などの事由によって、当社がユーザーおよびデザインコンテンツ提供者・被写体もしくは第三者などから訴訟

を提起された場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

②特許侵害について

　当社は、当社独自のビジネスモデルや独自技術については積極的に特許出願を行う方針であると同時に、周辺特

許の必要な調査研究等を行っておりますが、同分野における技術革新や新たなビジネスモデルの開発・発明は急増

しており、今後の特許認定や海外におけるビジネスモデル特許の動向によっては、国内・国外において他のビジネ

スモデル特許などを侵害している、あるいは将来侵害する可能性は否定できません。この場合、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。
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(6）パッケージソフトウェア流通の市場動向について

　当社が現状主力としているパッケージソフトウェアの店頭での販売量につきましては、近年ソフトウェアベンダー

による通信販売やインターネットを利用した販売などの販路が店頭とは別に確立されてきたことによって、店頭での

販売量が以前に比較して減少傾向にあります。

　今後、当社の予想を超えて店頭での販売量の縮小が急激に進捗した場合、予定した売上が達成できず、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。

(7）パッケージソフトウェア製品の不具合などについて

　プロダクト事業において開発している主たる製品群は、一般のソフトウェア製品と異なり、デザインデータを収録

した素材集であるためバグやOSの変更に伴う不具合発生の可能性は低いものの、一方でデータ自体の破損などの瑕疵

が存在する可能性があります。

　仮に不具合や瑕疵・破損などが存在したとしても、パッケージソフトウェア製品に同梱されている使用許諾契約書

により当社責務は免責される条項はありますが、現時点においては予測し得ないユーザーからの著しいクレーム等に

より、将来訴訟対象になった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(8）パッケージソフトウェア流通における特定の取引先への依存について

　パッケージソフトウェア流通においては、特定の取引先への過度な依存を避ける方針をとってまいりました。

　今後もデザインのポータルサイト【DEX】を通じたユーザーへの直接販売などや、企業向けのデザインコンテンツの

ライセンス提供などにより、特定の取引先に対する売上依存割合を低下させる方針でありますが、販路や事業の分散

化が計画どおりに進まない段階で、特定の取引先の当社製品に対する取扱方針などが変更した場合、販売計画が予定

どおり達成できず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 (9）飲食事業

　タリーズコーヒーフランチャイズ４店舗の運営については、タリーズコーヒージャパン株式会社のフランチャイズ

本部とフランチャイズ契約のうえ運営しております。スペシャリティコーヒー業界は市場の認知拡大とともに新規参

入が増加しており競争が激化しております。今後、さらなる競争の激化やフランチャイズ本部の方針変更により販売

計画が予定どおり達成できない場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 950,690 792,525

２．受取手形及び売掛金 375,514 200,273

３．たな卸資産 186,275 74,605

４．繰延税金資産 54,558 3,801

５．その他 26,283 41,098

貸倒引当金 △12,461 △8,397

流動資産合計 1,580,860 76.9 1,103,907 72.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 86,347 81,348

減価償却累計額 △23,090 63,256 △32,224 49,124

(2)機械装置及び運搬具 4,761 －

減価償却累計額 △818 3,943 － －

(3)工具器具備品 112,194 140,103

減価償却累計額 △70,088 42,106 △90,437 49,665

有形固定資産合計 109,306 98,789

２．無形固定資産

(1)ソフトウェア 179,348 97,169

(2)ソフトウェア仮勘定 4,350 －

(3)コンテンツ 46,053 69,479

(4)その他 5,833 4,526

無形固定資産合計 235,586 171,174

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 15,202 12,362

(2)差入保証金 104,645 143,215

(3)繰延税金資産 437 265

(4)その他 11,457 945

貸倒引当金 △8,951 △487

投資その他の資産合計 122,792 156,301

固定資産合計 467,685 22.8 426,265 27.8

Ⅲ　繰延資産

１．新株発行費 4,204 2,102

２．社債発行費 － 1,033

３．開発費 2,638 799

繰延資産合計 6,843 0.3 3,934 0.2

資産合計 2,055,389 100.0 1,534,108 100.0
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前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 234,038 56,705

２．短期借入金 21,600 130,000

３．未払法人税等 22,537 8,815

４．返品調整引当金 6,336 9,383

５．その他 95,751 66,546

流動負債合計 380,264 18.5 271,449 17.7

Ⅱ　固定負債

１．社債 － 45,000

２. 繰延税金負債 1,486 －

３. 退職給付引当金 20,171 14,139

４．事業損失引当金 4,261 458

固定負債合計 25,918 1.3 59,597 3.9

負債合計 406,182 19.8 331,047 21.6

（少数株主持分）

少数株主持分 28,853 1.4 － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 764,500 37.2 788,450 51.4

Ⅱ　資本剰余金 1,207,760 58.8 1,231,710 80.3

Ⅲ　利益剰余金 △279,102 △13.6 △743,959 △48.5

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － － 39 0.0

Ⅴ　為替換算調整勘定 △1,513 △0.1 △1,887 △0.1

Ⅵ　自己株式 ※２ △71,291 △3.5 △71,291 △4.7

資本合計 1,620,352 78.8 1,203,060 78.4

負債、少数株主持分及び資
本合計

2,055,389 100.0 1,534,108 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 2,270,401 100.0 1,415,774 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２ 1,099,764 48.4 702,692 49.6

売上総利益 1,170,637 51.6 713,082 50.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１,
２

1,074,076 47.3 983,000 69.5

営業利益 96,561 4.3 － －

     営業損失 － － 269,917 19.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,007 87

２．受取配当金 0 －

３. 為替差益 － 5,166

４．雑収入 82 1,090 0.1 120 5,374 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 1,509 2,368

２．為替差損 1,938 －

３．自己株式取得費用 252 －

４．開発費償却 1,059 799

   ５．新株発行費償却 2,102 2,107

   ６．社債発行費償却 － 516

   ７．持分法投資損失 9,310 －

   ８．投資分配損 － 2,834

９．雑損失 1,923 18,096 0.9 343 8,970 0.6

経常利益 79,555 3.5 － －

     経常損失 － － 273,513 19.3
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前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１. 貸倒引当金戻入益 12,054 －

   ２．投資有価証券売却益 11,600 －

   ３．関係会社株式売却益 33,150 56,804 2.5 － － －

Ⅶ　特別損失

１．たな卸資産評価損 － 73,670

２．たな卸資産廃棄損 － 10,386

３．固定資産除却損 12,520 46,408

４．臨時償却費 － 3,059

５．投資有価証券評価損 － 531

６．持分変動損失 5,985 －

７．関係会社株式売却損  － 9,140

８．損害賠償和解金 － 3,318

９．出版事業撤退損失 ※３ 36,437 －

10．その他  2,000 56,943 2.5 － 146,515 10.4

税金等調整前当期純利益 79,416 3.5 － －

税金等調整前当期純損失 － － 420,028 29.7

法人税、住民税及び事業
税

22,849 4,411

法人税等調整額 △15,170 7,679 0.3 48,894 53,305 3.7

       少数株主利益 1,771 0.1 － －

       少数株主損失 － － 3,190 0.2

当期純利益 69,966 3.1 － －

       当期純損失 － － 470,144 33.2
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,207,760 1,207,760

 Ⅱ　資本剰余金増加高

   １．増資による新株の発行 － － 23,950 23,950

Ⅲ　資本剰余金期末残高 1,207,760 1,231,710

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △349,068 △279,102

 Ⅱ　利益剰余金増加高

   １．連結子会社除外に伴う増

加高
－ 5,287

   ２．当期純利益 69,966 69,966 － 5,287

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．当期純損失 － － 470,144 470,144

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △279,102 △743,959
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

   １．税金等調整前当期純利益 79,416 －

   ２．税金等調整前当期純損失 － △420,028

３．減価償却費 147,450 129,902

４．臨時償却費 － 3,059

５．貸倒引当金の増減額 △12,054 △12,386

６．退職給付引当金の増減額 2,091 △3,279

７．返品調整引当金の増減額 △8,683 3,046

８．事業損失引当金の増減額 4,261 △3,802

   ９．受取利息及び受取配当金 △1,008 △87

10．支払利息 1,509 2,368

11．為替差損益 1,259 △3,507

12. 持分法投資損失 9,310 －

13．持分変動損失 5,985 －

14．投資有価証券評価損 － 531

15. 投資有価証券売却益 △11,600 －

   16．関係会社株式売却損 △33,150 9,140

   17. 固定資産除却損 12,598 46,408

18．売上債権の増減額 110,586 55,181

19．たな卸資産の増減額 31,568 63,876

20．仕入債務の増減額 3,336 △114,218

21．未収消費税等の増減額 △1,068 △10,505

22．未払消費税等の増減額 △11,872 △12,705

23．その他 △573 34,527

小計 329,365 △232,478

24．利息及び配当金の受取額 1,000 354

25. 損害賠償金の受取額 943 －

26．利息の支払額 △1,359 △2,635

27. 損害賠償和解金の支払額 △2,000 －

28．法人税等の支払額 △2,357 △22,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 325,592 △257,094
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前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１．定期預金の預入による支出 △16,600 △10,610

２. 定期預金の払戻による収入 33,571 －

３．有形固定資産の取得による支出 △32,280 △31,307

４. 有形固定資産の売却による収入 28,601 －

   ５．有形固定資産の除却に伴う支出 － △2,540

６．無形固定資資産の取得による支出 △109,314 △84,368

７．投資有価証券の取得による支出 △15,000 △460

８. 投資有価証券の売却による収入 54,100 －

９. 関係会社株式の取得による支出 △19,685 －

10．関係会社株式の売却による収入 69,840 61,299

11．関係会社株式の売却に伴う支出 － △4,530

12．保証金の差入による支出 △12,203 △40,637

13．保証金の返還による収入 28,183 461

14. 貸付による支出 △14,000 －

   15．貸付金の回収による収入 14,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,213 △112,693

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１．短期借入金の純増減額 21,600 130,000

２．長期借入金の返済による支出 △75,482 －

３. 自己株式の取得による支出 △38,995 －

４．社債発行による収入 － 48,450

５．社債の償還による支出 － △5,000

６．株式の発行による収入 － 47,900

７．少数株主からの払込による収入 21,000 19,940

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,877 241,290

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,271 3,008

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 261,657 △125,489

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 641,707 903,365

Ⅶ  連結子会社除外に伴う現金及び現金同等物の
減少額

－ △37,285

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 903,365 740,589
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

───── 当社グループは、当連結会計年度において、269百万円

の営業損失および470百万円の当期純損失を計上する結

果となりました。当該状況により、当社グループは「継

続企業の前提に関する開示について」（日本公認会計士

協会監査委員会報告第74号）に基づき、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していると判断しております。

この主たる要因としては、プロダクト事業において、流

通形態の転換に伴う素材集パッケージソフト市場全体の

縮小が予想以上に速く進展したため、販売が予定を下

回ったこと、またWebコマース事業において、予定して

いたシステム開発の進捗が遅れ、結果として新規サービ

スが実施出来なかったことなどにより、売上高が計画を

達成出来なかったことによるものであります。

当社グループは、当該状況を解消すべく経営の再構築を

進めております。翌連結会計年度に向けての対応策とし

ては、①Webコマース事業において、遅延していたシス

テム開発とコマースサイトのリニューアルを実現し、新

規サービスの実施等によって会員数の増大および一人あ

たり売上単価の向上を図るとともに、新規コンテンツ獲

得を目的とした業務提携を推進する、②プロダクト事業

において、販売管理体制を再構築し、製作・流通・管理

コストの削減と将来発生し得る在庫リスクの低減を図る、

などを検討しており、これらの施策を通じて、売上およ

び利益の向上を目指してまいります。また販売費及び一

般管理費についても、プロダクト事業における販売管理

コストの低減のほか、本社事務所賃借の一部解約による

支払家賃の減少などによって、さらなるコスト削減を計

画しております。

この結果として、当社グループは、平成18年連結会計年

度の営業利益の黒字化を見込んでおります。

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。
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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16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数 ６社

連結子会社名

デックスユーラ㈱

DEX IMAGE PTE LTD

デクスキューブ㈱

ガスアズインターフェイス㈱

DEXインベストメント㈱

㈱デジタルカメラエクスプレス

上記のうち、デクスキューブ㈱及びガス

アズインターフェイス㈱については当連

結会計年度において新たに会社分割によ

り設立したため、またDEXインベストメ

ント㈱及び㈱デジタルカメラエクスプレ

スについては新たに会社設立したため、

それぞれ連結の範囲に含めております。

３社

連結子会社名

DEX IMAGE PTE LTD

DEXインベストメント㈱

DEXイメージ㈱

 

 

 

上記のうち、DEXイメージ㈱については

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。ま

た、従来連結子会社であったデックス

ユーラ㈱は、平成17年４月１日をもって

当社本体に吸収合併いたしました。ガス

アズインターフェイス㈱は、兼務役員の

関係が解消されたことにより連結の範囲

から除外しております。㈱デジタルカメ

ラエクスプレスは、所有株式の売却によ

り連結の範囲から除外しております。デ

クスキューブ㈱は、所有株式の売却等に

より連結の範囲から除外しております。

(2）主要な非連結子会社の

名称等

エリックカレー㈱

（連結の範囲から除いた理由）

同社は小規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等はい

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の範囲から除外し

ております。  

 ──────

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社

の数

該当事項はありません。

従来持分法適用関連会社であったナウオ

ンメディア㈱は、所有株式の売却により

持分法の範囲から除外しております。な

お、当連結会計年度を通じて持分法を適

用し、その損益を連結財務諸表に取り込

んでおります。

──────

－ 18 －



項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(2）持分法を適用していな

い非連結子会社

持分法非適用の主要な非連結子会社である

エリックカレー㈱は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いて

も連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外しております。

──────

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

全ての連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。

同左

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（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は総平均法

により算定）

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

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

②たな卸資産

製品・商品

総平均法による原価法

②たな卸資産

製品・商品

同左

原材料

最終仕入原価法

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

(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（た

だし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法）により、在外連結

子会社は定額法によっております。

なお、当社及び国内連結子会社につ

いての耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

 　①有形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

②無形固定資産

商標権

定額法（10年）

②無形固定資産

商標権

同左

ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては見込販売有効期間（３

年）、自社利用目的のソフトウェ

アについては社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額

法

ソフトウェア

同左

コンテンツ

定額法（３年）

コンテンツ

定額法（３年）

連結子会社１社においては、定額

法（４年）

③長期前払費用

定額法

③長期前払費用

同左

④少額減価償却資産

当社及び国内連結子会社は、取得価

額が10万円以上20万円未満の資産に

ついては３年間の均等償却

④少額減価償却資産

同左

(3）繰延資産の処理方法 ①新株発行費

商法規定の最長期間（３年間）で均

等償却

②　　　　──────

 

 

③開発費

商法規定の最長期間（５年間）で均

等償却

①新株発行費

同左

 

②社債発行費

商法規定の最長期間（３年間）で均

等償却

③開発費

同左

(4）重要な引当金の計上基準 ①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検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

①貸倒引当金

同左

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期

末自己都合退職金要支給額を退職給

付債務として計上しております。

②退職給付引当金

同左

③返品調整引当金

製品の返品による損失に備えるため、

返品予測高に対する売買利益相当額

を計上しております。

③返品調整引当金

同左

④事業損失引当金

事業の撤退による損失に備えるため、

将来負担することが見込まれる損失

見込額を計上しております。

④事業損失引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(5）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、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、並びに収益

及び費用は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は少数株主持

分及び資本の部における為替換算調整勘

定に含めております。

同左

(6）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

　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につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は、発生時に償却しており

ます。

同左

７．利益処分項目等の取扱に

関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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、価値の変動につ

いて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

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── （連結損益計算書）

「投資分配損」は、前連結会計年度は、営業外費用の「雑

損失」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度

において営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分

掲記いたしました。

なお、前連結会計年度の「投資分配損」の金額は797千円

であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成16年12月31日）

当連結会計年度
（平成17年12月31日）

※１　当社の発行済株式総数は普通株式60,000株であり

ます。

※１　当社の発行済株式総数は普通株式64,790株であり

ます。

※２　提出会社が保有する自己株式の数

普通株式　3,048.0株

　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、㈱

UFJ銀行とコミットメントライン設定契約を締結し

ております。この契約に基づく当連結会計年度末

現在の借入実行状況は次のとおりであります。

(1）コミットメントの総額：150,000千円

(2）借入未実行残高：　　　150,000千円

※２　提出会社が保有する自己株式の数

普通株式　3,048.0株

　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、㈱

UFJ銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）とコミットメン

トライン設定契約を締結しております。この契約

に基づく当連結会計年度末現在の借入実行状況は

次のとおりであります。

(1）コミットメントの総額：150,000千円

(2）借入未実行残高：　　　 20,000千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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

は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与手当 306,041千円

減価償却費 115,516千円

給与手当 275,420千円

支払手数料 105,933千円

地代家賃 101,178千円

※２　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費

19,009千円

※２　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費

  7,987千円

※３　出版事業撤退損失は、出版事業からの撤退に伴う

費用であります。

※３　　　　　　　──────

（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16年１月１日

至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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は、以下のとおりであります。

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は、以下のとおりであります。

 （平成16年12月31日現在）

現金及び預金勘定 950,690千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金及び定期積金
△47,325千円

現金及び現金同等物 903,365千円

 （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 792,525千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金及び定期積金
△51,935千円

現金及び現金同等物 740,589千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

1．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

1．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

工具器具備品 合計

取得価額相当
額（千円）

14,479 14,479

減価償却累計
額相当額
（千円）

11,763 11,763

期末残高相当
額（千円）

2,716 2,716

工具器具備品 合計

取得価額相当
額（千円）

3,897 3,897

減価償却累計
額相当額
（千円）

3,507 3,507

期末残高相当
額（千円）

389 389

2．未経過リース料期末残高相当額 2．未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,269千円

１年超  659千円

合計 2,929千円

１年内 429千円

１年超 －千円

合計  429千円

3．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 3．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 3,807千円

減価償却費相当額 3,446千円

支払利息相当額 199千円

支払リース料 2,060千円

減価償却費相当額 1,863千円

支払利息相当額 55千円

4．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存期間を零とする定額

法によっております。

4．減価償却費相当額の算定方法

同左

5．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法は、利息法によっ

ております。

5．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前連結会計年度（平成16年12月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

            該当事項はありません。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

54,100 11,600 －

３　時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,000

匿名組合出資金 14,202

　　　　　　計 15,202
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当連結会計年度（平成17年12月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

当連結会計年度（平成17年12月31日）

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

(1）株式 460 526 66

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 460 526 66

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 460 526 66

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理したものはありません。なお、当該

株式の減損にあたっては、当連結会計年度における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、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金額につ

いて減損処理を行っております。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

             該当事項はありません。

３　時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 468

匿名組合出資金 11,367

　　　　　　計 11,836
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③　デリバティブ取引

該当事項はありません。

④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。また、海外連結子会

社は確定拠出年金制度を採用しております。

２　退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

(1)退職給付債務（千円） 20,171 14,139

(2)退職給付引当金（千円） 20,171 14,139

３　退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(1)勤務費用（千円） 15,647 9,654

(2)退職給付費用（千円） 15,647 9,654

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

該当事項はありません。

５　当社及び連結子会社は、退職給付債務及び退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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

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

（千円）

流動資産：

繰延税金資産

（千円）

流動資産：

繰延税金資産

貸倒引当金 5,042

未払事業税 1,697

たな卸資産評価損 50,770

外国税額控除 1,330

事業損失引当金 1,733

繰越欠損金 32,893

繰延税金資産小計 93,468

評価性引当額 △38,910

繰延税金資産計 54,558

貸倒引当金 2,531

未払事業税 1,813

たな卸資産評価損 67,590

外国税額控除 1,339

事業損失引当金 186

貸倒損失 7,254

繰延税金資産小計 80,715

評価性引当額 76,913

繰延税金資産計 3,801

固定資産：

繰延税金資産

固定資産：

繰延税金資産

退職給付引当金 7,538

自己株式売却差額 6,349

繰越欠損金 116,844

貸倒引当金 3,642

その他 1,241

繰延税金資産小計 135,617

評価性引当額 △135,179

繰延税金資産計 437

退職給付引当金 2,694

自己株式売却差額 6,349

繰越欠損金 270,660

貸倒引当金 1,113

臨時償却費 1,244

その他 491

繰延税金資産小計 282,555

評価性引当額 281,310

繰延税金資産計 1,244

固定負債：

繰延税金負債

固定負債：

繰延税金負債

特別償却準備金 1,486

繰延税金負債計 1,486

特別償却準備金 952

その他有価証券評価差額金 26

繰延税金負債計 979

繰延税金資産の純額 265

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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.3

評価性引当額 △31.7

住民税均等割 4.2

子会社税率差異 0.5

持分法投資損失 △4.7

持分変動損失 △3.1

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.7

（％）

法定実効税率 40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 △3.3

評価性引当額 △43.8

住民税均等割 △0.9

連結除外の影響額 △5.3

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △12.7
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

デザイン事業
（千円）

飲食事業
（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 2,017,571 252,830 2,270,401 － 2,270,401

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
7,400 － 7,400 (7,400) －

計 2,024,971 252,830 2,277,801 (7,400) 2,270,401

営業費用 1,828,398 259,581 2,087,980 85,860 2,173,840

営業利益（又は営業損失） 196,573 (6,751) 189,821 (93,260) 96,561

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 1,865,977 131,563 1,997,540 57,848 2,055,389

減価償却費 130,579 15,803 146,383 1,067 147,450

資本的支出 136,663 7,901 144,564 (2,968) 141,595

　（注）１．事業区分の方法

当社の事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事 業 区 分 主 要 製 品 ・ サ ー ビ ス

デザイン事業
Webコマースサイトの運営、デザイン関連受託制作、デザイン関連のパッケージソ

フトウェア・書籍販売、内装工事受注

飲食事業 飲食店舗の企画・運営

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

前連結会計年度（千円） 主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額
93,328 当社の管理部門に係る費用

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産

前連結会計年度（千円） 主な内容

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の金額
61,693

当社での余資運用資金（預金等）、管

理部門に係る資産
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当連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

デザイン事業
（千円）

飲食事業
（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 1,203,736 212,038 1,415,774 － 1,415,774

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
430 － 430 (430) －

計 1,204,166 212,038 1,416,204 (430) 1,415,774

営業費用 1,367,069 193,347 1,560,416 125,275 1,685,692

営業利益（又は営業損失） (162,902) 18,690 (144,211) (125,706) (269,917)

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 1,361,325 111,405 1,472,730 61,377 1,534,108

減価償却費 122,327 9,627 131,955 1,007 132,962

資本的支出 109,437 580 110,017 － 110,017

　（注）１．事業区分の方法

当社の事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事 業 区 分 主 要 製 品 ・ サ ー ビ ス

デザイン事業
Webコマースサイトの運営、デザイン関連受託制作、デザイン関連のパッケージソ

フトウェア販売、内装工事受注

飲食事業 飲食店舗の運営

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

当連結会計年度（千円） 主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額
125,706 当社の管理部門に係る費用

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産

当連結会計年度（千円） 主な内容

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の金額
61,377

当社での余資運用資金（預金等）、管

理部門に係る資産
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも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。

当連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

役員及びそ

の近親者

蛯原　　健 － －

当社代表

取締役社

長

被所有

　　2.22％
－ －

投資有価

証券譲渡
9,750 － －

丸山　耿介 － －
当社取締

役副社長

被所有

　　2.93％
－ －

投資有価

証券譲渡
9,750 － －

藤井　健之 － －
当社取締

役会長

被所有

　　5.88％
－ －

子会社株式

譲渡
10,012 － －

　（注）取引金額はいずれも当社の帳簿価額であります。

当連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額

28,451.20円

１株当たり純資産額

       19,485.29円

１株当たり当期純利益金額

 1,221.54円

１株当たり当期純損失金額

        7,838.14円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

1,092.12円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

－円

（追加情報）

当社は、平成16年６月30日付の株主に対して平成16年８

月20日をもってその所有株式１株を10株の割合で分割い

たしました。

なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合

における１株当たり情報は以下のとおりとなります。

(1）１株当たり純資産額　　　　　

    前期 27,736.32円

(2）１株当たり当期純損失金額　　　     

    前期  6,873.12円

─────

 

 

 

 

 

 

 

 

───── 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、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。

　（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 69,966 △470,144

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に

係る当期純損失（△）（千円）
69,966 △470,144

期中平均株式数（株） 57,277.1 59,981.6

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

－ －
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

1．当社は、平成17年１月12日開催の取締役会において、

国内・海外のデザイン/クリエイティブ市場に向けたス

トックフォトコンテンツの企画・開発・提供を行う子会

社の設立を決議し、平成17年２月１日に設立いたしまし

た。なお、概要については次のとおりであります。

(1）経緯及び目的

当社は、中期経営計画の基本戦略のひとつに「グローバ

ル戦略の本格始動」を掲げ、昨年は世界最大手のゲッ

ティ イメージズ（NYSE上場：GYI）と写真コンテンツ販

売に関する相互ライセンス契約を交わすなど、積極的に

海外販売展開を加速しております。今回、ストックフォ

トコンテンツの企画・開発に特化した子会社を設立する

ことにより、グローバル市場向けコンテンツの量産体制

を構築し、更なる海外販売の積極化を図ります。

(2）事業および新会社の内容

①事業の内容

ストックフォトコンテンツ開発事業・ビジュアルコン

テンツ制作受託業務・コンテンツ制作に付随する各種

業務の代行、仲介業務・自社コンテンツの管理および

日本国内、海外市場への販売事業

   ②新設会社の内容

     名　　称：DEXイメージ株式会社

              （英訳名： DEX IMAGE Co.,Ltd. ）

     代 表 者：代表取締役社長　小森谷　典穂　    

               (Komoriya Norio)

     所 在 地：東京都目黒区上目黒二丁目９番35号

            　（当社内）

     資 本 金：60百万円

     株　　主：当社　100％

     設 立 日：平成17年２月１日

 ─────

2．当社は、平成17年２月28日開催の取締役会において、

商法第211条の３第１項第２号の規定に基づき、自己株

式を取得することを決議いたしました。なお、概要につ

いては次のとおりであります。

(1）自己株式の取得を行う理由

定款の定めに基づき、今後の経営環境の変化に対応した

機動的な資本政策の遂行のためであります。

(2）取得の内容

 　① 取得する株式の種類　　当社普通株式

 　② 取得する株式の総数　　2,000株（上限）

　　　（発行済株式総数に対する割合　3.3％）

   ③ 取得する株式の総額　　400,000,000円（上限）

   ④ 自己株式取得の日程　　

      平成17年３月16日から平成17年５月30日まで
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前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

3．当社は、平成17年３月22日開催の取締役会において、

以下のとおり、私募債の発行について決議いたしました。

(1）社債の名称

 　 デザインエクスチェンジ株式会社第１回無担保社債

　  （株式会社UFJ銀行保証付および適格機関投資家限　

　　　定）

(2）社債総額

 　 金50,000千円

(3）各社債の金額

 　 金 5,000千円の一種

(4）社債券の形式

 　 無記名式

(5）発行価額

 　 額面100円につき金100円

(6）償還金額

 　 額面100円につき金100円

(7）利率

 　 0.70%（固定利率）

(8）償還期日

 　 平成22年３月31日

(9）払込期日

 　 平成17年３月31日

(10)利払期日

 　 毎年３月末日および９月末日

(11)担保

    無担保

(12)資金使途

    事業資金に全額充当

 ─────
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

前年同期比（％）

デザイン事業 446,976 △42.5

合計 446,976 △42.5

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．デザイン事業における生産実績は、製造原価で表示しております。

(2）受注状況

　当連結会計年度の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

前年同期比
（％）

受注残高
前年同期比
（％）

デザイン事業 1,204,573 △40.0 4,099 25.7

合計 1,204,573 △40.0 4,099 25.7

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

割合（％） 前年同期比（％）

デザイン事業 1,203,736 85.0 △40.3

飲食事業 212,038 15.0 △16.1

合計 1,415,774 100.0 △37.6

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

３．当連結会計年度における、主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

 （単位：千円）

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

金額 割合（％） 金額 割合（％）

ユーシーカード㈱ 117,079 5.2 174,750 12.3

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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