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１．平成18年12月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30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 ％

平成18年６月中間期 708 △12.3 △72 － △83 －

平成17年６月中間期 807 △17.4 △130 － △131 －

平成17年12月期 1,415 △37.6 △296 － △273 －

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

平成18年６月中間期 △86 － △1,318 87 － －

平成17年６月中間期 △264 － △4,507 49 － －

平成17年12月期 △470 － △7,838 14 － －

（注）①持分法投資損益 平成18年６月中間期 － 　平成17年６月中間期 － 平成17年12月期 －

②期中平均株式数 (連結) 平成18年６月中間期 65,760.5株　平成17年６月中間期 58,627.3株 平成17年12月期 59,981.6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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間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 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

平成18年６月中間期 3,551 1,634 46.0 23,386 35

平成17年６月中間期 1,794 1,400 78.0 23,015 40

平成17年12月期 1,534 1,203 78.4 19,485 29

（注）期末発行済株式数（連結） 平成18年6月中間期 69,892株 平成17年6月中間期 60,832株 平成17年12月期 56,952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
中間期末（期末）残高

百万円 百万円 百万円 百万円

平成18年６月中間期 33 △416 494 942

平成17年６月中間期 △226 △2 107 778

平成17年12月期 △257 △112 241 740

(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 6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） 3社　 （除外） －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 2,825 473 440

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　6,690円94銭

※　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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の8ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況

　平成18年６月30日現在、当社グループは下記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

（デックス　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

デザイン・クリエイ

ティブ関連のコンテン

ツ・プロダクト・プロ

ジェクト等の開発・製

造・ライツ取得・マー

ケティング等への投資

を目的としたファンド

の募集・管理および、

投資・回収・分配等の

業務執行。自己資金に

よるファンドとの強調

投資

100.0％ 連結子会社

イメージワークス株式会社　※１

ストックフォトコンテ

ンツの企画・開発　

※２

－％ 連結子会社 　※３

Star Port Holdings Corp.　※４

モバイルコンテ

ンツ事業

携帯電話向けコンテン

ツの配信

100.0％ 連結子会社

星港世紀科技有限公司　※４ 100.0％ 連結子会社

Beijing Lele Interactive

 Science and Technology Co.,

 Ltd.　※４

100.0％ 連結子会社

  ※１：当中間連結会計期間において、DEXイメージ㈱から社名変更しております。

  ※２：ストックフォトとは、主に広告・出版等の制作に利用される写真やイラストなどのビジュアル著作物の総称です。

  ※３：持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているために子会社といたしました。

  ※４：平成18年４月27日付で株式の取得により子会社としております。なお、Star Port Holdings Corp.および星港世

紀科技有限公司は、Beijing Lele Interactive Science and Technology Co., Ltd.を子会社とするための中間持

株会社です。
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　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。
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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。

　また、当期より、成長著しい中国・東南アジア地域を中心に、携帯電話向けコンテンツの配信を行うモバイルコン

テンツ事業を開始し、新たな事業の核と位置づけております。

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コマース事業など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、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。

 ７．親会社等に関する事項

 　　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１．当期の概況

　当中間連結会計期間のわが国経済は、企業業績の好調持続、日経平均株価の続伸などにより景気の回復基調が一段

と鮮明になった一方、㈱ライブドアの粉飾決算疑惑などにより企業統治のあり方の問題が浮き彫りになった半期でし

た。

　このような事業環境のなか、当中間連結会計期間の当社グループは基本４戦略である、

　(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～

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。当中間連結会計期間は、コンテンツの

積極投入とオンライン・マーケティングを主軸とした集客施策に注力し、会員数が64万人を超えるなど順調な進捗を

見せた結果、当事業の売上高は227百万円（前年同期比10.7％増）となりました。また、Webコマース事業の売上高が

全体に占める割合は、前年同期の25.4％から当中間連結会計期間は32.1％と上昇し、事業ポートフォリオ再編の成果

が着実に表われております。また、今後ユーザビリティ向上・新規サービス投入を目的とした新システムの開発とコ

マース・サイトのリニューアルを実現することにより、さらなる売上の拡大を図ってまいります。

　サービス事業については、Webコンテンツ配信・管理ASPサービスのシステム構築の受注、デザイン・コンテンツの

ライセンス販売が中心となり、当事業の売上高は108百万円（前年同期比14.9％減）となりました。

　中核事業であるWebコマース事業などへの集中を進める一方、プロダクト事業については製造・販売体制の再構築を

検討してまいりましたが、本年３月に㈱イーフロンティアとの業務提携の拡充を締結いたしました。本提携拡充は、

当社の豊富なデザイン・コンテンツを基盤とした製品開発力と㈱イーフロンティアの持つ高い販売力・ブランド力を

それぞれ最大限に活用することによって製品力強化・販売拡大を図ることを目的としており、今後当社が開発する素

材集パッケージ・ソフトについてはほぼ全てのタイトルについて、製造・物流・販売を㈱イーフロンティアが行うこ

ととなりました。これに伴うパッケージ化許諾料、商標使用許諾料等を売上として計上したことなどより、当事業の

売上高は97百万円（前年同期比36.2％減）となりました。

　これらにより、デザイン事業については、売上高432百万円（前年同期比38.1％減）、営業損失15百万円（前年同期

は営業損失94百万円）を計上いたしました。

（モバイルコンテンツ事業）

　本年４月に中国の有力モバイルコンテンツ・プロバイダであるBeijing Lele Interactive Science and

Technology Co., Ltd.を買収し、本格的にモバイルコンテンツ事業に進出いたしました。当中間連結会計期間は、同

社においてアフィリエイト・サイトを活用したマーケティング戦略に注力した結果、売上高は172百万円、営業利益は

36百万円となりました。

（飲食事業）

　飲食事業については、タリーズコーヒーのフランチャイズ４店舗を運営しており、売上高は103百万円（前年同期比

5.6％減）、営業利益は14百万円（前年同期比20.9％増）となりました。

　グループ全体の業績については、デクスキューブ㈱等の子会社が連結から除外された影響などにより、連結売上高

は708百万円（前年同期比12.3％減）となりました。

　一方、事業ポートフォリオ再編の方針に基づき、収益性の低いノンコア事業については撤退・売却し、Webコマース

事業などコア事業への集中を進めた結果、売上総利益率は改善し、連結売上総利益は389百万円（前年同期比5.4％増）

となりました。

　販売費及び一般管理費については、Lele買収に係るのれんの償却額14百万円を計上した一方、子会社が連結から除

外された影響などにより給与手当が前年同期比で28百万円減少し、また経営の効率化・合理化のための施策実施の成
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果として、本社事務所賃借の一部解約等により地代家賃が前年同期と比較して13百万円減少するなどいたしました。

さらに、前期に不稼動固定資産の除却を実施したこと等により、減価償却費は前年同期と比較して17百万円減少いた

しました。これらコスト削減努力の結果として、販売費及び一般管理費は前年同期と比較して37百万円減少して462百

万円（前年同期比7.5％減）となりました。

　この結果、連結営業損失は72百万円（前年同期は連結営業損失130百万円）、連結経常損失は83百万円（前年同期は

連結経常損失131百万円）となりました。

　また、本社事務所賃借の一部解約等に伴う固定資産除却損7百万円を特別損失に計上したほか、法人税、住民税及び

事業税などを加減算した結果、連結中間純損失は86百万円（前年同期は連結中間純損失264百万円）となりました。

２．キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間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）

　当中間連結会計期間において、税金等調整前中間純損失△85百万円、および仕入債務の増減額△17百万円などと、

減価償却費54百万円、およびたな卸資産の増減額52百万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33百万円となりました（前年同期は△226百万円）。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、Leleの中間持株会社であるStar Port Holdings Corp.など関係会社株式の取得によ

る支出△461百万円、および無形固定資産の取得による支出△27百万円などと、保証金の返還による収入73百万円など

との差引により、投資活動によるキャッシュ・フローは△416百万円となりました（前年同期は△2百万円）。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、BBMFグループに対する第三者割当増資などの株式の発行による収入453百万円などに

より、財務活動によるキャッシュ・フローは494百万円となりました（前年同期は107百万円）。

　以上の結果、当中間連結会計期間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202百万円増加し、

942百万円となりました。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年中間期

自己資本比率（％） 78.8 78.4 46.0

時価ベースの自己資本比率（％） 160.6 477.2 199.2

債務償還年数（年） 0.1 － 3.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ 239.5 － 45.2

　（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・カバレッジ・レシオ　：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．株式時価総額は中間期末（期末）株価終値×中間期末（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、中間連結キャッシュ・フロー計算書（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、中間連結貸借対照表（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、中間連結キャッシュ・フロー計算書（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・カバレッジ・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。

－ 7 －



３．通期の見通し

　当連結会計年度における当社グループは、Webコマース事業において、ユーザビリティ向上・新規サービス投入を目

的とした新システムの開発とコマースサイトのリニューアルに着手しており、本年７月にデザインのポータルサイト

【DEX】のサイトデザインを全面リニューアルいたしました。また業務提携による新規コンテンツ獲得の強化によって、

会員数の増大および一人あたり売上単価の向上を図ってまいります。

　また、プロダクト事業においては、本年３月に締結した㈱イーフロンティアとの業務提携拡充により、販売管理体

制の抜本的な再構築を図ってまいります。今後当社が開発する素材集パッケージ・ソフトについてはほぼ全てのタイ

トルについて、製造・物流・販売を㈱イーフロンティアが行い、当社は㈱イーフロンティアへのパッケージ化許諾料

を収益として計上して行くこととなります。これにより、同社の持つ高い営業力とブランド力を活用した販売展開に

よる販売量増加と安定収益確保を図るとともに、製作・流通・管理コストの削減と今後発生し得る在庫リスクの低減

を図ります。

　さらに、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進めてまいります。

　また、当社はBBMFグループとの間で本年３月７日付で資本業務提携契約を締結いたしましたが、その後、企業買収

の方向性、買収資金の調達方針などの点で両者の考え方に隔たりがあることが明らかとなり、結果として現状のまま

では当社の株主価値の向上を図ることが難しいとの結論に至り、本年８月11日付で契約の解除条項の定めに基づき資

本業務提携を解消いたしました。当社は、事業の推進と経営基盤の安定化・強化を図るため、今後BBMFグループに代

わる新たな戦略的パートナーとの資本業務提携関係の構築を目指してまいります。

　以上により、平成18年12月期（通期）の業績見込につきましては、平成18年２月28日および平成18年６月23日に発

表いたしました業績予想どおり、連結ベースで売上高2,825百万円、経常利益473百万円、当期純利益440百万円、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5百万円を予測しております。

＊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ください。

－ 8 －



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。

(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）モバイルコンテンツ事業

　モバイルコンテンツ事業は中国子会社において推進しておりますが、同社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として、カントリーリスクのほか、為替リスク・税制の変更・競合先の出現

等の要因により、事業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。

(10)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．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   828,477   1,000,308   792,525  

２．受取手形及び売掛
金

  338,216   316,827   200,273  

３．たな卸資産   139,380   22,007   74,605  

４．繰延税金資産   49,938   2,755   3,801  

５．その他   43,147   121,694   41,098  

貸倒引当金   △13,228   △3,845   △8,397  

流動資産合計   1,385,931 77.2  1,459,746 41.1  1,103,907 72.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  102,384   101,210   98,789  

２．無形固定資産           

(1)ソフトウェア  118,190   90,210   97,169   

(2)コンテンツ  57,821   71,081   69,479   

(3)のれん  －   1,720,638   －   

(4)その他  5,320 181,331  5,861 1,887,793  4,526 171,174  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  14,670   12,099   12,362   

(2)差入保証金  102,702   70,812   143,215   

(3)繰延税金資産  －   －   265   

(4)その他  10,683   15,214   945   

貸倒引当金  △8,951 119,106  △6,832 91,294  △487 △156,301  

固定資産合計   402,821 22.5  2,080,298 58.6  426,265 27.8

Ⅲ　繰延資産   5,699 0.3  11,355 0.3  3,934 0.2

資産合計   1,794,452 100.0  3,551,400 100.0  1,534,108 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

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

  117,328   47,242   56,705  

２．短期借入金   －   132,000   130,000  

３．未払金   －   1,668,093   60,394  

４．未払法人税等   4,436   5,480   8,815  

５．返品調整引当金   7,049   2,985   9,383  

６．その他   85,948   6,925   6,152  

流動負債合計   214,763 12.0  1,862,727 52.5  271,449 17.7

Ⅱ　固定負債           

１．社債   50,000   40,000   45,000  

２．退職給付引当金   16,142   13,467   14,139  

３．事業損失引当金   1,199   －   458  

４．繰延税金負債   1,219   686   －  

固定負債合計   68,561 3.8  54,153 1.5  59,597 3.9

負債合計   283,324 15.8  1,916,881 54.0  331,047 21.6

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   111,055 6.2  － －  － －

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   783,900 43.7  － －  788,450 51.4

Ⅱ　資本剰余金   1,227,160 68.4  － －  1,231,710 80.3

Ⅲ　利益剰余金   △538,076 △30.0  － －  △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   △1,619 △0.1  － －  △1,887 △0.1

Ⅵ　自己株式   △71,291 △4.0  － －  △71,291 △4.7

資本合計   1,400,072 78.0  － －  1,203,060 78.4

負債、少数株主持分
及び資本合計

  1,794,452 100.0  － －  1,534,108 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,020,350 28.7  － －

２．資本剰余金   － －  1,474,028 41.5  － －

３．利益剰余金   － －  △830,689 △23.4  － －

４．自己株式   － －  △42,989 △1.2  － －

株主資本合計   － －  1,620,699 45.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  △197 △0.0  － －

２．為替換算調整勘定   － －  △133 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  △330 △0.0  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  5,470 0.2  － －

Ⅳ　少数株主持分   － －  8,680 0.2  － －

純資産合計   － －  1,634,519 46.0  － －

負債純資産合計   － －  3,551,400 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   807,590 100.0  708,153 100.0  1,415,774 100.0

Ⅱ　売上原価   438,337 54.3  318,916 45.0  702,692 49.6

売上総利益   369,253 45.7  389,237 55.0  713,082 50.4

Ⅲ　販売費及び一般管理

費
※１  499,610 61.9  462,204 65.3  983,000 69.5

営業損失   130,357 16.1  72,966 10.3  269,917 19.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  51   188   87   

２．為替差益  2,205   －   5,166   

３．雑収入  61 2,318 0.3 145 333 0.1 120 5,374 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  1,104   757   2,368   

２．為替差損  －   7,089   －   

３．開発費償却  399   399   799   

４．新株発行費償却  1,056   2,455   2,107   

５．社債発行費償却  258   258   516   

６．持分法投資損失  －   －   2,834   

７．雑損失  193 3,012 0.4 131 11,091 1.6 343 8,970 0.6

経常損失   131,051 16.2  83,724 11.8  273,513 19.3

Ⅵ　特別利益           

１．関係会社株式売却益  －   3,560   －   

２．その他特別利益  － － － 2,616 6,176 0.8 － － －

Ⅶ　特別損失           

１．たな卸資産評価損  71,158   －   73,670   

２．たな卸資産廃棄損  －   －   10,386   

３．固定資産除却損  37,275   7,775   46,408   

４．臨時償却費  12,936   －   3,059   

５．関係会社株式売却損  8,160   －   9,140   

６．投資有価証券評価損  531   －   531   

７．損害賠償和解金  － 130,062 16.1 － 7,775 1.1 3,318 146,515 10.4

税金等調整前中間
（当期）純損失

  261,113 32.3  85,323 12.1  420,028 29.7

法人税、住民税及
び事業税

 2,068   2,140   4,411   

法人税等調整額  4,269 6,338 0.8 2,024 4,165 0.6 48,894 53,305 3.7

少数株主損益   △3,190 △0.4  △2,758 △0.4  △3,190 △0.2

中間（当期）純損
失

  264,261 32.7  86,729 12.3  470,144 33.2
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

前連結会計年度の

連結剰余金計算書
（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  19,400  23,950  

２．自己株式処分差益  － 19,400 － 23,950

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）

残高
  1,227,160  1,231,710

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △279,102  △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 5,287 5,287 5,287

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．中間（当期）純損失  264,261 264,261 470,144 470,144

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期

末）残高
  △538,076  △743,959
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
788,450 1,231,710 △743,959 △71,291 1,204,909

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 231,900 231,900   463,800

中間純損失（千円）   △86,729  △86,729

自己株式の処分（千円）  10,418  28,301 38,720

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
231,900 242,318 △86,729 28,301 415,790

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,020,350 1,474,028 △830,689 △42,989 1,620,699

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
39 △1,887 △1,848 － － 1,203,060

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円）      463,800

中間純損失（千円）      △86,729

自己株式の処分（千円）      38,720

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△236 1,753 1,517 5,470 8,680 15,668

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△236 1,753 1,517 5,470 8,680 431,458

平成18年６月30日　残高

（千円）
△197 △133 △330 5,470 8,680 1,634,519
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書
（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・

フロー
    

１．税金等調整前中間（当期）

純損失
 △261,113 △85,323 △420,028

２．減価償却費  80,878 54,448 129,902

３．臨時償却費  － － 3,059

４．貸倒引当金の増減額  907 688 △12,386

５．退職給付引当金の増減額  △2,785 △671 △3,279

６．返品調整引当金の増減額  712 △6,398 3,046

７．事業損失引当金の増減額  △3,062 △458 △3,802

８．受取利息及び受取配当金  △51 △44 △87

９．支払利息  1,104 1,848 2,368

10．為替差損益  △1,030 5,177 △3,507

11．のれん償却額  － 14,459 －

12．関係会社株式売却益  － △3,560 －

13．固定資産除却損  37,275 7,775 46,408

14．投資有価証券評価損   531 － 531

15．関係会社株式売却損  8,160 － 9,140

16．売上債権の増減額  8,347 28,254 55,181

17．たな卸資産の増減額  38,788 52,597 63,876

18．仕入債務の増減額  △101,279 △17,067 △114,218

19．未収消費税等の増減額  △5,311 8,957 △10,505

20．未払消費税等の増減額  △12,705 2,686 △12,705

21．その他  5,184 △16,973 34,527

小計  △205,448 46,397 △232,478

22．利息及び配当金の受取額  317 44 354

23．利息の支払額  △1,371 △744 △2,635

24．損害賠償和解金の支払額  － △3,318 －

25．法人税等の支払額  △20,004 △8,745 △22,334

営業活動によるキャッシュ・

フロー
 △226,505 33,632 △257,094
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前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書
（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） 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  △2,903 △5,605 △10,610

２．有形固定資産の取得による

支出
 △20,070 △2,270 △31,307

３．有形固定資産の除却に伴う

支出
 － △7,506 △2,540

４．無形固定資産の取得による

支出
 △37,320 △27,214 △84,368

５．投資有価証券の取得による

支出
 － － △460

６．関係会社株式の取得による

支出
 － △461,246 －

７．関係会社株式の売却による

収入
 61,299 15,000 61,299

８．関係会社株式売却に伴う支

出
 △3,550 － △4,530

９．保証金の差入による支出  △125 △720 △40,637

10．保証金の返還による収入  435 73,124 461

投資活動によるキャッシュ・

フロー
 △2,236 △416,439 △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  － 2,000 130,000

２．少数株主からの払込による

収入
 19,940 － －

３．社債の発行による収入  48,450 － 48,450

４．社債の償還による支出  － △5,000 △5,000

５．株式の発行による収入  38,800 453,265 47,900

６．新株予約権の発行による収

入
 － 5,470 －

７．少数株主からの払込による

収入
 － － 19,940

８．自己株式の処分による収入  － 38,720 －

財務活動によるキャッシュ・

フロー
 107,190 494,455 241,290

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換

算差額
 888 1,506 3,008

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △120,663 113,154 △125,489

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残

高
 903,365 740,589 903,365

Ⅶ　連結子会社取得に伴う現金及

び現金同等物の増加額
 － 89,022 －

Ⅷ　連結子会社除外に伴う現金及

び現金同等物の減少額
 △4,453 － △37,285

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
 778,248 942,766 740,589
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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

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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、前連結会計年度に引

き続き、当中間連結会計期間において

も、72百万円の営業損失および86百万

円の中間純損失を計上しております。

また、平成18年４月27日付で子会社化

したBeijing Lele Interactive 

Science and Technology Co., Ltd.の

株式取得費用のうち当中間連結会計期

間末で1,576百万円の未払が残っており、

平成18年７月３日付で子会社化した

Tianjin Century Communication 

Technology Co.,Ltd.、および

Guangzhou Yeahcom Communication 

Technology Co.,Ltd.についても、今後

それぞれ約10億円、約16億円の株式取

得費用の支払を予定しております。一

方、37ページの「重要な後発事象」に

記載のとおり、当社は平成18年３月７

日付でBBMFグループとの間で締結した

資本業務提携に基づき、同グループに

対して54,700株の新株予約権を付与い

たしましたが、平成18年８月11日付で

同資本業務提携を解消したことにより、

同グループは新株予約権行使の権利を

喪失いたしました。これにより、BBMF

グループの新株予約権行使による資金

調達は実施出来なくなりました。

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。

営業損失および中間純損失となった主

な要因としては、前連結会計年度にお

いて、プロダクト事業について、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コマース事業について、

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で

きなかったことなどにより、売上高が

計画を達成できなかったことによるも

のであります。

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できなかったこと

などにより、売上高が計画を達成でき

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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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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、当該状況を解消すべ

く経営の再構築を進めております。当

連結会計年度における対応策としては、

Webコマース事業において、ユーザビリ

ティ向上・新規サービス投入を目的と

した新システムの開発とコマース・サ

イトのリニューアルに着手いたしまし

た。また、業務提携による新規コンテ

ンツ獲得を強化し、会員数の増大およ

び一人あたり売上単価の向上を図って

まいります。

プロダクト事業においては、本年３月

に締結した㈱イーフロンティアとの業

務提携拡充により、販売管理体制の抜

本的な再構築を図ってまいります。今

後当社が開発する素材集パッケージ・

ソフトについてはほぼ全てのタイトル

について、製造・物流・販売を㈱イー

フロンティアが行い、当社は㈱イーフ

ロンティアへのパッケージ化許諾料を

収益として計上して行くこととなりま

す。これにより、同社の持つ高い営業

力とブランド力を活用した販売展開に

よる販売量増加と安定収益確保を図る

とともに、製作・流通・管理コストの

削減と今後発生し得る在庫リスクの低

減を図ります。

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進め

てまいります。

さらに、モバイル事業においては、本

年４月の中国の有力モバイルコンテン

ツ・プロバイダーであるLeleの子会社

化により、当社グループは今後中国に

おけるモバイル事業展開を進めていく

ためのプラットフォームを確立するこ

とになります。今後は、当社の保有す

る膨大な画像コンテンツをLeleに提供

することによりLeleのプロダクト・レ

ンジを広げるなど、既存事業とモバイ

ル事業のシナジーを追求してまいりま

す。

これらの結果として、当社グループは、

当中間連結会計期間において前年同期

と比較して営業赤字の削減を達成して

おり、また当連結会計年度通年での営

業利益の黒字化を見込んでおります。

──────
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── また、資金調達に関しては、BBMFグルー

プに代わる新しい戦略パートナーとの

資本業務提携関係を構築するため、現

在複数の候補先との間で、具体的な条

件面での交渉に入っております。

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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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 　４社

連結子会社名

DEX IMAGE PTE LTD

デクスキューブ㈱

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、当中間連結会計期間におい

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。

   

(2)主要な非連結子会社の名称等

  該当事項はありません。

(1)連結子会社の数 　６社

連結子会社名

DEX IMAGE PTE LTD

DEXインベストメント㈱

イメージワークス㈱

Star Port Holdings Corp.

星港世紀科技有限公司

Beijing Lele Interactive 

Science and Technology Co.,

Ltd.

 

上記のうち、Star Port Holdings 

Corp.、星港世紀科技有限公司、お

よびBeijing Lele Interactive 

Science and Technology Co., 

Ltd.については、当中間連結会計

期間に株式を取得したことにより

連結の範囲に含めております。ま

た、イメージワークス㈱について

は、当中間連結会計期間にDEXイ

メージ㈱から社名変更しておりま

す。

(2)主要な非連結子会社の名称等

 同左

(1)連結子会社の数 　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

 同左

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。

(2)持分法を適用していない非連結

   子会社

   該当事項はありません。

(1)持分法適用の関連会社の数

同左

(2)持分法を適用していない非連結

   子会社

同左

(1)持分法適用の関連会社の数

同左

 (2)持分法を適用していない非連結

    子会社。

同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

全ての連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しております。

同左 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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

(イ)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

中間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）

(イ)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

(イ)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）

 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

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

仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法

②たな卸資産

製品・商品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

同左

②たな卸資産

製品・商品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

同左

  (ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

 (ロ)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。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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）

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

②無形固定資産

商標権

同左

ソフトウェア

同左

②無形固定資産

商標権

同左

ソフトウェア

同左

 コンテンツ

定額法（３年）

連結子会社1社については、

定額法（４年）

コンテンツ

同左

コンテンツ

同左

 ③長期前払費用

定額法

③長期前払費用

同左

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

④少額減価償却資産

同左

  (ハ)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。

 (ハ)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 (ハ)重要な引当金の計上基準

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、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務（期末自己都

合退職金要支給額の100％）の

見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。

②退職給付引当金

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。

 

 

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

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　　　────── 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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (ニ)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、中間決

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、中間決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含め

ております。

(ニ)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

(ニ)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、

換算差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めておりま

す。

 (ホ)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。

(ホ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ)重要なリース取引の処理方法

同左

 (ヘ)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(ヘ)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(ヘ)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。

消費税等の会計処理

同左

  消費税等の会計処理

同左

５．のれんの償却に関する事

項

────── のれんは定額法（20年）で償却し

ております。

──────

６．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

中間連結キャッシュ・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 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。
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間から「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計

基準適用指針第6号）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありません。

──────

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資

産の分の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第5号　平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号　

平成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,629,049千円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。

──────

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

────── （中間連結貸借対照表）

「未払金」は、前中間会計期間末は、流動負債の「その他」に含め

て表示しておりましたが、当中間連結会計期間末において資産の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前中間連結会計期間末の「未払金」の金額は53,892千円であ

ります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末

（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年６月30日）

前連結会計年度末

（平成17年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　 120,478千円 　　　　　　　   124,355千円 　　　　　　　　 122,662千円

　２　当社は運転資金の効率的な調達を行な

う為、㈱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

に基づく当中間連結会計期間末現在の借

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　　　　　　────── 　２　当社は運転資金の効率的な調達を行な

う為、㈱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

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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。

※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   131,396千円

支払手数料   53,982千円

減価償却費 51,650千円

給与手当 102,626千円

支払手数料 78,068千円

広告宣伝費 75,843千円

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
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注）１ 64,790 6,940 － 71,730

合計 64,790 6,940 － 71,730

自己株式

普通株式　（注）２ 3,048 － 1,210 1,838

合計 3,048 － 1,210 1,838

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加6,940株は、第三者割当による新株の発行による増加6,800株、新株予約権の

行使による新株の発行による増加140株であります。

２．普通株式の自己株式の減少1,210株は、新株予約権の行使による自己株式の移転による減少であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

平成18年新株予約権

　（注）１
普通株式 － 54,700 － 54,700 3,719,600

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 46,480

合計 － － － － － 3,766,080

（注）１．平成18年新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行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。

３．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と中間連

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中間期末残高と中間連

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17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 828,477千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金及び定期積金 △50,229千円

現金及び現金同等物 778,248千円

現金及び預金勘定 1,000,308千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金及び定期積金 57,541千円

現金及び現金同等物 942,766千円

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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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

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)
5,896 5,896

減価償却累計
額相当額

(千円)
4,964 4,964

中間期末残高
相当額

(千円)
931 931

 工具器具備品 合計

取得価額相当
額

(千円)
3,709 3,709

減価償却累計
額相当額

(千円)
247 247

中間期末残高
相当額

(千円)
3,462 3,462

 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．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内    1,018千円

１年超      0千円

合計   1,018千円

１年内 717千円

１年超 2,755千円

合計 3,472千円

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

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    660千円

減価償却費相当額      589千円

支払利息相当額    31千円

支払リース料 477千円

減価償却費相当額 442千円

支払利息相当額 27千円

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、残存価額を

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

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

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在）

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．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 468

  匿名組合出資金 14,202

 計 14,670

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 460 263 △197

合計 460 263 △197

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 468

  匿名組合出資金 11,367

 計 11,836

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上（千
円）

差額（千円）

株式 460 526 66

計 460 526 66

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在）

当社グループは、当中間連結会計期間において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。

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

当社グループは、当中間連結会計期間において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。

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在）

当社グループは、当連結会計年度において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。
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（セグメント情報関係）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30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）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 697,870 109,720 807,590 － 807,590

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
430 － 430 (430) －

計 698,300 109,720 808,021 (430) 807,590

営業費用 792,402 97,691 890,093 47,854 937,947

営業利益（又は営業損失） (94,102) 12,029 (82,072) (48,284) (130,357)

（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

 前中間連結会計期間（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
48,284 　当社の管理部門に係る費用
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当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 
デザイン事

業
（千円）

モバイルコ
ンテンツ事

業
（千円）

飲食事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 432,252 172,296 103,605 708,153 － 708,153

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － －

計 432,252 172,296 103,605 708,153 － 708,153

営業費用 447,744 135,476 89,063 672,284 108,836 781,120

営業利益（又は営業損失） (15,492) 36,819 14,542 35,869 (108,836) (72,966)

（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

モバイルコンテンツ事業 携帯電話向けコンテンツの配信

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

 当中間連結会計期間（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
108,836 　当社の管理部門に係る費用
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前連結会計年度（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 12,404,166 212,038 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

 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
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

 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 
61,377

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

　　前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17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。

　　当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

日本
（千円）

中華人民共和
国

（千円）

シンガポール
共和国
（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 542,551 172,296 2,028 716,875 (8,721) 708,153

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 542,551 172,296 2,028 716,875 (8,721) 708,153

営業費用 651,154 121,017 3,320 775,492 5,628 781,120

営業利益（又は営業損失） (108,603) 51,278 (1,292) (58,617) (14,349) (72,966)

　　前連結会計年度（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。

ｃ．海外売上高

　　前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30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。

　　当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

中華人民共和国 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 172,296 38,039 210,335

Ⅱ　連結売上高（千円）   708,153

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
24.3 5.4 29.7

　　前連結会計年度（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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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
         23,015.40円

１株当たり純資産額
        23,386.35円

１株当たり純資産額
    19,485.29円

１株当たり中間純損失金額
　        4,507.49円

１株当たり中間純損失金額
　        1,318.87円

１株当たり当期純利益金額
         7,838.14円

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については、１株当た
り中間純損失が計上されているため
記載しておりません。

(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、当該株式分割が前期首に行わ
れたと仮定した場合の前中間連結会
計期間における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
　　　　　　　　　　26,893.25円
(2)１株当たり中間純損失金額
　　　　　　　　　　 　839.68円
※前中間連結会計期間における潜在
株式調整後１株当たり中間純利益金
額については、１株当たり中間純損
失が計上されているため記載してお
りません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については、１株当た
り中間純損失が計上されているため
記載しておりません。

──────

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株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

中間（当期）純損失（△）（千円） △264,261 △86,729 △470,144

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（△）（千円）
△264,261 △86,729 △470,144

期中平均株式数（株） 58,627.3 65,760.5 59,981.6

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 1．当社は、平成18年６月７日開催の

臨時取締役会において、中国・アジ

ア地域でのモバイルコンテンツ事業

展開の拡大に伴い、同地域での経理

および業務の管理・監督を目的とし

た地域統括子会社DEX Asia Limited

の設立を決議し、平成18年７月３日

付で同社を設立いたしました。

(1）DEX Asia Limitedの概要

①会社の目的

・中国・東南アジア地域で当社が

買収した会社の管理・統括（人

員の派遣も含む）

・新規買収案件の調査

・中国・東南アジア地域でのモバ

イルコンテンツ事業に関しての

情報収集

・同地域内関連会社の中間持株会

社機能

②会社の概要

本拠地　　：香港

登記住所　：British Virgin 

Islands

株主　　　：当社（100％）

資本金　　：462百万円

代表者　　：リン ハウ アルバー

ト

従業員　　：当初は2～3名程度

設立年月日：平成18年７月３日

　当社は、平成18年３月７日開催の取

締役会において、下記のとおり第三

者割当による新株式発行および新株

予約権の発行を決議いたしました。

また、平成18年３月29日付で新株式

の発行価額および新株予約権の発行

価額が払い込まれました。

(1）新株および新株予約権の発行理由

当社は既存のイラスト等デザイン用

デジタルコンテンツの製作・ネット

販売事業を展開しており「具満タ

ン」シリーズなど業界のデファクト

スタンダードともいえる製品を送り

出してまいりました。一方で、財務

的には、プロダクト事業における売

り上げの伸び悩み等により平成17年

12月期には連結ベースで1,415百万

円（前年同四半期比37.6%減）の売

上にもかかわらず269百万円の営業

損失、273百万円の経常損失、470百

万円の純損失を計上するなど、非常

に厳しい状況が続いておりまし

た。

このような状況下、当社が今後の業

績回復およびその拡大を達成するた

めには、新たな事業の核が必要であ

ると認識し、モバイルコンテンツ市

場への参入を視野に入れて、昨年12

月にはBBMFグループの人員を含む複

数の取締役を迎え入れるとともに、

新たな代表取締役を選任致しました。

その後も、有力企業との業務提携お

よび人員の拡充や国内外におけるM&A

を含めた新たな事業開発などの積極

的な投資が有効であるとの認識に基

づき、引続き業務提携・資本増強に

ついて複合的に検討しておりました

が、今回、BBMFグループと業務全般

に関する包括的な業務提携を行い、

加えて第三者割当増資に応じていた

だくことが最善であるとの結論に至

りました。

今回の第三者割当により調達する資

金（新株発行および新株予約権発行

による調達額約468百万円。予定額）

につきましては、M&Aを含む新事業

開発投資および運転資金に充当する

予定であり、新規コア事業であるモ

バイルコンテンツ事業その他の関連

成長分野におけるM&Aを通じた国内

外における市場開拓等により経営基

盤の強化および拡大が図れるものと
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 2．当社は、平成18年６月12日開催の

臨時取締役会において、当社の

100％子会社である地域統括会社DEX 

Asia Limitedを通じて、中国の有力

モバイルコンテンツ・プロバイダー

であるTianjin Century 

Communication Technology 

Co.,Ltd.の持株会社であるCentury 

Star Field Limitedの全株式を取得

し子会社することを決議し、平成18

年７月３日付で株式の受渡を完了い

たしました。

(1）取得の理由

当社は、新たな事業の核としてモバ

イルコンテンツ事業確立に向け積極

的に取り組んでおりますが、このた

び中国天津市に本拠を置く有力モバ

イルコンテンツ・プロバイダー

Tianjin Century Communication 

Technology Co.,Ltd.（以下Century

という）を子会社化いたしました。

同社の強みは、その技術力、開発力

にあり、SMS（ショート・メッセー

ジ・サービス）とWAP（ワイヤレス・

アプリケーション・プロトコル）、

IVR（インタラクティブ・ボイス・

レスポンス）等のサービスを組み合

わせたプラットフォーム横断的な新

規プロダクト開発・提供に力を入れ

ております。

当社は、インターネットでのモバイ

ルコンテンツ・ダウンロードサイト

運営会社Beijing Lele 

Interactive Science and 

Technology Co., Ltd.（以下Leleと

いう）の子会社化に引き続きCentury

を子会社化することで、同国におけ

るモバイルコンテンツ事業基盤を一

層強化することとなります。マーケ

ティング力に強みを持つLeleと開発

力に強みを持つCenturyを当社傘下

で互いにパートナーとすることで、

将来に向けての大きなシナジー効果

を見込めるものと考えております。

考えています。また、将来に亘る新

株予約権行使による調達額約3,715

百万円（予定額）についても同様で

す。

BBMFグループは世界20カ国・地域以

上でモバイルコンテンツの製作・配

信をしており、国内ではNTTドコモ、

AU、ボーダフォンの３社すべてにモ

バイルコンテンツを配信しておりま

す。特にモバイルゲームの分野では

リーディングカンパニーのひとつで

あり、同グループとの戦略的業務・

資本提携は当社がモバイルコンテン

ツ市場に参入するにあたり大きく資

するものであると考えます。当社は

今回の同グループとの資本提携およ

び業務提携が大きな効果を生み、当

社の株主価値が最大化されることを

期待しております。

(2）第三者割当による新株式発行の概

要

①新株予

約権の

目的た

る株式

の種類

及び数

当社普通株式　54,700株

なお、当社が株式分割ま

たは株式併合を行う場合、

次の算式により目的たる

株式の数を調整するもの

とする。ただし、かかる

調整は本件新株予約権の

うち、当該時点で権利行

使していない新株予約権

の目的たる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端

数は切り捨てる。

調整後
株式数

＝
調整前
株式数

×
分割・併
合の比率

また、発行日後に、当社

が他社と吸収合併もしく

は新設合併を行い新株予

約権が承継される場合、

当社が完全子会社となる

株式交換もしくは株式移

転を行い新株予約権が承

継される場合、または人

的分割をする場合、当社

は、合併比率等に応じ必

要と認める株式数の調整

を行うものとする。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── (2）取得する子会社の概要

①商号：

　Century Star Field Limited

②代表者：

　HUANG,Guo Qiang

③登記住所：

　British Virgin Islands

④設立年月日：

　平成18年５月１日

⑤主な事業の内容：

　モバイルコンテンツ・プロバイ

ダーであるTianjin Century 

Communication Technology 

Co.,Ltd.の持株会社

⑥決算期：

　12月31日

⑦発行済株式総数：

　普通株１株

⑧当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。 

(3）Centuryの概要

①商号：

　Tianjin Century Communication 

Technology Co.,Ltd.

②代表者：

　HUANG,Guo Qiang

③所在地：

　中国天津市

④設立年月：

　平成13年11月

⑤主な事業の内容：

　モバイルコンテンツの配信

⑥決算期：

　12月31日

⑦資本の額：

　10.1百万元（約148百万円）

⑧従業員数：

90名

⑨当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。 

⑩直近事業年度の業績の動向

　（平成17年12月期）

 百万人民元 百万円

 売上高 46.5 674.3

 経常利益 16.7 242.2

 当期純利益 16.1 233.5

 総資産 32.0 464.0

 株主資本 21.2 307.4

 (注)1人民元＝14.5円にて換算。未監査。

②発行す

る新株

予約権

の総数

5,470個（各新株予約権の

目的たる株式数は10株。

但し、本要項１に定める

株式数の調整を行った場

合には、同様の調整を行

う。）

③各新株

予約権

の発行

価額

金1,000円とする（一株

につき金100円）

④新株予

約権の

払込期

日

平成18年３月29日

⑤各新株

予約権

の行使

に際し

て払込

をなす

べき金

額

本新株予約権１個の行使

に際して払込をすべき額

は、行使価額（以下に定

義する。）に各新株予約

権の目的となる株式数を

乗じた額とする。

本新株予約権の行使に際

して株式１株当たりの払

込金額（以下「行使価

額」という。）は、当初

金68,000円とする。

なお、本新株予約権発行

後、当社が、株式分割、

株式併合を行う場合は、

次の算式により行使価額

を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切

り上げる。

調整後
行使価
額

＝
調整前
行使価
額

×

1

分割・
併合の
比率
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── (4）DEX Asia Limitedによる取得株式

数および取得前後の所有株式の状況

取得前の所有株式数：

　－株（所有割合－％）

取得株式数：

　１株

取得後の所有株式数：

　１株（所有割合100.0％）

(5）株式の取得先

①商号：

　Century Wireless Limited

　（100％）

②代表者：

　HUANG,Guo Qiang

③登記住所：

　British Virgin Islands

④主な事業の内容：

　投資事業

⑤当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。

(6）日程

平成18年４月14日

　事前合意書締結

平成18年６月12日

　株式譲渡契約書締結

平成18年７月３日

　株式受渡

(7）今後の見通し

中国の携帯電話総数は平成17年末現

在で約4億台と推計されていますが、

近い将来6億台にまで達するものと

見込まれます。このような状況の下、

同国における携帯電話向け付加価値

サービスについても高成長の持続が

見込まれております。当社は引き続

き、Leleを中核とし、モバイルコン

テンツ・プロバイダーとの提携を進

めることで、モバイル関連事業の推

進、および当社資源の有効的活用を

進めて行く予定です。

また、当社が時価を下回

る価額で新株を発行し、

または自己株式を処分す

る場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調

整による１株未満の端数

は切り上げる。但し、算

式中の「既発行株式数」

には、当社が保有する自

己株式を含まない。

既発

行株

式数

＋

新規

発行

(処

分)株

式数

×

１株

当り

の払

込価

額

調整

後行

使価

額

＝

調整

前行

使価

額

×

新規発行(処

分)前の株価

既発行株式数＋新

規発行(処分)株式

数

このほか、本新株予約権

を発行する日の後に、当

社が他社と吸収合併もし

くは新設合併を行い新株

予約権が承継される場合、

当社が完全子会社となる

株式交換もしくは株式移

転を行い新株予約権が承

継される場合、又は人的

分割をする場合、当社は、

合併比率等に応じ合理的

な範囲で行使価額を調整

するものとする。

⑥新株予

約権を

行使す

ること

を得べ

き期間

平成18年３月30日から平

成21年３月29日までとし、

消却の公告があった場合、

消却の前日までとする。

但し、行使期間の最終日

が銀行営業日でない場合

には、その前銀行営業日

を最終日とする。

⑦新株予

約権の

行使の

条件

①本件新株予約権の行使

は１新株予約権単位

（新株予約権１個）で

行うものとし、各新株

予約権の一部行使は認

められないものとする。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 当社は、Centuryの完全子会社化完

了日以降の本連結会計期間において、

Centuryを連結対象とすることとな

り、同社の売上高・経常利益・当期

純利益、および新たに発生するのれ

んの償却・追加管理コストを勘案し、

平成18年６月12日付で、当連結会計

年度（平成18年１月１日～平成18年

12月31日）の連結業績予想を下記の

とおり修正いたしました。

 （単位：百万円）

 修正前 修正後

 売上高 2,212 2,551

 経常利益 230 381

 当期純利益 219 357

なお、同社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として、カント

リーリスクのほか、為替リスク・税

制の変更・競合先の出現等の要因に

より、事業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。

②権利者が１個または複

数の本件新株予約権を

行使した場合に、当該

行使により当該権利者

に対して発行される株

式数は整数（会社が単

元株制度を導入した場

合には、一単元の株式

数の整数倍）でなけれ

ばならず、１株（会社

が単元制度を導入した

場合は一単元の株式

数）未満の部分につい

ては株式は割り当てら

れないものとする。

③権利者は、行使しよう

とする日の前日までに

会社の指定する行使請

求書を会社に提出した

場合に限り、本件新株

予約権を行使すること

が出来るものとする。

⑧新株予

約権の

消却事

由及び

消却の

条件

①権利者が本新株予約権

に関して当社と締結し

た契約が解除され又は

終了した場合（当社が

解除事由に該当するこ

とにより権利者が解除

した場合を除く。）に

は、会社は当該本件新

株予約権を新株予約権

１個あたりの発行価額

をもって消却すること

ができる。

②権利者が本件新株予約

権を放棄した場合、当

社は当該本件新株予約

権を無償で消却するこ

とができる。

⑨譲渡制

限

本件新株予約権を譲渡す

るには、当社取締役会の

承認を要する。

⑩新株予

約権証

券の発

行

新株予約権証券は、権利

者の請求があるときに限

り発行する。なお、新株

予約権証券を発行する場

合において、各新株予約

権証券が表章する新株予

約権の個数は、各新株予

約権証券の定めるところ

による。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 3．当社は、平成18年６月23日開催の

臨時取締役会において、当社の

100％子会社である地域統括会社DEX 

Asia Limitedを通じて、中国の有力

モバイルコンテンツ・プロバイダー

であるGuangzhou Yeahcom 

Communication Technology 

Co.,Ltd.の持株会社である

Linktech Technologies Ltd.の全株

式を取得し子会社することを決議し、

平成18年７月３日付で株式の受渡を

完了いたしました。

(1）取得の理由

当社は、従来からの主力事業である

デザイン事業に加えて、成長著しい

中国、東南アジア地域での携帯電話

向けコンテンツ配信事業、IT事業を

新たな事業の核と位置付けており、

先般完全子会社化を発表いたしまし

たモバイルコンテンツ・ダウンロー

ドサイト運営会社Beijing Lele 

Interactive Science and 

Technology Co., Ltd.（以下Leleと

いう）を軸に中国国内事業の構築を

急いでおります。

Guangzhou Yeahcom Communication 

Technology Co.,Ltd.（以下GYCTと

いう）は、SMS（ショート・メッセー

ジ・サービス）、MMS（マルチメディ

ア・メッセージング・サービス）、

WAP（ワイヤレス・アプリケーショ

ン・プロトコル）、IVR（インタラ

クティブ・ボイス・レスポンス）等、

携帯電話向けの高付加価値サービス

を主要な事業とし、平成17年末現在

で570千人の月間有料会員を有して

おります。特にSMSに関しては、中

国の二大移動通信キャリアである

China MobileおよびChina Unicomの

両社より中国全土でのサービスライ

センスを取得しております。

本買収により、Leleを中心とする当

社モバイルコンテンツ事業の華南地

域での有力コンテンツ・プロバイ

ダーを確保することとなり、事業規

模・サービス地域の拡大のみならず、

収益面でも大きく寄与するものと期

待されます。

⑪新株予

約権の

行使に

より発

行する

新株の

発行価

額中、

資本に

組み入

れない

額

当該新株の発行価額に0.5

を乗じた金額とする。た

だし、計算の結果、１円

未満の端数が生じる場合

には、その端数を切り捨

てた額とする。

⑫新株予

約権の

行使に

より発

行する

新株に

対する

配当金

本新株予約権の行使によ

り交付された当社普通株

式の配当金又は商法第293

条ノ５に定められた金銭

の分配（中間配当金）に

ついては、本新株予約権

の行使が１月１日から６

月30日までの間になされ

たときは１月１日に、７

月１日から12月31日まで

の間になされたときは７

月１日に、それぞれ当社

普通株式の交付があった

ものとみなしてこれを支

払う。

会社法に基づく剰余金の

配当（会社法第454条５項

に規定された金銭の分配

である中間配当金を含

む。）については、当該

配当を受領する権利を有

する株主を確定するため

の基準日以前に本件新株

予約件の行使請求により

交付された当社普通株式

を、当該基準日において

発行済みの他の当社普通

株式（会社が保有する当

社の普通株式を除く。）

と同様に取り扱うものと

する。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── (2）取得する子会社の概要

①商号：

　Linktech Technologies Ltd.

②代表者：

　Chen Junfeng

③登記住所：

　British Virgin Islands

④設立年月日：

　平成18年４月18日

⑤主な事業の内容：

　モバイルコンテンツ・プロバイ

ダーであるGuangzhou Yeahcom 

Communication Technology 

Co.,Ltd.の持株会社

⑥決算期：

　12月31日

⑦発行済株式総数：

　普通株１株

⑧当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。 

(3）GYCTの概要

①商号：

　Guangzhou Yeahcom 

Communication Technology 

Co.,Ltd.

②代表者：

　Chen Junfeng

③所在地：

　中国広州市

④設立年月：

　平成15年１月

⑤主な事業の内容：

　China MobileおよびChina Unicom

携帯電話向け付加価値（WVAS）コ

ンテンツ・プロバイダー

⑥決算期：

　12月31日

⑦資本の額：

　10百万元（約139百万円）

⑧従業員数：

70名

⑨当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。 

⑩直近事業年度の業績の動向

　（平成17年12月期）

 百万人民元 百万円

 売上高 26.1 363.0

 売上総利益 14.9 206.0

 販管費 5.4 74.5

 当期純利益 9.1 127.0

 (注)1人民元＝13.9円にて換算。未監査。

⑬割当対

象者、

及び対

象者に

割当て

るべき

新株予

約権の

数

第三者割当の方法により、

次の通り割り当てる。

SCD Swiss Content ＆ 　

Design Holding GmbH　

　5,470個

⑭株式交

換及び

株式移

転時の

取扱

当社が完全子会社となる

株式交換又は株式移転を

行う場合は、本件新株予

約権にかかる義務を、当

該株式交換又は株式移転

により完全親会社に承継

させる。但し、当該株式

交換にかかる株式交換契

約書又は当該株式移転に

かかる株主総会決議にお

いて、承継される新株予

約権について次の方針に

沿った内容の定めがなさ

れた場合に限る。なお、

会社法施行日をもって、

本新株予約権にかかる義

務の承継については完全

親会社の新株予約権の交

付として、必要な読み替

えを行うものとする。

①目的たる完全親会社の

株式の種類

完全親会社の普通株式

②目的たる完全親会社の

株式の数

株式交換又は株式移転

の比率に応じて調整す

る。調整後の１株未満

の端数は切り上げる。

③権利行使に際して払い

込むべき金額

株式交換又は株式移転

の比率に応じて調整す

る。調整後の１円未満

の端数は切り捨てる。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── (4）DEX Asia Limitedによる取得株式

数および取得前後の所有株式の状況

取得前の所有株式数：

　－株（所有割合－％）

取得株式数：

　１株

取得後の所有株式数：

　１株（所有割合100.0％）

(5）株式の取得先

①商号：

　Yeahcom Limited（51％）

　Jasper Dragon Holdings Limited

（49％）

②代表者：

　Yeahcom Limited：Chen Junfeng

　Jasper Dragon Holdings 

Limited：Dhen Jianfang

③登記住所：

　British Virgin Islands

④主な事業の内容：

　投資事業

⑤当社との関係：

　資本関係、人的関係、取引関係は

ありません。

(6）日程

平成18年５月22日

　事前合意書締結

平成18年６月28日

　株式譲渡契約書締結

平成18年７月３日

　株式受渡

(7）今後の見通し

中国の携帯電話総数は平成17年末現

在で約4億台と推計されていますが、

近い将来6億台にまで達するものと

見込まれます。このような状況の下、

同国における携帯電話向け付加価値

サービスについても高成長の持続が

見込まれております。当社は引き続

き、Leleを中核とし、モバイルコン

テンツ・プロバイダーとの提携を進

めることで、モバイル関連事業の推

進、および当社資源の有効的活用を

進めて行く予定です。

④権利行使期間、その他

の権利行使の条件、消

却事由等

権利行使期間について

は本要項６に定める期

間とする。また、その

他の権利行使の条件及

び消却事由等は、本要

項７及び８に準じて、

会社の取締役会が決定

する。

⑤取締役会による譲渡承

認について

本新株予約権の譲渡に

ついて、完全親会社の

取締役会の承認を要す

るものとする。

⑮行使手続、

行使請

求受付

場所、

行使の

際の払

込取扱

場所

権利者は、当社の指定す

る行使請求書に新株予約

権証券を添付の上で当社

に提出し、かつ払込金額

の全額を支払う。但し、

新株予約権証券が不発行

の場合、かかる証券の添

付は不要とする。

行使請求受付場所：

当社コーポレート業務グ

ループ総務部

払込取扱場所：

株式会社三菱東京UFJ銀

行　飯田橋支店

⑯要項の

効力

証券取引法に基づく有価

証券届出書による届出の

効力が生じることをもっ

て、要項の効力が発生す

る。

（注）１．新株予約権の申込期間

平成18年３月23日から平成

18年３月29日まで

２．新株予約権の発行日

平成18年３月29日

３．新株予約権の発行価額の総

額

5,470,000円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 当社は、GYCTの完全子会社化完了日

以降の本連結会計期間において、

GYCTを連結対象とすることとなり、

同社の売上高・経常利益・当期純利

益、および新たに発生するのれんの

償却・追加管理コストを勘案し、平

成18年６月23日付で、当連結会計年

度（平成18年１月１日～平成18年12

月31日）の連結業績予想を下記のと

おり修正いたしました。

 （単位：百万円）

 修正前 修正後

 売上高 2,551 2,825

 経常利益 381 473

 当期純利益 357 440

なお、同社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として、カント

リーリスクのほか、為替リスク・税

制の変更・競合先の出現等の要因に

より、事業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。

４．新株予約権の行使の際の払

込金額の総額

3,719,600,000円

同金額は上記要項５記載の

新株予約権行使に際しての

１株当たり払込金額に、上

記要項１記載の本新株予約

権の目的である当社普通株

式の総数たる54,700株を乗

じた金額である。なお、行

使価額が修正又は調整され

た場合には、上記金額は増

加又は減少する。また、新

株予約権の権利行使期間内

に行使が行われない場合お

よび当社が新株予約権を消

却した場合及び新株予約権

者がその権利を喪失した場

合には、上記金額は減少す

る。

５．新株予約権の行使により発

行する株式の発行価額の総

額　　　　

3,725,070,000円

同金額は本注３．記載の本

新株予約権の発行総額と本

注４．記載の本新株予約権

の行使の際の払込金額の総

額を加えた金額である。な

お、行使価額が修正または

調整された場合には、上記

金額は増加又は減少する。

また、新株予約権の権利行

使期間内に行使が行われな

い場合および当社が新株予

約権を消却した場合及び新

株予約権者がその権利を喪

失した場合には上記金額は

減少する。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── 4．当社は、平成18年８月11日開催の

当社取締役会において、BBMFグルー

プとの間で締結している資本業務提

携契約の解消を決議いたしました。

(1）解消の理由

当社とBBMFグループは、当社が新た

な事業の核として検討しているモバ

イルコンテンツ・ビジネスを含めた

当社新規事業への円滑な参入を実現

し、相互の事業における相乗効果を

追求するとともに、当社の経営基盤

の安定化・強化を図ることを目的と

して、平成18年３月７日付で資本業

務提携契約を締結するとともに、

BBMFグループへの第三者割当および

新株予約権付与を実施いたしまし

た。

しかしながらその後、企業買収の方

向性、買収資金の調達方針などの点

で両者の考え方に隔たりがあること

が明らかとなり、結果として現状の

ままでは当社の株主価値の向上を図

ることが難しいとの結論に至り、今

般契約の解除条項の定めに基づき資

本業務提携を解消することを決議し、

BBMFグループに対して通知いたしま

した。

(2）契約の相手会社の名称

BBMF Corporation

(3）解消の時期

平成18年８月11日

(4）契約の内容

①当社のモバイル事業への新規参入

に際して必要となる技術情報、ノ

ウハウなどの提供。

②BBMFグループの保有するモバイル

コンテンツの提供。

③当社による合併・買収対象（BBMF

グループを含む）の斡旋・紹介。

④BBMFグループによる資金調達の支

援。

⑤その他モバイル事業への新規参入

や合併・買収に関する事項。

(5）契約の解消が営業活動等へ及ぼす

重要な影響

当社は現在の事業計画について今後

とも継続して推進して行く考えであ

ることから、現在のところ、今回の

資本業務提携の解消が当社業績に与

える影響はないものと判断しており

ますが、今後事業計画の展開に重要

な変更が生じた場合には、速やかに

開示いたします。

６．新株予約権の発行価額およ

び行使の際の払込金額の算

定理由

当社は所定の条件の下にブ

ラックショールズモデルを

用いて本新株予約権の理論

価値（オプションバリュー）

を算出した。また本新株予

約権の発行決議に先立つ当

社普通株式の株式価格、新

株予約権の発行要項等諸事

情を勘案し、総合的に検討

した。これらを前提に、上

記理論価値のレンジの範囲

内で、かつ新株予約権の発

行により企図される目的が

達成される限度として1,000

円を本新株予約権の１個当

りの発行価額とした。また、

本新株予約権の行使時の払

込金額は、本新株予約権の

発行決議の前日である平成

18年３月６日の東京証券取

引所における当社普通株式

の普通取引の終値（69,000

円）を参考として、68,000

円（1.4％ディスカウント）

とした。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

────── (6）今後の見通しについて

当社は、経営基盤の安定化・強化を

図るとともに、現在のモバイルコン

テンツ事業をさらに推進させて行く

ため、今後BBMFグループに代わる新

たな戦略的パートナーとの資本業務

提携関係の構築を目指してまいりま

す。

また、資本業務提携契約に基づき

BBMFグループに付与されていた新株

予約権について、今後提携する新た

な戦略的パートナーへ割り当てるこ

とも検討してまいります。

──────
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６．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、以下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

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

生産高 前年同期比（％）

デザイン事業 96,567 △66.5

モバイルコンテンツ事業 51,206 －

合計 147,773 △48.7

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．デザイン事業およびモバイルコンテンツ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

　当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、以下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

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％）

デザイン事業 704,054 △25.5 － －

合計 704,054 △25.5 － －

　（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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(3）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、以下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

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

販売高 割合（％） 前年同期比（％）

デザイン事業 432,252 61.0 △38.1

モバイルコンテンツ事業 172,296 24.3 －

飲食事業 103,605 14.6 △5.6

合計 708,153 100.0 △12.3

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．販売数量については、事業区分ごとに品目が多岐に渡り記載が困難なため省略しております。

３．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

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

金額 割合（％） 金額 割合（％）

ユーシーカード株式会社 78,724 9.8 87,182 12.3

Zhang Shangtong － － 86,529 12.2

　（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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