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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年 12 月期第３四半期の連結業績（平成 20 年１月１日 ～ 平成 20 年 9月 30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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（当期）純利益

 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％

20 年 12 月期第３四半期 1,039  ( 0.3) △167    (－) △183    (－) △227    (－)

19 年 12 月期第３四半期   1,036  (25.1)   △224    (－) △237    (－) △465    (－)

19 年 12 月期 1,136        △453        △470         △1,161        

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

20 年 12 月期第３四半期 △3,630    81

19 年 12 月期第３四半期  △9,021    18

19 年 12 月期 △22,180    67

 
(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

20 年 12 月期第３四半期 1,501 391 25.6 5,740   88

19 年 12 月期第３四半期 1,995 1,072 52.6 19,811    14

19 年 12 月期 1,172 467 38.8 7,605    32

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

20 年 12 月期第３四半期 48 △109 59 37

19 年 12 月期第３四半期 △221 △344 318 79

19 年 12 月期 △372 △153 224 38

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円  銭  円  銭  円  銭
19 年 12 月期 － － 0 円 00 銭
20 年 12 月期 －  

20 年 12 月期（予想）  － 
0 円 00 銭

 

３．平成 20 年 12 月期の連結業績予想（平成 20 年１月１日 ～ 平成 20 年 12 月 31 日） 
（％表示は、対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円     ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 円    銭

通   期 1,177  （3.6)  △242  （－） △259  （－） △313 （－） △4,901   58 
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４．その他 
  
(1) 期中における重要な子会社の異動 
（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

： 有 

 株式会社データプレイス 

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

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(4) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示
等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
５．個別業績の概要（平成 20 年１月１日 ～ 平成 20 年９月 30 日） 
(1) 個別経営成績                            （％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（当期）純利益

 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％

20 年 12 月期第３四半期 224 (△51.2) △29    (－) △27    (－) △34    (－)

19 年 12 月期第３四半期   460 ( △6.5) △73    (－) △76    (－) △327    (－)

19 年 12 月期 462         △281        △286         △1,203        

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

20 年 12 月期第３四半期 △541    60

19 年 12 月期第３四半期 △6,345    77

19 年 12 月期 △22,978    88

 
(2) 個別財政状態 

 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

20 年 12 月期第３四半期 594 580 97.6 8,655    15

19 年 12 月期第３四半期 1,927 1,233 64.0 23,297    51

19 年 12 月期 1,056 457 43.3 7,855    53

 
６．平成 20 年 12 月期の個別業績予想（平成 20 年１月１日 ～ 平成 20 年 12 月 31 日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円       ％ 百万円      ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 円    銭

通   期 256（△44.6) △32  （－） △30  （－） △63 （－） △986   58 

 

※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき、当社が合理的と判断し

た予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれているため、実際の成果や業績は上記予想数値

と異なる可能性があります。上記予想に関する事項は４ページ【定性的情報・財務諸表等】の３．

業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国経済は、米国経済が減速すると共に、消費者物価の上昇で個人消費

にかげりが見えはじめ、景気の先行きには不透明感が生じてきております。一方で、環境問題を経

済活動として捉えることが定着するなど、新しいサービスへの転換を求める動きも始まっておりま

す。 

 情報サービス業界においては、大手金融機関の大型システム統合が終了し、役務提供を中心とし

た市場からの転換が求められています。インターネットでアプリケーションを稼動させるＳａａＳ

（サービスとしてのソフトウェア）など新しいサービスが広がりつつあります。 

 このような状況の下、当社グループは収益基盤の安定化に向け、インターネットの標準言語であ

るＸＭＬを中心とした事業再編を迅速に進めてきました。 

 まず、平成20年１月４日付で株式会社メディカルネットバンクからの事業譲受けにより、メディ

カル事業部を新設し、医療情報サービスと当社の持つＸＭＬ技術との融合をはかっています。平成

20年４月１日には純粋持株会社体制へ移行し、株式会社DPGホールディングスに商号変更すると同時

に、事業会社として株式会社データプレイスを新設分割しました。この組織再編により、管理統制

部門と収益事業部門を分離し、経営活動の透明度を高めました。 

これらの結果、まだ黒字転換には至らないものの、収益改善へ向けて事業の絞り込みは着実に進

んでおります。当第３四半期における連結業績は、売上高1,039,607千円（前年同期比0.3％増）、営

業損失167,881千円（前年同期は224,253千円の営業損失）、経常損失183,067千円（前年同期は237,436

千円の経常損失）、四半期純損失227,978千円（前年同期は465,231千円の四半期純損失）となりまし

た。 

 また、事業の種類別セグメントの業績につきましては、下記のとおりであります。 

  

① 企業情報事業 

  企業情報事業におきましては、当社が従来から強みとしております株式会社東京商工リサーチ

が保有する120万社のデータベースの付加価値販売に注力しました。当第３四半期の業績は、売上

高は188,171千円(前年同期比9.2％減)、営業利益は49,342千円(前年同期比18.8％増)、売上高営

業利益率が前年同期の20.0％から26.2％へと上昇しました。 

  

② ＸＭＬ事業 

ＸＭＬ事業におきましては、Ｊ－ＳＯＸ対応の文書管理システム「アークファインダー」の開

発を進め、当社における実践事例を作っております。メディカル事業は、既存顧客の理解を得な

がら契約の移行を終了しました。メディカル事業の収益性が課題となっています。当第３四半期

の業績は、売上高は249,898千円（前年同期比96.9％増）、営業利益は60,161千円(前年同期比11.8％

減)、売上高営業利益率が前年同期の53.7％から24.1％へと低下しました。 

  

③ コンシューマー事業 

コンシューマー事業におきましては、バイオディーゼル燃料の精製事業に、ミッションステー

トメント株式会社の物販事業が加わりました。ミッションステートメント株式会社は売上高の増

加に寄与しましたが営業損失であったため当第３四半期の業績は、売上高が129,461千円(前年同

期比12.4％増)、営業損失は14,048千円(前年同期は営業利益6,974千円)、売上高営業利益率は前

年同期の6.1％から△10.9％へと低下しました。 

 

④ システム事業 

システム事業におきましては、前期に子会社の整理を行い、事業の絞り込みを行いました。一

方、インターネット事業を推進する中核会社として、株式会社フォト・ウェーブが加わりました。

当第３四半期の業績は、売上高は531,148千円(前年同期比15.5％減)、営業損失48,859千円（前年

同期は営業利益196,057千円)、売上高営業利益率は前年同期の31.2％から△9.2％へと低下しまし

た。 
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２． 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期における総資産の状況は、前連結会計年度末と比較して流動資産は253,311千円増

加し688,871千円、固定資産は75,153千円増加し812,272千円となりました。主な要因は、売掛金、

仕掛品の増加等であります。これらの結果、総資産額は328,465千円増加し、1,501,144千円とな

りました。 

負債の状況は、前連結会計年度末と比較して、流動負債は361,195千円増加し881,732千円、固

定負債は43,752千円増加し、228,088千円となりました。主な要因は、買掛金の増加等であります。

これらの結果、負債総額は404,947千円増加し、1,109,820千円となりました。 

純資産の状況は、前連結会計年度末と比較して76,482千円減少し、391,323千円となりました。 

総じて資産・負債及び純資産が増加しておりますが、これらの主な要因は、株式会社フォト・

ウェーブ及びミッションステートメント株式会社が、新たに連結対象に加わったことによるもの

であります。 

 

 ② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の

収入48,320千円、投資活動による資金の支出109,299千円、財務活動による資金の調達59,341千円

などにより、前連結会計年度末に比べ1,638千円減少し、37,173千円となりました。各キャッシュ・

フローの状況とそれらの要因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＞ 

営業活動の結果、48,320千円の資金の増加（前年同期は221,371千円の減少）となりました。こ

れは主に売上債権の増加142,965千円、仕入債務の増加181,780千円等によるものであります。 

  

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動の結果、109,299千円の資金の減少（前年同期は344,515千円の減少）となりました。

これは、無形固定資産の取得による支出9,823千円及び長期前払費用の増加による支出104,544千

円等によるものであります。 

  

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動の結果、59,341千円の資金増加（前年同期は318,099千円の増加）となりました。これ

は、第三者割当増資による新株発行による収入60,012千円、短期借入金の増加58,726千円等によ

るものであります。 

 

 

３． 業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、本日公表いたしました業績予想からの変更はありません。 

 

 

４． その他 

期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

株式会社データプレイスは平成 20 年４月１日に会社分割し、株式会社ＤＰＧホールディングスに

商号変更し、純粋持株会社体制へ移行しました。これと同時に、事業会社として株式会社データプ

レイスを新設分割したため特定子会社となりました。 
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５．【要約】四半期連結財務諸表 

(1) 【要約】四半期連結貸借対照表 

前年同四半期末 当四半期末 

（平成 19 年 12 月期 

第３四半期末） 

（平成 20 年 12 月期 

第３四半期末） 

増 減 
(参考)前期末 

平成 19 年 12 月期 

       期   別 

  

 科   目  

  
金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

増減率 

（％） 

金 額 

（千円）

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 1.現金及び預金 79,421 37,173 △42,248 △53.2 38,811

 2.受取手形及び売掛金 354,250 454,420 100,169 28.3 241,286

 3.たな卸資産 201,895 116,314 △85,581 △42.4 79,920

 4.短期貸付金 5,000 19,700 14,700 294.0 －

 5.前払金 80,724 40,404 △40,319 △49.9 30,702

 6.繰延税金資産 6,578 － △6,578 △100.0 9

 7.その他 60,924 39,990 △20,932 △34.4 44,829

 貸倒引当金 △34,137 △19,131 15,005 44.0 －

 流動資産合計 754,656 37.8 688,871 45.9 △65,785 △8.7 435,560 37.1

Ⅱ 固定資産    

 1. 有形固定資産 37,721 1.9 30,110 2.0 △7,611 △20.2 24,110 2.1

 2. 無形固定資産    

 (1)ソフトウェア 438,148 213,006 △225,142 △51.4 256,748

 (2)ソフトウェア仮勘定 115,028 83,000 △32,028 △27.8 89,500

 (3)のれん 328,913 172,791 △156,121 △47.5 169,706

 (4)その他 1,682 708 △973 △57.9 640

 無形固定資産合計 883,771 44.3 469,505 31.3 △414,266 △46.9 516,596 44.1

 3.投資その他の資産    

 (1)投資有価証券 50,316 125,026 74,710 148.5 21,429

 (2)長期前払費用 191,155 128,969 △62,185 △32.5 101,262

 (3)繰延税金資産 3,045 － △3,045 △100.0 －

 (4)長期未収入金 6,561 155,957 149,395 2,276.8 147,275

 (5)破産更正債権等 33,400 63,921 30,521 91.4 33,400

 (6)その他 34,408 56,356 21,947 63.8 26,925

 貸倒引当金 － △217,576 △217,576 － △133,880

 投資その他の資産合計 318,887 16.0 312,655 20.8 △6,231 △2.0 196,412 16.7

 固定資産合計 1,240,381 62.2 812,272 54.1 △428,108 △34.5 737,118 62.9

資産合計 1,995,037 100.0 1,501,144 100.0 △493,893 △24.8 1,172,678 100.0
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前年同四半期末 当四半期末 

（平成 19 年 12 月期 

第３四半期末） 

（平成 20 年 12 月期 

第３四半期末） 

増 減 
(参考)前期末 

平成 19 年 12 月期 

       期   別 

  

  科   目 

  
金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円）

増減率 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

 1.買掛金 77,988 321,018 243,030 311.6 120,631

 2.短期借入金 159,955 173,046 13,091 8.2 113,320

 3.１年以内償還予定社債 64,000 40,000 △24,000 △37.5 72,000

 4.１年以内返済予定長期借入金 207,530 261,578 54,048 26.0 190,528

 5.未払法人税等 3,204 16,623 13,418 418.8 3,861

 6.賞与引当金 17,324 － △17,324 △100.0 －

 7.前受金 87,859 3,885 △83,974 △95.6 1,030

 8.その他 69,171 65,581 △3,589 △5.2 19,166

 流動負債合計 687,031 34.4 881,732 58.7 194,701 28.3 520,537 44.4

Ⅱ 固定負債       

 1.社債 40,000 － △40,000 △100.0 －

 2.長期借入金 195,523 166,926 △28,596 △14.6 127,463

 3.リース資産減損勘定 － 45,935 45,935 － 56,872

 4.その他 － 15,225 15,225 － －

 固定負債合計 235,523 11.8 228,088 15.2 △7,434 △3.2 184,335 15.7

負債合計 922,554 46.2 1,109,820 73.9 187,266 20.3 704,873 60.1

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本      

1.資本金 718,480 798,486 80,006 11.1 768,480 65.5

2.資本剰余金 1,116,216 1,293,724 177,508 15.9 1,166,213 99.5

3.利益剰余金 △786,605 △1,707,382 △920,776 △117.1 △1,479,403 △ 1 2 6 . 2

   株主資本合計 1,048,090 52.5 384,828 25.6 △663,262 △63.3 455,289 38.8

Ⅱ 評価･換算差額    

  1.為替換算調整勘定 1,028 － △1,028 △100.0 － －

   評価･換算差額等合計 1,028 － △1,028 △100.0 － －

Ⅲ 少数株主持分 23,364 1.2 6,494 0.4 △16,869 △72.2 12,515 1.1

純資産合計 1,072,483 53.8 391,323 26.1 △681,160 △63.5 467,805 39.9

 負債及び純資産合計 1,995,037 100.0 1,501,144 100.0 △493,893 △24.8 1,172,678 100.0
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 (2)【要約】四半期連結損益計算書 

前年同四半期 当四半期 

（平成 19 年 12 月期

第３四半期） 

（平成 20 年 12 月期 

第３四半期） 

増 減 
(参考) 

平成 19 年 12 月期 

       期   別 

  

 科   目 

  
金 額 

（千円） 

百分比

（％）

金 額 

（千円） 

百分比

（％）

金 額 

（千円） 

増減率 

（％） 

金 額 

（千円） 

百分比 

（％） 

Ｉ 売上高 1,036,087 100.0 1,039,607 100.0 3,519 0.3 1,136,901 100.0

Ⅱ 売上原価 755,869 73.0 784,134 75.4 28,264 3.7 979,391 86.1

 売上総利益 280,218 27.0 255,472 24.6 △24,745 △8.8 157,510 13.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 504,471 48.7 423,353 40.7 △81,117 △16.1 610,996 53.8

 営業損失 224,253 △21.6 167,881 △16.1 56,372 － 453,486 △39.9

Ⅳ 営業外収益 12,429 1.2 11,574 1.1 △854 △6.9 12,846 1.1

Ⅴ 営業外費用 25,612 2.5 26,760 2.6 1,148 4.5 29,643 2.6

 経常損失 237,436 △22.9 183,067 △17.6 54,368 － 470,282 △41.4

Ⅵ 特別利益 4,709 0.5 5,568 0.5 858 18.2 82,546 7.3

Ⅶ 特別損失 236,692 22.8 23,814 2.3 △212,878 △89.9 764,671 67.3

 
税金等調整前四半期（当期）

純損失 469,419 △45.3 201,313 △19.4 268,105 － 1,152,408 △101.4

 法人税、住民税及び事業税 11,308 1.1 17,319 1.7 6,011 53.2 11,373 1.0

 過年度法人税等戻入額 △5,424 △0.5 － － △5,424 － △5,424 △0.5

 法人税等調整額 △2,717 △0.3 15,366 1.5 △18,083 － △2,629 △0.2

少数株主利益又は少数株主損失

(△) 
△7,355 △0.7 △6,021 △0.6 1,334 18.1 6,139 0.5

四半期（当期）純損失 465,231 △44.9 227,978 △21.9 237,252 － 1,161,867 △102.2
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 (3) 【要約】四半期連結株主資本等変動計算書 

前年同四半期（自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本（千円） 
評価・換算 

差額（千円） 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

株主資本

合計 

為替換

算調整

勘定 

評価・換

算差額等

合計 

少数 

株主 

持分 

(千円) 

純資産 

合計 

（千円）

平成 18 年 12 月 31 日残高 568,480 966,216 △326,406 1,208,289 ─ ─ 31,312 1,239,601

当第３四半期中の変動額   

新株の発行 150,000 150,000 ─ 300,000 ─ ─ ─ 300,000

第３四半期純損失(△)  ─ ─ △465,231 △465,231 ─ ─ ─ △465,231

連結除外による株主資本変動額 ─ ─ 5,032 5,032 ─ ─ ─ 5,032

株主資本以外の項目の当第３四

半期中の変動額（純額） 
─ ─ ─ ─ 1,028 1,028 △7,947 △6,919

当第３四半期中の変動額合計 150,000 150,000 △460,199 △160,199 1,028 1,028 △7,947 △167,118

平成 19 年９月 30 日残高 718,480 1,116,216 △786,605 1,048,090 1,028 1,028 23,364 1,072,483

 

当四半期（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

株主資本（千円） 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

少数株主持分 

（千円） 

純資産合計 

（千円） 

平成 19 年 12 月 31 日残高 768,480 1,166,213 △1,479,403 455,289 12,515 467,805

当第３四半期中の変動額    

新株の発行 30,006 127,511 ─ 157,517 ─ 157,517

第３四半期純損失(△)  ─ ─ △227,978 △227,978 ─ △227,978

株主資本以外の項目の当第３四

半期中の変動額（純額） 
─ ─ ─ ─ △6,021 △6,021

当第３四半期中の変動額合計 30,006 127,511 △227,978 △70,461 △6,021 △76,482

平成 20 年 9 月 30 日残高 798,486 1,293,724 △1,707,382 384,828 6,494 391,323

 

（参考） 
前連結会計年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

株主資本(千円) 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

少数株主持分 

(千円) 

純資産合計 

(千円) 

平成 18 年 12 月 31 日残高 568,480 966,216 △326,406 1,208,289 31,312 1,239,601

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行 200,000 199,997 ─ 399,997 ─ 399,997

 当期純損失 ─ ─ △1,161,867 △1,161,867 ─ △1,161,867

 連結除外による株主資本変動額 ─ ─ 3,464 3,464 ─ 3,464

持分減少に伴う持分変動額 ─ ─ 5,406 5,406 ─ 5,406

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額) ─ ─ ─ ─ △18,796 △18,796

連結会計年度中の変動額合計 200,000 199,997 △1,152,997 △753,000 △18,796 △771,795

平成 19 年 12 月 31 日残高 768,480 1,166,213 △1,479,403 455,289 12,515 467,805
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(4)【要約】 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  前年同四半期 

（平成19年12月期第

３四半期） 

当四半期  

（平成20年12月期第

３四半期） 

（参考）平成 19 年 12

月期 

区分 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－ 

  税金等調整前四半期(当期)純損失（△）

  減価償却費 

  減損損失 

  ソフトウェア償却 

  長期前払費用償却 

  のれん償却 

  ソフトウェア除却損 

  固定資産除却損 

  固定資産売却損 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 

  賞与引当金の増減額（△は減少） 

  受取利息及び受取配当金 

  支払利息及び社債利息 

  株式交付費 

    持分法による投資損益 

  事業投資損失 

    投資有価証券売却益 

  投資有価証券評価損 

  関係会社株式売却益 

  関係会社株式売却損 

  関係会社清算損 

  その他特別損失 

  売上債権の増減額（△は増加） 

  たな卸資産の増減額（△は増加） 

  その他流動資産の増減額（△は増加） 

  その他債権の増減（△は増加） 

  仕入債務の増減額（△は減少） 

  未払金の増減額（△は減少） 

  その他流動負債の増減額（△は減少） 

  その他 

△469,419

10,085

－

80,083

45,059

109,852

1,659

274

200

33,584

14,658

△10,527

11,064

1,996

873

9,671

－

50,000

－

－

－

110,609

△226,077

△54,994

5,620

－

71,896

16,552

6,091

－

 

△201,313 

15,137 

－ 

52,575 

80,520 

38,088 

－ 

－ 

－ 

67,341 

－ 

△935 

19,062 

－ 

△624 

－ 

624 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

△142,965 

△22,676 

△27,667 

－ 

181,780 

9,505 

5,632 

△7,093 

△1,152,408

12,779

169,196

102,646

52,905

84,452

127,752

3,567

－

133,977

14,658

△8,776

14,332

2,284

△239

9,671

－

80,000

△53,144

3,180

40,549

96,992

△195,154

67,971

72,053

△147,275

122,576

7,866

△1,118

911

小計 △181,184 66,994 △337,768

  利息及び配当金の受取額 

  利息の支払額 

  法人税等の支払額 

10,527

△11,196

△39,517

1,111 

△16,273 

△3,512 

8,776

△13,731

△29,788

営業活動によるキャッシュ・フロ－ △221,371 48,320 △372,512

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ－ 

有形固定資産の取得による支出 

無形固定資産の取得による支出 

無形固定資産の売却による収入 

投資有価証券の取得による支出 

投資有価証券の売却による収入 

連結除外に伴う変動額 

子会社株式の取得による収入 

子会社株式の売却による収入 

貸付金の回収による収入 

貸付けによる支出 

長期前払費用の増加による支出 

その他投資による支出 

△17,452

△165,289

47,000

△50,000

－

－

3,000

9,000

－

△1,750

△169,868

845

 

△9,170 

△9,823 

－ 

－ 

4,171 

－ 

10,252 

－ 

7,009 

△1,740 

△104,544 

△5,453 

△17,676

△190,292

－

△50,000

－

8,871

－

190,024

37,810

－

△131,773

△155

投資活動によるキャッシュ・フロ－ △344,515 △109,299 △153,191
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  前年同四半期 

（平成19年12月期第

３四半期） 

当四半期  

（平成20年12月期第

３四半期） 

（参考）平成 19 年 12

月期 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ－ 

短期借入金の純増減額（△は減少） 

長期借入による収入 

長期借入金の返済による支出 

社債の償還による支出 

少数株主からの増資に伴う収入 

株式の発行による収入 

その他 

 

54,986

221,069

△223,944

△32,000

10,000

298,004

△15

 

58,726 

30,000 

△57,397 

△32,000 

－ 

60,012 

－ 

△56,023

239,000

△197,787

△64,000

5,406

297,716

△15

財務活動によるキャッシュ・フロ－ 318,099 59,341 224,296

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,028 － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △247,786 △1,638 △301,408

Ⅵ 新規連結による現金及び現金同等物の増加額 △14,039 － －

Ⅶ 現金及び現金同等物の期首残高 340,219 38,811 340,219

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 79,421 37,173 38,811

 

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 
前年同四半期（自平成 19 年１月１日 至平成 19 月９月 30 日） 

   該当事項はありません。 

 
当四半期  （自平成 20 年１月１日 至平成 20 月９月 30 日） 

当社グループは、前連結会計年度に453百万円、当第３四半期に167百万円の大幅な営業損失を

計上すると同時に、営業キャッシュ・フローにつきましても前連結会計年度に372百万円のマイナ

スを計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。当社グループは、このような状況を解消すべく、当連結会計年度において事業の再構築と組

織再編を迅速に実行し、収益力を 優先した経営基盤の強化を図ります。財務面では、第三者割

当増資による財務基盤の安定化を図りました。今後の経営方針として、収益力の強化により企業

価値の向上を図ります。具体的には、ＸＭＬ事業への集中と、収益性を重視した企業グループ再

編であります。平成20年11月にマカオに拠点を持つCROWN WIN INVESTMENTS LIMITEDとの資本業務

提携を行い、資金調達と、事業収益の改善を実現します。これら施策の結果、継続企業の前提に

関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。 

当第３四半期に実施した事業の再構築と組織再編は、以下のとおりであります。 

  平成20年10月30日開催の取締役会において連結子会社である株式会社フォト・ウェーブ（以下、

「フォト・ウェーブ」）と非連結子会社及び非持分法適用関連会社である株式会社インターネット

ペイメントサービス（以下、「インターネットペイメントサービス」）の株式を売却すること決議

し、全株式を売却いたしました。 

当社グループは、収益の確保を目的として、企業グループの再編を進めてきました。特にイン

ターネット関連市場の収益性に注目して、ホームページなどデジタルコンテンツの制作会社であ

るフォト・ウェーブ、インターネットでのクレジットカード決済代行サービスのインターネット

ペイメントサービスを子会社化しました。 

しかし、その後の経済情勢の大きな変化もあり、フォト・ウェーブは当初予定の収益を上げる

に至っておりませんでした。また、インターネットペイメントサービスの取扱高を増加させるた

めには新規投資を必要とし、その調達が困難であり、グループ集約の効果を得られるまでに一定

の時間を要することが分かりましたので、株式の売却を決議いたしました。 

※今回の株式売却により、フォト・ウェーブの子会社であるミッションステートメント株式会社

も、当社の連結子会社から除外となります。 

この詳細は、12ページ【定性的情報・財務諸表等】５．【要約】四半期連結財務諸表（7）重要

な後発事象 に記載のとおりであります。 

  なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重大な疑義の影響を

連結財務諸表には反映いたしておりません。 
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（参考）前連結会計年度（自平成19年１月１日 至平成19月12月31日） 

当社グループは、前連結会計年度に28百万円、当連結会計年度に453百万円の大幅な営業損失を

計上すると同時に営業キャッシュフローにつきましても、前連結会計年度は130百万円、当連結会

計年度は372百万円と２期連続でマイナスになっております。 

また、764百万円の特別損失を計上した結果、当期純損失が1,161百万円となっております。当

該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、このような状況を解消すべく、当連結会計年度において子会社の整理を迅速

に実行し、不採算事業から撤退すると共に、経費削減による経営基盤の強化を図りました。財務

面では（重要な後発事象）に記載のとおり、第三者割当増資による財務基盤の安定化を図りまし

た。今後の経営方針として、収益力の強化により企業価値の向上を図ります。具体的には、ＸＭ

Ｌ事業への集中と、収益性を重視した企業グループ再編であります。これら施策の結果、継続企

業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。なお、連結財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、このような重大な疑義の影響を反映いたしておりません。 

 

 (6) 事業の種類別セグメント情報 
前年同四半期（自平成 19 年１月１日 至平成 19 月９月 30 日）          （単位：千円） 

 企業情報 ＸＭＬ 
コンシュ
ーマー 

システム 計 
消去 

又は全社 
連結 

売上高 207,153 126,935 115,194 628,535 1,077,819 △41,731 1,036,087

営業費用 165,625 58,736 108,220 432,478 765,061 495,280 1,260,341

営業利益 41,527 68,198 6,974 196,057 312,758 △537,012 △224,253

売上高営業利益率 20.0% 53.7% 6.1% 31.2% 29.1% － △21.6%

 

当四半期  （自平成 20 年１月１日 至平成 20 月９月 30 日）         （単位：千円） 

 企業情報 ＸＭＬ 
コンシュ
ーマー 

システム 計 
消去 

又は全社 
連結 

売上高 188,171 249,898 129,461 531,148 1,098,680 △59,073 1,039,607

営業費用 138,828 189,737 143,509 580,008 1,052,083 155,404 1,207,488

営業利益 49,342 60,161 △14,048 △48,859 46,596 △214,478 △167,881

売上高営業利益率 26.2 24.1 △10.9 △9.2 4.2 － △16.1

 
（参考）前連結会計年度（自平成 19 年１月１日 至平成 19 月 12 月 31 日）    （単位：千円） 

 企業情報 ＸＭＬ 
コンシュ
ーマー 

システム 計 
消去 

又は全社 
連結 

売上高 146,367 128,854 135,546 780,472 1,191,241 △54,339 1,136,901

営業費用 192,843 113,179 130,499 623,937 1,060,458 529,929 1,590,387

営業利益 △46,475 15,675 5,047 156,535 130,782 △584,268 △453,486

売上高営業利益率 △31.7% 12.1% 3.7% 20.0% 10.9% － △39.8%

 

〔所在地別セグメント情報〕 

前年同四半期（自平成19年１月１日 至平成19年９月30日）、当四半期（自平成20年１月１日 至

平成20年９月30日）、及び前連結会計年度（自平成19年１月１日 至平成19年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める｢本邦｣の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

 

〔海外売上高〕 

 前年同四半期（自平成19年１月１日 至平成19年９月30日）、当四半期（自平成20年１月１日 至

平成20年９月30日）、及び前連結会計年度（自平成19年１月１日 至平成19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、その記載を省略しております。 
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(7) 重要な後発事象 

 

前年同四半期（自平成19年１月１日 至平成19年９月30日） 

 

該当事項はありません。 

 

当四半期  （自平成20年１月１日 至平成20年９月30日） 

 

１．完全子会社２社の株式売却 

平成20年10月30日開催の当社取締役会決議により、平成20年11月７日付で、連結子会社である

株式会社フォト・ウェーブ（以下、「フォト・ウェーブ」）と非連結子会社及び非持分法適用関連

会社である株式会社インターネットペイメントサービス（以下、「インターネットペイメントサー

ビス」）の株式を売却をいたしました。その概要は次のとおりであります。 

 

① 売却の理由 

当社は、収益の確保を目的として、企業グループの再編を進めてきました。特にインターネ

ット関連市場の収益性に注目して、ホームページなどデジタルコンテンツの制作会社である

フォト・ウェーブ、インターネットでのクレジットカード決済代行サービスのインターネッ

トペイメントサービスを子会社化しました。 

しかし、その後の経済情勢の大きな変化もあり、フォト・ウェーブ、インターネットペイメ

ントサービス共に当初予定の収益を上げるに至っておりません。こうした状況の中で、これ

から取扱高を増加させるためには新規投資を要することと、グループ集約の効果を得られる

までに一定の時間を要することが分かりましたので、株式を売却いたしました。 

※1  今回の株式売却により、フォト・ウェーブの子会社であるミッションステートメント

株式会社も、当社の連結子会社から除外となります。 

② 子会社の概要  

Ａ．フォト・ウェーブ 

1) 商号 株式会社フォト・ウェーブ 

2) 代表者 代表取締役 朝田篤 

3) 所在地 東京都品川区西五反田 2-30-4 

4) 主な事業の内容 ＷＥＢ制作・デザイン 

Ｂ．インターネットペイメントサービス 

1) 商号 株式会社 インターネットペイメントサービス 

2) 代表者 代表取締役 朝田 篤 

3) 所在地 東京都品川区西五反田 2-30-4 

4) 主な事業の内容 クレジットカードのインターネット決済代行 

③ 売却先の概要  

Ａ．フォト・ウェーブ 

朝田篤                

 有限会社エスビーユーコンサルティング 

Ｂ. インターネットペイメントサービス 

朝田篤                

④ 売却の日程 

Ａ．フォト・ウェーブ 

平成20年11月７日 普通株式 270株 

Ｂ. インターネットペイメントサービス 

平成20年11月７日 普通株式 413株 

⑤ 売却株式数、売却価額及び売却後の持分比率  

Ａ．フォト・ウェーブ 

1) 売却株式数   270 株 

         （発行済株式総数及び議決権の総数に対する割合はいずれも100％） 

2) 売却価額 11,431 千円（１株当たり42,339円）※2 

 - 12 -



㈱ＤＰＧホールディングス（3781）平成 20 年 12 月期第３ 四半期財務・業績の概況 

3) 売却後の持分比率    0 ％ 

Ｂ．インターネットペイメントサービス 

1) 売却株式数   413 株  

（発行済株式総数及び議決権の総数に対する割合はいずれも100％） 

2) 売却価額 59,021 千円 

（１株当たり142,908円）※2 

3) 売却後の持分比率    0 ％ 

※2  フォト・ウェーブ、インターネットペイメントサービス共に、当初計画に株式交換

後の業績推移を加味してＤＣＦ法で再計算し、売却金額を決定いたしました。 

⑥ 業績への影響  

当該子会社の売却に伴う当期の業績に与える影響については、次の通りです。 

Ｐ／Ｌ   連結  24,991千円 

        個別  27,053千円 

 

前連結会計年度（自平成19年１月１日 至平成19年12月31日） 

 

１．第三者割当による新株式の発行 

 平成 20 年１月 17 日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行を決議し、平

成 20 年２月１日払込が完了いたしました。その概要は次のとおりであります。 

新株式の発行要領  

   ① 発行新株式数   普通株式 3,334 株 

   ② 発行価額     １株につき 18,000 円 

 ③ 発行価額の総額  60,012,000 円 

 ④ 資本組入額    １株につき 9,000 円 

  ⑤ 資本組入額の総額 30,006,000 円 

 ⑥ 申込期間     平成 20 年１月 30 日 

 ⑦ 払込期日     平成 20 年２月１日 

 ⑧ 配当起算日    平成 20 年１月１日 

 ⑨ 新株券交付日   株券不発行 

 ⑩ 割当方法      第三者割当の方法により発行 

                          新株の全株を割当てます。 

   ⑪ 割当先及び株式数 朝田 篤     2,778 株 

            萩谷 史郎     556 株 

   ⑫ 新株式の継続所有の取決めに関する事項 

     割当先に対して、割当新株式効力発生日(平成 20 年２月１日)から２年以内に譲渡する場合

は、当該内容を当社に報告する旨の確約を得ています。 

 

２．営業の譲受  

平成 19 年 12 月 28 日開催の取締役会において、平成 20 年１月４日をもって㈱メディカルネッ

トバンクの医療情報処理サービスを譲受ることを決議いたしました。 

① 譲受の理由  

ＸＭＬ技術を活用した医療情報の交換流通の促進のため。 

② 事業内容   

医療情報システムにかかる事業全般譲受に伴う金銭の授受はありません。 

また、債権債務の引継ぎもありません。 

③ 事業譲受日 平成20年１月４日 
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３．会社分割による純粋持株会社移行及び商号変更 

平成20年2月26日開催の当社取締役会において、平成20年3月28日開催予定の定時株主総会にお

いて承認されることを条件として、平成20年４月1日を期日として、下記の通り会社分割を行い、

純粋持株会社へ移行することを決議いたしました。 

① 会社分割の目的 

    XMLをキーワードとした、企業グループとしての事業領域と、規模の拡大を実現するために、

純粋持株会社への移行を図ることといたしました。本会社分割により、XML事業への特化推進

と、グループとしての規模の拡大と、収益の増加による企業価値向上という経営課題を並行し

て追求します。  

② 会社分割の要旨 

1) 分割の日程  

        分割計画書承認取締役会   平成20年2月26日  

  分割計画書承認株主総会  平成20年3月28日（予定） 

会社分割日・分割登記日  平成20年4月１日（予定） 

2) 分割方式  

   当社を分割会社とし、設立会社が当社の事業を継承する分社型新設分割（物的分割）を予定

し、持株体制への迅速かつ効率的な移行のため、分社型新設分割方式を採用いたしました。 

3) 株式割当  

会社分割に伴い新設会社が発行する株式は全て分割会社である当社に割り当てられます。 

4) 分割により減少する資本の額等、株式の消去方法、分割交付金  

   いずれも該当事項はありません。 

5) 当社の新株予約権に関する取扱いについて 

当社の新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権に代わるものとして、新設会社

（承継会社）の新株予約権は交付いたしません。 

6) 会計処理の概要 

  当社（分割会社）において、新設会社（承継会社）に承継させる資産と負債の差額を子会社

株式に計上いたします。新設会社（承継会社）においては承継した資産と負債の差額を純資

産の部に計上いたします。 

  なお、新設会社（承継会社）は当社（分割会社）の100％子会社であり共通支配下の取引と

なるため、のれんは発生しません。また、承継される資産および負債は、新設会社（承継会

社）においても、当社（分割会社）における当該資産および負債の適正な帳簿価額で計上さ

れます。  

7) 新設会社（承継会社）が承継する権利義務  

  平成19年12月31日現在の貸借対照表を基礎とし、これに分割期日に至るまでの増減を加味し

た分割事業部門に属する資産、負債及びこれらに付随する権利義務ならびに契約上の地位と

致します。 

8) 債務履行の見込み 

当社の直近の貸借対照表を基礎に、当該分割後の当社及び承継会社の資産、負債の額及び

収益状況について検討した結果、当該分割後の当社及び承継会社の負担すべき債務の履行

の確実性には問題がないものと判断しております。なお、本件分割により新設会社に移転

し新設会社が負担する債務については、分割計画書に基づき当社が重畳的債務引受を行う

こととします。 

9) 新設会社に新たに就任する役員（予定）  

取締役  藤田幹夫、松田純弘、新井嘉夫 

監査役  柏原正紀 

③ 分割当事会社の内容 

項 目  分割会社  新設会社 

商号 
株式会社データプレイス（(株)DPG

ホールディングスに商号変更予定）
株式会社データプレイス 

主な事業内容 
XMLを活用した情報提供、EC流通支

援、決済支援サービス事業 

XMLを活用した情報提供サービス事

業、情報管理事業 

設立年月日 平成10年６月 平成20年４月予定 
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項 目  分割会社  新設会社 

本店所在地 東京都品川区西五反田2-30-4 東京都港区浜松町2-1-17 

代表者 代表取締役社長 藤田幹夫 代表取締役社長 藤田幹夫 

資本金 798 百万円 10 百万円 

発行済株式数 61,553 株 2,000 株 

純資産 457 百万円 410 百万円 

総資産 1,056 百万円 989 百万円 

決算期 毎年12月31日 毎年12月31日 

従業員数 10名（予定） 23名（予定） 

主要取引先 金融機関など 東京商工リサーチ 

大株主及び株主比率 

(有)グローバルキャピタル 18.6% 

藤田幹夫             11.9% 

(株)アドバックス       8.1% 

インベスター・グロース・キャピタ

ル・ホールディングス・ビー・ヴィ

－7.5%  

松井証券(株)（一般信用口）6.6% 

朝田篤                 4.5% 

三菱商事株式会社          3.2% 

(株)DPGホールディングス 100％ 

主要取引銀行 未定 
商工組合中央金庫、三菱東京UFJ銀

行、横浜銀行 

当事会社の関係 

・資本関係：新設会社は分割会社の

100％出資会社です。  

・人的関係：分割会社の取締役およ

び監査役が兼務することを予定し

ております。新設会社の従業員はす

べて分割会社からの転籍となりま

す。  

・取引関係：各子会社から分割会社

への配当、経営指導料等の収入を予

定しております。 

 

④ 分割する事業の内容 

1) 当社の営業の全部。ただし、分割計画書に別段の定めのあるものを除く。  

2) 分割する事業の平成19年12月期における経営成績 

（単体ベース）                             (単位：百万円) 

 分割事業(A) 平成19年12月期実績(B) 比率(A/B) 

売 上 高 462 462 100％ 

営業利益 △211 △281 ─ 

経常利益 △216 △286 ─ 

⑤ 承継させる資産、負債の項目および金額 

  (平成19年12月31日現在)                         (単位：百万円) 

資  産 負  債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額 

流動資産 189 流動負債 462 

固定資産 800 固定負債 117 

合  計 989 合  計 579 
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⑥ 分割後の当社の状況 

1) 商号    株式会社DPGホールディングス 

2) 事業内容  グループの株式を保有することによる当該企業の事業活動の管理 

3) 本店所在地  東京都品川区西五反田二丁目30番４号  

4) 代表者   藤田幹夫 

5) 資本金   798 百万円  

6) 総資産   477 百万円  

7) 決算期   12月 31日 

 

 

４．株式交換契約の締結 

平成20年２月26日開催の取締役会において、株式会社フォト・ウェーブ（本社：東京都品川区

西五反田二丁目30番４号、代表取締役社長：朝田篤、以下「フォト・ウェーブ」）を株式交換に

より完全子会社化とすることを決議し、株式交換契約を締結いたしました。 

① 株式交換による完全子会社化の目的  

   データプレイスは、ＸＭＬを中心とした事業に集中すると共に、収益確保のグループ戦略を進

めています。フォト・ウェーブでは、デジタルコンテンツの企画・制作を行っております。電

子商取引の拡大により、フォト・ウェーブが提供するサイト構築と決済サービスは順調に増加

しています。データプレイスはフォト・ウェーブを子会社化することで収益基盤を確立すると

共に、ＸＭＬ技術の適用により新たなサービスを提供することが可能になると考えています。  

② 株式交換の要旨  

1) 株式交換の日程  

・平成20年２月26日    株式交換契約書承認取締役会（両社） 

・同日                 株式交換契約書の締結（両社） 

・平成20年３月13日（予定）株式交換契約書承認株主総会（フォト・ウェーブ） 

・平成20年３月21日（予定）株式交換期日 

（注）データプレイスについては、会社法第796条第3項の規定に基づき、株主総会の承認を 

必要としない「簡易株式交換」の手続きにより行います。  

2）株式交換比率 

データプレイスを１としフォト・ウェーブを５とします。 

3）株式交換交付金 

株式交換交付金の支払は行いません。 

③ 株式会社フォト・ウェーブの概要 

商 号 株式会社フォト・ウェーブ(完全子会社) 

事業内容 
コンピューターネットワークシステム、データベースソフトウ

ェアの設計・販売 

設立年月日 平成10年４月21日 

本店所在地 東京都品川区西五反田二丁目30番４号 

代表者 代表取締役社長 朝田 篤 

資本金 17,000千円 

発行済株式総数 270株 

株主資本 22,360千円 

総資産 152,648千円 

決算期 ３月31日 

従業員数 22名 

主要取引先 
(株)エムグロース、(株)エアネット、(株)トライバルメディア

ハウス、(株)松竹 

朝田 篤           51.9％ 

有限会社SBUコンサルティング  33.3％ 
大株主及び議決権比率 

(平成19年12月31日現在) 
有限会社ティーケーパートナーズ14.8％ 
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近３年間の業績(千円) 

決算期 17年３月期 18年３月期 19年３月期 

売 上 高 75,318 150,972 261,860 

営業利益 △1,106 1,378 6,206 

経常利益 1,949 2,540 5,982 

当期純利益 1,214 1,615 3,426 

総 資 産 39,677 70,210 152,648 

 

④ 株式交換後の状況 

1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者 

 「③株式会社フォト・ウェーブの概要」に記載の内容から変更はありません。 

2）資本金  

株式交換によりデータプレイスの資本金は増加いたしません。 

⑤ 株式交換後の大株主の構成 

順位 株主名 
所有株式数 

(株) 
所有割合(％)

１ 有限会社グローバルキャピタル 11,506 18.2 

２ 藤田  幹夫 7,338 11.6 

３ 株式会社アドバックス 5,000 7.9 

４ 
インベスター・グロース・キャピタル・ホールディ

ング・ビー.ヴィー. 
4,621 7.3 

５ 朝田 篤 3,478 5.5 

６ 松井証券株式会社(一般信用口) 2,242 3.5 

７ 三菱商事株式会社 2,000 3.1 

７ グレートビガーホールディングスリミテッド 2,000 3.1 

７ ライゼンムーンリミテッド 2,000 3.1 

(注) 1. 大株主につきましては、平成19年12月31日(期末日)現在の株主名簿を基準に作成し

ております。 

2. 募集後の持株比率は、平成19年12月31日(期末日)現在の株主名簿に、平成20年２月１

日付の第三者割当増資および、今回の第三者割当による新株式発行による増加分を反

映したものです。  
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６．【要約】四半期個別財務諸表 

(1) 【要約】四半期貸借対照表 

前年同四半期末 当四半期末 

（平成 19 年 12 月期 

第３四半期末） 

（平成 20 年 12 月期 

第３四半期末） 

増 減 
(参考)前期末 

平成 19 年 12 月期 

       期   別 

  

 科   目  

  
金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

増減率 

（％） 

金 額 

（千円）

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 1.現金及び預金 20,517 258 △20,258 △98.7 18,819

 2.売掛金 214,382 ─ △214,382 △100.0 165,025

 3.たな卸資産 142,682 ─ △142,682 △100.0 59,128

 4.前払金 84,150 114 △84,035 △99.9 30,702

 5.その他 12,617 6,715 △5,902 △46.8 44,422

 流動資産合計 474,350 24.6 7,088 1.2 △467,261 △98.5 318,098 30.1

Ⅱ 固定資産    

 1. 有形固定資産 26,171 1.4 27 0.0 △26,143 △99.9 21,602 2.0

 2. 無形固定資産    

 (1)ソフトウェア 388,522 3,319 △385,202 △99.1 240,750

 (2)ソフトウェア仮勘定 102,348 ─ △102,348 △100.0 89,500

 (3)その他 640 320 △320 △50.0 640

 無形固定資産合計 491,510 25.5 3,639 0.6 △487,870 △99.3 330,890 31.3

 3.投資その他の資産    

 (1)投資有価証券 ─ ─ ─ ─ 24,471

 (2)関係会社株式 622,018 583,168 △38,849 △6.2 196,350

 (3)長期前払費用 184,054 ─ △184,054 △100.0 100,536

 (4)その他 129,691 1,000 △128,691 △99.2 193,441

   貸倒引当金 ─ ─ ─ ─ △128,395

 投資その他の資産合計 935,764 48.5 584,168 98.2 △351,596 △37.6 386,404 36.6

 固定資産合計 1,453,446 75.4 587,835 98.8 △865,610 △59.6 738,896 69.9

資産合計 1,927,796 100.0 594,924 100.0 △1,332,871 △69.1 1,056,997 100.0
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前年同四半期末 当四半期末 

（平成 19 年 12 月期 

第３四半期末） 

（平成 20 年 12 月期 

第３四半期末） 

増 減 
(参考)前期末 

平成 19 年 12 月期 

       期   別 

  

  科   目 

  
金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

構成比

（％）

金 額 

（千円） 

増減率 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

 1.買掛金 14,522 ─ △14,522 △100.0 54,936

 2.短期借入金 224,330 ─ △224,330 △100.0 108,320

 3.１年以内償還予定社債 64,000 ─ △64,000 △100.0 72,000

 4.１年以内返済予定長期借入金 186,449 ─ △186,449 △100.0 185,116

 5.未払法人税等 1,804 2,424 619 34.3 3,236

 6.前受金 12,841 4,650 △8,191 △63.8 1,765

 7.その他 21,741 6,998 △14,742 △67.8 9,012

 流動負債合計 525,689 27.3 14,073 2.4 △511,616 △97.3 434,385 41.1

Ⅱ 固定負債       

 1.社債 40,000 ─ △40,000 △100.0 ─

 2.長期借入金 128,364 ─ △128,364 △100.0 108,398

 3.リース資産減損勘定 ─ ─ ─ ─ 56,872

 固定負債合計 168,364 8.7 ─ ─ △168,364 △100.0 165,270 15.6

負債合計 694,053 36.0 14,073 2.4 △679,980 △98.0 599,656 56.7

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本      

1.資本金 718,480 798,486 80,006 11.1 768,480

2.資本剰余金 1,116,216 1,293,724 177,508 15.9 1,166,213

3.利益剰余金 △600,953 △1,511,359 △910,405 △151.5 △1,477,352

      株主資本合計 1,233,742 64.0 580,851 97.6 △652,891 △52.9 457,341 43.3

純資産合計 1,233,742 64.0 580,851 97.6 △652,891 △52.9 457,341 43.3

 負債及び純資産合計 1,927,796 100.0 594,924 100.0 △1,332,871 △69.1 1,056,997 100.0
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 (2)【要約】四半期損益計算書 

前年同四半期 当四半期 

（平成 19 年 12 月期

第３四半期） 

（平成 20 年 12 月期 

第３四半期） 

増 減 
(参考) 

平成 19 年 12 月期 

       期   別 

  

 科   目 

  
金 額 

（千円） 

百分比

（％）

金 額 

（千円） 

百分比

（％）

金 額 

（千円） 

増減率 

（％） 

金 額 

（千円） 

百分比 

（％） 

Ｉ 売上高 460,464 100.0 224,743 100.0 △235,720 △51.2 462,839 100.0

Ⅱ 売上原価 340,994 117,534 △223,460 △65.5 485,553

 
売上総利益又は売上総損失

（△） 
119,469 25.9 107,209 47.7 △12,260 △10.3 △22,713 △4.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 193,229 137,025 △56,203 △29.1 258,691

 営業損失 73,759 △16.0 29,816 △13.3 43,943 ─ 281,405 △60.7

Ⅳ 営業外収益 19,457 5,645 △13,811 △71.0 20,825

Ⅴ 営業外費用 22,469 3,815 △18,654 △83.0 25,900

 経常損失 76,772 △16.7 27,986 △12.5 48,786 ─ 286,479 △61.9

Ⅵ 特別損失 249,734 2,912 △246,821 △98.8 916,188

 税引前四半期（当期）純損失 326,507 △70.9 30,898 △13.7 295,608 ─ 1,202,668 △259.8

 法人税、住民税及び事業税 750 3,108 2,357 314.0 988

四半期（当期）純損失 327,257 △71.1 34,006 △15.1 293,250 ─ 1,203,656 △260.0
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 (3) 【要約】四半期株主資本等変動計算書 

前年同四半期（自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本(千円) 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

純資産合計 

(千円) 

平成 18 年 12 月 31 日残高 568,480 966,216 △273,695 1,261,000 1,261,000

当第３四半期中の変動額  

新株の発行 150,000 150,000 ─ 300,000 300,000

第３四半期純損失(△)  ─ ─ △327,257 △327,257 △327,257

当第３四半期中の変動額合計 150,000 150,000 △327,257 △27,257 △27,257

平成 19 年９月 30 日残高 718,480 1,116,216 △600,953 1,233,742 1,233,742

 

当四半期（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

株主資本（千円） 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

純資産合計 

（千円） 

平成 19 年 12 月 31 日残高 768,480 1,166,213 △1,477,352 457,341 457,341

当第３四半期中の変動額  

新株の発行 30,006 127,511 ─ 157,517 157,517

第３四半期純損失(△)  ─ ─ △34,006 △34,006 △34,006

当第３四半期中の変動額合計 30,006 127,511 △34,006 123,510 123,510

平成 20 年 9 月 30 日残高 798,486 1,293,724 △1,511,359 580,851 580,851

 

（参考） 
前事業年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

株主資本(千円) 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

純資産合計 

(千円) 

平成 18 年 12 月 31 日残高 568,480 966,216 △273,695 1,261,000 1,261,000

事業度中の変動額  

 新株の発行 200,000 199,997 ─ 399,997 399,997

 当期純損失 ─ ─ △1,203,656 △1,203,656 △1,203,656

事業年度中の変動額合計 200,000 199,997 △1,203,656 △803,659 △803,659

平成 19 年 12 月 31 日残高 768,480 1,166,213 △1,477,352 457,341 457,341
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 
前年同四半期（自平成 19 年１月１日 至平成 19 月９月 30 日） 

   該当事項はありません。 

 
当四半期  （自平成 20 年１月１日 至平成 20 月９月 30 日） 

当社は、前事業年度に281百万円、当第３四半期に29百万円の大幅な営業損失を計上しておりま

す。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。当社は、このよ

うな状況を解消すべく、当事業年度において事業の再構築と組織再編を迅速に実行し、収益力を

優先した経営基盤の強化を図ります。財務面では、第三者割当増資による財務基盤の安定化を

図りました。今後の経営方針として、収益力の強化により企業価値の向上を図ります。具体的に

は、ＸＭＬ事業への集中と、収益性を重視した企業グループ再編であります。平成20年11月にマ

カオに拠点を持つCROWN WIN INVESTMENTS LIMITEDとの資本業務提携を行い、資金調達と、事業収

益の改善を実現します。これら施策の結果、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるも

のと判断しております。 

当第３四半期に実施した事業の再構築と組織再編は、以下のとおりであります。 

  平成20年10月30日開催の取締役会において連結子会社である株式会社フォト・ウェーブ（以下、

「フォト・ウェーブ」）と非連結子会社及び非持分法適用関連会社である株式会社インターネット

ペイメントサービス（以下、「インターネットペイメントサービス」）の株式を売却すること決議

し、全株式を売却いたしました。 

当社は、収益の確保を目的として、企業グループの再編を進めてきました。特にインターネッ

ト関連市場の収益性に注目して、ホームページなどデジタルコンテンツの制作会社であるフォ

ト・ウェーブ、インターネットでのクレジットカード決済代行サービスのインターネットペイメ

ントサービスを子会社化しました。 

しかし、その後の経済情勢の大きな変化もあり、フォト・ウェーブは当初予定の収益を上げる

に至っておりませんでした。また、インターネットペイメントサービスの取扱高を増加させるた

めには新規投資を必要とし、その調達が困難であり、グループ集約の効果を得られるまでに一定

の時間を要することが分かりましたので、株式の売却を決議いたしました。 

※今回の株式売却により、フォト・ウェーブの子会社であるミッションステートメント株式会社

も、当社の連結子会社から除外となります。 

この詳細は、12ページ【定性的情報・財務諸表等】５．【要約】四半期連結財務諸表（7）重要

な後発事象 に記載のとおりであります。 

  なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重大な疑義の影響を財務

諸表には反映いたしておりません。 

 

（参考）前事業年度（自平成19年１月１日 至平成19月12月31日） 

当社は、前事業年度に7百万円、当事業年度に281百万円の大幅な営業損失を計上し２期連続で

マイナスになっております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してお

ります。また、916百万円の特別損失を計上した結果、当期純損失が1,203百万円となっておりま

す。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。当社は、このよう

な状況を解消すべく、当事業年度において子会社の整理を迅速に実行し、不採算事業から撤退す

ると共に、経費削減による経営基盤の強化を図りました。財務面では（重要な後発事象）に記載

のとおり、第三者割当増資による財務基盤の安定化を図りました。今後の経営方針として、収益

力の強化により企業価値の向上を図ります。具体的には、ＸＭＬ事業への集中と、収益性を重視

した企業グループ再編であります。これら施策の結果、継続企業の前提に関する重要な疑義を解

消できるものと判断しております。なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重大な疑義の影響を反映いたしておりません。 
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(5) 重要な後発事象 

 

前年同四半期（自平成19年１月１日 至平成19年９月30日）、当四半期（自平成20年１月１日 至平

成20年９月30日）、及び前事業年度（自平成19年１月１日 至平成19年12月31日） 

  12ページ【定性的情報・財務諸表等】５．【要約】四半期連結財務諸表（7）重要な後発事象 に

記載のとおりであります。 
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