
 

 

 

   

 

   

 
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） 

 

 
  

 
  

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

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） 

 

 
  

平成20年12月期 第３四半期財務・業績の概況

 

平成20年11月14日

上 場 会 社 名 デザインエクスチェンジ株式会社 上場取引所  東証マザーズ

コ ー ド 番 号 ４７９４ URL http://www.dex.ne.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役 (氏名)森谷 一彦
問合せ先責任者 (役職名)執行役員 (氏名)前田 雅弘 TEL  (03)5704―7367

(百万円未満切捨て)

(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 611 △50.3 △482 ― △464 ― △1,120 ―
19年12月期第３四半期 1,228 12.3 106 ─ 68 ─ 69 ─

（参考）19年12月期 1,510 ─ △25 ─ △69 ─ △94 ─

１株当たり 
四半期(当期)純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期(当期)純利益
円 銭 円 銭

20年12月期第３四半期 △4,470 88 ― ―
19年12月期第３四半期 751 96 708 03

（参考）19年12月期 △925 39 ─ ─

(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 3,049 2,300 75.4 6,919 51

19年12月期第３四半期 3,048 2,264 74.1 19,047 46

（参考）19年12月期 3,166 2,399 75.5 17,113 19

(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 △291 △722 891 2
19年12月期第３四半期 110 △1,117 464 266

（参考）19年12月期 △60 △1,261 727 216

１株当たり配当金

(基準日)
第１ 

四半期末
中間期末

第３ 
四半期末

期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00

20年12月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
0 00

20年12月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

(％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 828 △45.1 △560 ─ △542 ─ △1,201 ─ △4,795 19
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4. その他 

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４. その他をご覧ください。 

  

  

  

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「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」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） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 
  

2. 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） 

 

 
  
  ※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、実在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。 

  

(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 

    新規 ─社   

    除外 １社（社名 Beijing Lele Interactive Science and Technology Co.,Ltd.) 

(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) 最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

(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 584 △48.4 △435 ─ △424 ─ △1,081 ─
19年12月期第３四半期 1,131 45.9 190 ─ 154 ― 154 ―

19年12月期 1,396 ─ 87 ─ 110 ─ 88 ─

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 △4,314 68
19年12月期第３四半期 1,667 28

19年12月期 864 77

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 3,018 2,316 76.8 6,969 05

19年12月期第３四半期 3,100 2,354 75.8 19,811 88

19年12月期 3,351 2,580 76.7 18,408 98

(％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 804 △42.4 △510 ― △484 ― △1,142 ― △4,560 16
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当第３四半期連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年９月30日）におけるわが国経済は、原油価

格の高騰をはじめとした諸原材料の値上がりによる物価上昇により、個人消費は回復の兆しが見えない

状況にあり、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速に加え、金融不安の影響から先行き

に不透明感が強まってまいりました。 

このような事業環境の中、当社グループは、株主共同利益の向上のため、以下の基本４戦略を策定し

活動してまいりました。 

１．Webコマース事業への集中 ～事業の徹底したオンライン化～  

２．事業ポートフォリオの再編 ～徹底した「選択と集中」に基づく経営効率・合理化の追求～  

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・量的」拡大～ 

結果、グループ全体の業績については、連結売上高611百万円（前年同期比50.3％減）、連結売上総

利益260百万円（前年同期比66.1％減）、連結営業損失は482百万円（前年同期は連結営業利益106百万

円）、連結経常損失は464百万円（前年同期は連結経常利益68百万円）となりました。  

連結特別損益については、ストック・オプション及び新株予約権の消却により、新株予約権戻入益29

百万円を計上したため、連結特別利益は32百万円となりましたが、当中間連結会計期間まで連結子会社

でありましたBeijing Lele Interactive Science and Technology Co.,Ltd.ののれん680百万円を会計

基準に則り、中間期におきまして全額減損損失として計上したため、連結特別損失は683百万円とな

り、法人税、住民税及び事業税などを加減算した結果、連結第３四半期純損失は1,120百万円（前年同

期は連結第３四半期純利益69百万円）となりました。 

  

事業毎の状況は以下のとおりであります。 

（デザイン事業） 

Webコマース事業は、デジタル素材のポータルサイト「DEX WEB」（www.dex.ne.jp）を運営しており

ます。当第３四半期連結会計期間においてリニューアルした「DEX WEB」をサービスインしました。ま

た、販売の主力であるストックフォトコーナー「DEX Creative」においてもユーザビリティの強化に努

めるとともに、フォントに関しても取扱ブランド数を拡大し、Webマーケティングやダウンロードコン

テンツの新規開発・調達に注力いたしました。これらの結果、当事業の売上高は256百万円（前年同期

比39.6％減）となりました。なお、「DEX」会員数につきましては、平成20年９月末現在で約814千人

（前年同期比58千人増）となっております。  

サービス事業については、デザイン制作受託・コンテンツライセンス案件の受注等に努めてまいりま

したが、主たる販売先であるパソコン関連業界におけるパソコン本体、周辺機器およびソフトウェア等

の価格下落の影響を受け、案件単価が減少し、当事業の売上高は122百万円（前年同期比23.4％減）と

なりました。 

プロダクト事業については、㈱イーフロンティアとの業務提携を活用した販売展開ならびに製造・流

通・販売のコスト削減に努めてまいりましたが、当事業の売上高は34百万円（前年同期比90.3％減）と

なりました。なお、当事業におけるウェブコマースサイトでの販売を平成20年３月末日をもって終了い

たしております。 

 システムインテグレーション事業については、これまで自社Webサイトを構築・運営してきた経験、

【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
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技術ならびにリアルビジネスでのノウハウを活用し、ＥＣ（電子商取引）サイトの構築・保守運営、セ

キュリティ対策など様々なシステムインテグレーションを展開してまいりましたが、設備投資の手控え

など経済環境の悪化が及ぼす影響が過大で事業が進捗せず、売上高は２百万円（前年同期比82.3％減）

となりました。 

千社貼札事業については、㈱ななせとの協業による自動印刷機の全国展開を行っておりますが、ロケ

ーション（機械設置）の当初計画からの遅れ、自動印刷機の一台当たり月間売上の落ち込みにより売上

高35百万円（前年同期比11.6％減）となりました。 

以上の結果、デザイン事業については、売上高451百万円（前年同期比54.8％減）、営業損失218百万

円（前年同期は営業利益387百万円）を計上いたしました。 

（海外事業） 

Beijing Lele Interactive Science and Technology Co.,Ltd.においては、当第３四半期連結会計期

間より連結除外となりました。当事業の売上高は当中間連結会計期間に計上された27百万円（前年同期

比70.5％減）、営業損失46百万円（前年同期は営業損失85百万円）となりました。  

（飲食事業） 

飲食事業においては、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ます。当事業の売上

高は132百万円（前年同期比4.1％減）、営業損失15百万円（前年同期は営業利益5百万円）となりまし

た。  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ116百万円減少し、3,049百万円と

なりました。また、純資産は、前連結会計年度末に比べ99百万円減少し、2,300百万円となりました。 

当第３四半期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213百万円減

少し、２百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは291百万円(前年同期は110百万円の収入)の支出となりました。

その主な要因は税金等調整前第３四半期純損失1,116百万円、減価償却費126百万円、減損損失680百万

円および売上債権の減少73百万円によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは722百万円(前年同期は1,117百万円の支出)の支出となりまし

た。その主な要因は、著作権取得のための支出695百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは891百万円(前年同期は464百万円の収入)の収入となりました。

その主な要因は株式発行による収入906百万円によるものであります。 

  

平成20年12月期の業績予想につきましては、当第３四半期連結会計期間の業績及び今後の経済環境及

び当社の事業環境などを踏まえて、平成20年８月13日に公表しました平成20年12月期通期（連結、個

別）業績予想を修正しました。 

なお、業績予想に関する事項につきましては、本日平成20年11月14日公表の「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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Beijing Lele Interactive Science and Technology Co.,Ltd.は、当第３四半期において実効支配が

及ばなくなったことにより、当第３四半期より連結の範囲から除外しております。 

  

  

  

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）
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５ 四半期連結財務諸表

(1) 第３四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間末 

(平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成19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 ※２ 336,160 2,628 286,603

 ２ 受取手形及び売掛金 202,263 73,387 144,498

 ３ 営業投資有価証券 300,000 － －

 ４ たな卸資産 13,861 3,533 6,868

 ５ 短期貸付金 147,770 147,482 150,386

 ６ その他 26,854 65,698 33,069

   貸倒引当金 △ 52,530 △ 1,071 －

  流動資産合計 974,381 32.0 291,657 9.6 621,426 19.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 693,890 531,300 579,808

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 689,735 － 680,456

  (2) ソフトウェア 38,266 62,527 56,932

  (3) ソフトウェア仮勘定 － 27,943 12,796

  (4) コンテンツ 120,909 108,533 111,467

  (5) 著作権前渡金 － 1,655,000 960,000

  (6) その他 4,509 4,382 4,437

  無形固定資産合計 853,420 1,858,386 1,826,090

３ 投資その他の資産

 (1) 投資有価証券 1,754 261,960 590

 (2) 出資金 － － 1,207

 (3) 差入保証金 123,185 99,279 126,285

 (4) 破産更生債権等 － 18,767 75,409

 (5) 長期前払費用 401,366 － －

 (6) その他 9,601 966 4,279

     貸倒引当金 △ 16,966 △ 18,767 △ 75,409

  投資その他の資産合計 518,940 362,206 132,363

   固定資産合計 2,066,251 67.8 2,751,893 90.3 2,538,262 80.2

Ⅲ 繰延資産 7,700 0.2 5,618 0.2 6,378 0.2

   資産合計 3,048,333 100.0 3,049,169 100.0 3,166,066 100.0
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前第３四半期連結会計期間末 

(平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成19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 57,818 53,003 32,648

 ２ 短期借入金 ※２ 41,054 － 20,528

 ３ 未払金 579,538 628,818 599,921

 ４ 未払法人税等 17,881 11,656 17,903

 ５ 未払消費税等 － － 5,757

 ６ 返品調整引当金 3,866 896 3,764

 ７ 企業買収関連損失 

   引当金
24,791 34,891 34,891

 ８ その他 16,255 7,633 11,149

  流動負債合計 741,205 24.3 736,899 24.2 726,564 22.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※２ 25,000 － 25,000

 ２ 繰延税金負債 133 － －

 ３ 退職給付引当金 17,962 12,141 14,575

  固定負債合計 43,095 1.4 12,141 0.4 39,575 1.3

  負債合計 784,301 25.7 749,041 24.6 766,139 24.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,477,845 48.5 2,083,170 68.4 1,620,855 51.2

 ２ 資本剰余金 1,931,523 63.4 2,536,849 83.2 2,074,533 65.6

 ３ 利益剰余金 △ 1,124,611 △ 36.9 △ 2,176,948 △71.4 △ 1,288,780 △40.7

 ４ 自己株式 △ 42,989 △ 1.4 △ 42,989 △ 1.4 △ 42,989 △1.3

  株主資本合計 2,241,767 73.5 2,400,082 78.7 2,363,617 74.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 

   評価差額金
△ 146 0.0 △ 98,781 △ 3.2 △ 102 △0.0

 ２ 為替換算調整勘定 19,541 0.6 △ 1,171 △ 0.0 27,402 0.8

  評価・換算差額等合計 19,395 0.6 △ 99,953 △ 3.3 27,300 0.8

Ⅲ 新株予約権 2,870 0.1 － － 9,009 0.2

  純資産合計 2,264,032 74.3 2,300,128 75.4 2,399,927 75.8

  負債純資産合計 3,048,333 100.0 3,049,169 100.0 3,166,066 100.0
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(2) 第３四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19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 1,228,694 100.0 611,196 100.0 1,510,104 100.0

Ⅱ 売上原価 460,849 37.5 351,057 57.4 598,366 39.6

      売上総利益 767,844 62.5 260,138 42.6 911,738 60.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費
※１,

２
661,016 53.8 743,116 121.6 937,426 62.1

     営業利益 106,828 8.7 － － － －

     営業損失 － － 482,977 79.0 25,688 1.7

Ⅳ 営業外収益

  １ 受取利息 1,892 666 2,250

  ２ 為替差益 － 33,734 18,872

  ３ 受取配当金 － 2 2

  ４ 有価証券売却益 4,526 － 4,526

  ５ 雑収入 6,671 13,090 1.1 705 35,109 5.7 6,689 32,341 2.1

Ⅴ 営業外費用

  １ 支払利息 1,386 510 1,605

  ２ 為替差損 45,749 － －

  ３ 株式交付費償却 3,553 4,514 4,746

  ４ 社債発行費償却 387 － 516

  ５ 貸倒引当金繰入額 － 10,928 67,593

  ６ 雑損失 118 51,194 4.2 1,011 16,964 2.8 1,862 76,325 5.0

      経常利益 68,723 5.6 － － － －

      経常損失 － － 464,833 76.1 69,672 4.6

Ⅵ 特別利益

  １ 貸倒引当金戻入益 8,532 1,827 3,289

  ２ 投資有価証券売却益 － 249 －

  ３ 退職給付引当金戻入益 － 494 1,135

  ４ 新株予約権戻入益 2,620 11,152 0.9 29,823 32,394 5.3 4,121 8,546 0.6

Ⅶ 特別損失

  １ 固定資産除却損 ※３ 509 － 2,862

  ２ 投資有価証券評価損 － 116 －

  ３ 本社移転費用 1,484 － 8,172

  ４  たな卸資産評価損 － 3,072 －

  ５  減損損失 ※４ － 680,456 －

  ６ 企業買収関連損失 

    引当金繰入額
－ 1,993 0.2 － 683,645 111.9 16,872 27,907 1.9

      税金等調整前 

      第３四半期(当期)純利益
77,881 6.3 － － － －

      税金等調整前 

      第３四半期(当期)純損失
－ － 1,116,084 182.6 89,033 5.9

      法人税、住民税及び 

      事業税
5,973 4,372 3,360

     法人税等調整額 △ 286 5,687 0.4 － 4,372 0.7 △ 419 2,940 0.2

       少数株主利益 2,572 0.2 － － 2,572 0.2

       中間(当期)純利益 69,622 5.7 － － － －

       第３四半期(当期)純損失 － － 1,120,457 183.3 94,546 6.3
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前第３四半期連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

(3) 第３四半期連結株主資本等変動計算書

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18年12月31日残高(千円) 1,212,255 1,665,933 △ 1,194,233 △ 42,989 1,640,964

第３四半期連結会計期間中の変動

額

 新株の発行 265,590 265,590 531,180

 第３四半期純利益 69,622 69,622

株主資本以外の項目の 
第３四半期連結会計期間中の        
変動額(純額)

－

第３四半期連結会計期間中の 

変動額合計 

(千円)

265,590 265,590 69,622 － 600,802

平成19年９月30日残高(千円) 1,477,845 1,931,523 △ 1,124,611 △ 42,989 2,241,767

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18年12月31日残高(千円) － 17,352 17,352 2,620 7,273 1,668,210

第３四半期連結会計期間中の変動
額

 新株の発行 531,180

 第３四半期純利益 69,622

株主資本以外の項目の 
第３四半期連結会計期間中の  
変動額(純額)

△ 146 2,189 2,043 250 △ 7,273 △ 4,980

第３四半期連結会計期間中の 
変動額合計 
(千円)

△ 146 2,189 2,043 250 △ 7,273 595,821

平成19年９月30日残高(千円) △ 146 19,541 19,395 2,870 － 2,264,032
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当第３四半期連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９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19年12月31日 残高(千円) 1,620,855 2,074,533 △ 1,288,780 △ 42,989 2,363,617

第３四半期連結会計期間中の変動額

 新株の発行(千円) 462,315 462,315 924,631

 第３四半期純利益(千円) △ 1,120,457 △ 1,120,457

  連結除外による増減額 232,290 232,290

 株主資本以外の項目の第３四半期連結
 会計期間中の変動額(純額)(千円)

－

第３四半期連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

462,315 462,315 △ 888,167 △ 195,825

平成20年９月30日 残高(千円) 2,083,170 2,536,849 △ 2,176,948 △ 42,989 2,400,082

評価・換算差額等

新株予約権 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19年12月31日 残高(千円) △ 102 27,402 27,300 9,009 2,399,927

第３四半期連結会計期間中の変動額

 新株の発行(千円) － 924,631

 第３四半期純利益(千円) － △ 1,120,457

  連結除外による増減額 － 232,290

 株主資本以外の項目の第３四半期連結
 会計期間中の変動額(純額)(千円)

△ 98,679 △ 28,574 △ 127,253 △ 9,009 △ 136,263

第３四半期連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△ 98,679 △ 28,574 △ 127,253 △ 9,009 △ 99,798

平成20年９月30日 残高(千円) △ 98,781 △ 1,171 △ 99,953 － 2,300,128
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前連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31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18年12月31日残高(千円) 1,212,255 1,665,933 △ 1,194,233 △ 42,989 1,640,964

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 408,600 408,600 817,200

 当期純利益 △ 94,546 △ 94,546

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

408,600 408,600 △ 94,546 － 722,653

平成19年12月31日残高(千円) 1,620,855 2,074,533 △ 1,288,780 △ 42,989 2,363,617

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18年12月31日残高(千円) － 17,352 17,352 2,620 7,273 1,668,210

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 － 817,200

 当期純利益 － △94,546

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△ 102 10,049 9,947 6,389 △ 7,273 9,063

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△ 102 10,049 9,947 6,389 △ 7,273 731,716

平成19年12月31日残高(千円) △ 102 27,402 27,300 9,009 － 2,399,927
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(4) 第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年９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19年１月１日 

至 平成19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 

   第３四半期純利益
77,881 － －

 ２ 税金等調整前 

   第３四半期(当期)純損失
－ △ 1,116,084 △89,033

 ３ 減価償却費 97,063 126,598 139,451

  ４ 貸倒引当金の増減額 1,556 9,108 64,304

 ５ 退職給付引当金の増減額 2,251 △ 2,433 △ 1,135

  ６ 返品調整引当金の増減額 1,732 △ 2,868 1,630

  ７ 企業買収関連損失引当金 

   の増減額
△ 10,099 － －

  ８ 受取利息及び受取配当金 △ 1,895 △ 668 △ 2,252

  ９ 有価証券売却益 △ 4,526 △ 249 △ 4,526

  10 支払利息 1,386 510 1,605

  11 為替差損益 44,344 △ 39,185 △18,563

  12 株式報酬費用 － 4,805 10,511

  13 株式交付費償却 3,553 4,514 4,746

  14 社債発行費償却 387 － 516

 15 のれん償却額 27,836 － 37,115

 16 新株予約権戻入益 △ 2,620 △ 29,823 △ 4,121

 17 固定資産除却損 509 － 2,862

 18 投資有価証券評価損 － 116 －

 19 減損損失 － 680,456 －

  20 売上債権の増減額 50,385 73,631 33,999

 21 たな卸資産の増減額 △ 2,040 3,334 4,953

 22 営業投資有価証券 

   の増減額
△ 300,000 － －

  23 仕入債務の増減額 20,757 21,088 △ 4,480

 24 未収消費税等の増減額 17 △ 4,445 17

 25 未払消費税等の増減額 6,556 △ 5,757 3,691

 26 仮払金の増減額 388,824 － 387,800

 27 仮受金の増減額 △ 272,968 － △ 268,189

 28 その他 △ 12,384 △ 11,350 △ 348,854

小計 118,510 △ 288,702  △ 47,950

 29 利息及び配当金の受取額 1,814 668 2,136

 30 利息の支払額 △ 1,482 △ 418 △ 1,702

 31 法人税等の支払額 △ 8,810 △ 3,490 △ 13,405

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

110,031 △ 291,942 △ 60,921
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年９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19年１月１日 

至 平成19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
△ 38,100 － △ 38,100

 ２ 定期預金の払戻による 

   収入
65,855 70,124 65,855

 ３ 有価証券の取得による 

   支出
△ 152,490 － △ 152,490

 ４ 有価証券の売却による 

   収入
157,016 － 157,016

 ５ 有形固定資産の取得に 

   よる支出
△ 645,468 △ 26,918 △ 173,475

 ６ 有形固定資産の除却に 

   伴う支出
△ 493 － △ 493

 ７ 無形固定資産の取得に 

   よる支出
△ 78,654 △ 97,722 △ 120,018

 ８ 投資有価証券の売却に 

   よる収入
－ 1,456 －

 ９ 長期前払費用の取得 

   による支出
△ 402,000 － △ 2,000

 10 保証金の差入による支出 △ 30,000 △ 1,402 △ 87,794

 11 保証金の返還による収入 6,906 27,073 60,091

 12 貸付による支出 － － △ 9,805

 13 著作権取得による支出 － △ 695,000 △ 960,000

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△ 1,117,427 △ 722,389 △  1,261,213

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 － △ 2,000

 ２ 長期借入による収入 5,000 － 5,000

 ３ 長期借入金の返済 
   による支出 △ 61,744 △ 20,528 △ 82,270

 ４ 社債の償還による支出 △ 10,000 △ 25,000 △ 10,000

 ５ 株式の発行による収入 530,718 906,531 809,538

 ６ 新株予約権の発行に 
   よる収入 2,520 30,354 7,200

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 464,494 891,357 727,468

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 550 △ 1,084 2,723

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額 △ 542,350 △ 124,059 △ 591,943

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 814,568 216,479 814,568

Ⅶ 連結子会社除外に伴う現金 
  及び現金同等物の減少額 △ 6,145 △ 89,791 △ 6,145

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  第３四半期末(期末)残高 266,071 2,628 216,479
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(5) 注記事項

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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．継続企業の前提に関する重要な
疑義を抱かせる事象又は状況が存
在する旨及びその内容

   当社グループは、前連結会計
年度において、203百万円の営
業損失および450百万円の当期
純損失を計上いたしました。当
第３四半期連結会計期間におい
ては、昨年の営業努力により受
注獲得したDEX IMAGEプロダク
トの大口取引などにより、106
百万円の営業利益および69百万
円の第３四半期純利益を計上い
たしましたが、収益体制を確実
に定着させるため、今後の業績
推移も見極めつつ経営課題に対
処する必要があると考えており
ます。

2．継続企業の前提に関する重要な
疑義が存在する旨

  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。

3．当該事象又は状況を解消又は大
幅に改善するための経営者の対応
及び経営計画の内容

  収益体制の確実な定着に向け、
当社グループは以下を対処すべ
き主な課題と認識しておりま
す。

 ①Webコマース事業
  コマースサイトにおけるデザイ

ンコンテンツの配信事業は、競
合他社との販売競争が激化して
おります。当中間連結会計期間
においては、販売の主力である
プロ向けストックフォトコーナ
ーを全面リニューアルし、本年
４月に「DEX Creative」として
立ち上げるなど、マーケティン
グ面における収益改善施策を実
施した一方、有料会員の新規獲
得および海外代理店とのクロス
ライセンス取引における新規契
約に関しては、進捗が計画を下
回りました。

 ②モバイルコンテンツ事業
  Beijing Lele Interactive  

Science and Technology  
Co., Ltd.（以下Lele）が中国
で展開しているモバイルコンテ
ンツ事業についても、新規参入
企業の影響による競争激化を受
け売上が計画を達成出来ません
でした。

  当社グループは、これら課題へ
対処するため経営の再構築を進
めており、平成19年連結会計年
度における経営計画は以下のと
おりです。

1．継続企業の前提に関する重要な
疑義を抱かせる事象又は状況が存
在する旨及びその内容 
 当社グループは、前連結会計年
度に引き続き、当第３四半期連結
会計期間においても、482,977千
円の営業損失および1,120,457千
円の第３四半期純損失を計上し、
現金及び現金同等物が213,851千
円減少いたしました。

2．継続企業の前提に関する重要な
疑義が存在する旨 
 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。

3．当該事象又は状況を解消又は大
幅に改善するための経営者の対応
及び経営計画の内容 
 当第３四半期連結会計期間にお
いて営業損失および当期純損失と
なった主な要因は以下のとおりで
あります。 
海外事業 
Beijing Lele Interactive  
Science and Technology  
Co.,Ltd. 
（以下Lele）が中国で展開してい
る海外事業について、Leleが保有
するブランドイメージや既得会員
など後発企業に先行する利点を活
用することができず、競争激化の
影響を受け売上が計画を達成する
ことができず、結果、営業損失
46,379千円を計上いたしました。
なお、Leleは、当第３四半期にお
いて実効支配が及ばなくなったこ
とにより、当第３四半期より連結
の範囲から除外しております。 
システムインテグレーション事業 
前連結会計年度より事業区分した
システムインテグレーション事業
においては、今後の展開に向けた
活動を行ってまいりましたが、研
究開発費等の先行投資、営業体制
の立ち遅れもあり、結果、営業損
失96,008千円を計上しておりま
す。

 当社グループは、これら課題へ対
処するため経営の再構築を進めて
おり、当連結会計年度における経
営計画は以下のとおりです。

①Webコマース事業 
 当第３四半期連結会計期間にお
いて、「DEX WEB」のリニューア
ルを行うとともに、未公開の
11,000点のコンテンツ新規投入、
新ジャンルである「はがき」、
「ムービー」を追加するなど、ユ
ーザのさらなる利便性向上を目的
としたフリーパック商品の見直し
さを行い、下期よりサービスイン
する体制を整えました。

1．継続企業の前提に関する重要な
疑義を抱かせる事象又は状況が存
在する旨及びその内容 
 当社グループは、前連結会計年
度に引き続き、当連結会計年度に
おいても、25百万円の営業損失お
よび94百万円の当期純損失を計上
し、現金及び現金同等物が598百
万円減少いたしました。
2．継続企業の前提に関する重要な
疑義が存在する旨 
 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。
3．当該事象又は状況を解消又は大
幅に改善するための経営者の対応
及び経営計画の内容 
 当連結会計年度において営業損
失および当期純損失となった主な
要因は以下のとおりであります。 
モバイルコンテンツ事業 
Beijing Lele Interactive 
Science and Technology 
Co.,Ltd.（以下Lele）が中国で展
開しているモバイルコンテンツ事
業について、新規参入企業の影響
による競争激化を受け売上が計画
を達成することができず、結果、
営業損失75百万円を計上いたしま
した。 
  当社グループは、これら課題へ
対処するため経営の再構築を進め
ており、平成20年連結会計年度に
おける経営計画は以下のとおりで
す。
 ①Webコマース事業 
 平成20年連結会計年度において
「DEX WEB」全体のリニューアル
を計画しております。サイト・シ
ステム両面の全面改修を実施する
予定であり、さらなる検索性の向
上・ユーザビリティの強化を図り
ます。 
 また、ダウンロードコンテンツ
については、自社ブランドである
DEX IMAGEコンテンツを定期的に
開発・市場投入してまいります。 
 さらに、昨年下期より、市場に
本格参入した高品質・高価格のコ
ンテンツを取り扱うRM（ライツ・
マネージド）をRF（ロイヤリテ
ィ・フリー）に続く新たな事業の
柱へと成長させる計画でありま
す。
 ②モバイルコンテンツ事業  
 システムインテグレーション事
業など、当社の既存事業とのシナ
ジーを追求し、従来からのモバイ
ルコンテンツサイトに加え、保険
分野などモバイル以外の送客事業
へのサービス拡大を図ってまいり
ます。
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前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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)

 ①Webコマース事業
  本年４月に、プロ向けストック

フォトコーナーをリニューアル
し新たに「DEX Creative」とし
て立ち上げましたが、これに続
い て、下 期 に お い て「DEX 
WEB」全体のリニューアルを計
画しております。サイト・シス
テム両面の全面改修を実施する
予定であり、さらなる検索性の
向上・ユーザビリティの強化を
図ります。 
また、ダウンロードコンテンツ
については、自社ブランドであ
るDEX IMAGEコンテンツを定期
的に開発・市場投入するととも
に、国内外でコマースサイトを
運営する企業とのクロスライセ
ンスについても、契約先の拡大
を図ってまいります。 
さらに、下期より、高品質・高
価格のコンテンツを取り扱うRM
（ライツ・マネージド）市場に
本格的に参入いたします。RM
は、これまでの販売形態である
RF（ロイヤリティ・フリー）と
は異なり、使用履歴が管理され
たコンテンツを顧客の注文に応
じて販売するもので、RFに続く
新たな事業の柱へと成長させる
計画であります。

 ②モバイルコンテンツ事業
  Leleが保有するブランドイメー

ジや既得会員など後発企業に先
行する利点を最大限に活用し、
他社との差別化を図ってまいり
ます。 
また、従来からのモバイルコン
テンツサイトに加え、保険分野
などモバイル以外の送客事業へ
のサービス拡大を図るほか、シ
ステムインテグレーション事業
など、当社の既存事業とのシナ
ジーを追求してまいります。 
さらに、親会社から派遣する常
駐社員を増強し、同社の経営管
理の強化を図ります。

 ③営業費用
  売上拡大のための各種施策に加

え、積極的なシステム化を通じ
た社内業務体制のさらなる効率
化を図り、費用の効率的な配分
に留意してまいります。

4．第３四半期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
を第３四半期連結財務諸表には反
映していない旨

  第３四半期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
響を第３四半期連結財務諸表に
は反映しておりません。

 また、ダウンロードコンテンツに
ついては、不採算部門であった他
社（個人作家含む）コンテンツの
取扱・販売業務を平成20年６月末
日をもって終了し、自社ブランド
である満タンシリーズおよびDEX 
IMAGEに開発リソースを注力し、
コンテンツの開発、販売強化に努
めてまいります。   
さらに、業務提携先であるイメー
ジインテックの持つ高度映像圧縮
技術を駆使し、ハイビジョン画質
のプロ向け商業用素材動画（フッ
テージ）のダウンロード販売を
「DEX WEB」にて世界独占的に行
ってまいります。

②モバイルコンテンツ事業 
 下期よりデザイン素材集「満タ
ンシリーズ」の制作実績を活か
し、「あの頃読んだ懐かしいコミ
ックをもう一度読みたい！」とい
う思いをかなえるコミックサイト
として、携帯公式サイト「コミッ
ク満タン」を立ち上げ、国内約
5000億円の規模を持つマンガ市場
（2005年、経済産業省調べ）へ本
格的に参入いたします。 
また、システムインテグレーショ
ン事業など、当社の既存事業との
シナジーを追求し、従来からのモ
バイルコンテンツサイトに加え、
保険分野などモバイル以外の送客
事業へのサービス拡大を図り、コ
スト削減にも努めてまいります。

③システムインテグレーション事業 
 これまで自社Webサイトを運営
してきた経験、技術を活用し、Ｅ
Ｃ（電子商取引）サイトの構築お
よび保守に係る個別ソリューショ
ンをサーバごと提供するのみでは
なく、必要な機能を必要な時にネ
ットワーク経由で当社から直接入
手し、その使用分に対して対価を
支払うという新しいサービス
「DEX  ASP/SaaS(Software  as  a 
service)ソリューション」の営業
を積極的に展開いたします。ま
た、内部統制に対応して独自にシ
ステム開発を行った「販売管理シ
ステム」、「商品管理システ
ム」、「オフィスセキュリティシ
ステム」などシステムインテグレ
ーション事業を展開し、本事業に
関するパートナー企業との業務提
携も視野に入れ、事業領域の拡大
を図ってまいります。

 

   また、Leleが保有するブランド
イメージや既得会員など後発企業
に先行する利点を最大限に活用
し、他社との差別化を図ってまい
ります。 
  さらに、親会社から派遣する常
駐社員を増強し、同社の経営管理
の強化を図り、コスト削減にも努
めてまいります。
③システムインテグレーション事 
業 
 これまで自社Webサイトを運営 
してきた経験、技術を活用し、 
「ＥＣ（電子商取引）サイトの構 
築・保守」および、内部統制に対 
応して独自にシステム開発を行っ 
た「販売管理システム」、「商品 
管理システム」、「オフィスセキ 
ュリティシステム」などシステム 
インテグレーション事業を展開 
し、本事業に関するパートナー企 
業との業務提携も視野に入れ、事 
業領域の拡大を図ってまいりま 
す。
④コンテンツマネジメント事業 
 黒澤コンテンツを最大限に活用 
し、 
(1)黒澤コンテンツを中心とする
各種コンテンツのリメイク等の許
諾プロデュース、遂行およびマネ
ジメント 
(2)グローバル展開する「AK100プ
ロジェクト（黒澤明監督生誕100
周年記念事業）」のプロデュー
ス、遂行およびマネジメント 
(3) 黒澤コンテンツを足がかりと
し、上記ミッションを遂行する過
程で築き上げることが期待でき
る、各種エンターテイメント関係
の内外の有力製作会社や大手配給
先会社および人脈等をフルに活か
し、さらにコンテンツビジネス等
を拡大すること 
により、増収増益を目指してまい
ります。
⑤営業費用 
 売上拡大のための各種施策に加 
え、積極的なシステム化を通じた 
社内業務体制のさらなる効率化を 
図り、費用の効率的な配分に留意 
してまいります。
4．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第３四半期
連結財務諸表には反映していない
旨
  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第３四半期
連結財務諸表には反映しておりま
せん。
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前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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)

    ────────

 

④コンテンツマネジメント事業 
 黒澤コンテンツを最大限に活用
し、 
(1)黒澤コンテンツを中心とする
各種コンテンツのリメイク等の許
諾プロデュース、遂行およびマネ
ジメント 
(2)グローバル展開する「AK100プ
ロジェクト（黒澤明監督生誕100
周年記念事業）」のプロデュー
ス、遂行およびマネジメント 
(3) 黒澤コンテンツを足がかりと
し、上記ミッションを遂行する過
程で築き上げることが期待でき
る、各種エンターテインメント関
係の内外の有力製作会社や大手配
給先会社および人脈等をフルに活
かし、さらにコンテンツビジネス
等を拡大することにより、増収増
益を目指してまいります。

⑤営業費用 
 売上拡大のための各種施策に加
え、積極的なシステム化を通じた
社内業務体制のさらなる効率化を
図り、費用の効率的な配分に留意
してまいります。

4．第３四半期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
を第３四半期連結財務諸表には反
映していない旨 
 第３四半期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
を第３四半期連結財務諸表には反
映しておりません。

    ────────
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第３四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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 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

 DEX Asia Limited

 Beijing Lele Interactive 

  Science and Technology 

  Co., Ltd.

  Star Port Holdings Corp.

 星港世紀科技有限公司

 DEXインベストメント㈱

 DEX IMAGE PTE LTD

(1) 連結子会社の数 ５社

 連結子会社名

 DEX Asia Limited

  Star Port Holdings Corp.

 星港世紀科技有限公司

 DEXインベストメント㈱

 DEX IMAGE PTE LTD

(1)連結子会社の数 ６社 

 連結子会社名

 DEX Asia Limited

 Beijing Lele Interactive 

  Science and Technology 

  Co., Ltd.

 Star Port Holdings Corp.

 星港世紀科技有限公司

 DEXインベストメント㈱

 DEX IMAGE PTE LTD

前連結会計年度まで連結子

会社であったイメージワー

クス㈱は、同社役員が当社

を退職したことにともな

い、緊密者等を通じた株式

の間接所有関係が解消され

たことにより、当第３四半

期連結会計期間において連

結の範囲から除外しており

ます。

前連結会計年度まで連結子

会社であったBeijing Lele 

Interactive Science and 

Technology Co., Ltd.は、

当第３四半期において実効

支配が及ばなくなったこと

により、当第３四半期より

連結の範囲から除外してお

ります。

前連結会計年度まで連結子

会社であったイメージワー

クス㈱は、同社役員が当社

を退職したことにともな

い、緊密者等を通じた株式

の間接所有関係が解消され

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。

(2) 主要な非連結子会社の

名称等

  該当事項はありませ

ん。

(2) 主要な非連結子会社の

名称等

同左

(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。

(1) 持分法適用の関連会社

の数

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

  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

同左

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社

同左

３ 連結子会社の第３

四半期決算日(決

算日)等に関する

事項

全ての連結子会社の第３四

半期決算日は、第３四半期

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
前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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)

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

    第３四半期決算日

の市場価格等に基

づく時価法(評価

差額は全部純資産

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

純資産直入法によ

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

 ②たな卸資産

  製品・商品

同左

 ②たな卸資産

  製品・商品

同左

  仕掛品

   個別法による原価法

  仕掛品

同左

  仕掛品

同左

  貯蔵品

   最終仕入原価法

  貯蔵品

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

  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。

  また、平成19年度の法

人税法の改正にともな

い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固

定資産については、改

正法人税法に規定する

償却方法により減価償

却費を計上しておりま

す。

(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。

  また、平成19年度の法

人税法の改正にともな

い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固

定資産については、改

正法人税法に規定する

償却方法により減価償

却費を計上し、平成19

年３月31日以前に取得

したものについては、

償却限度額まで償却が

終了した翌年から５年

間で均等償却する方法

によっております。

(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。

  また、平成19年度の法

人税法の改正にともな

い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固

定資産については、改

正法人税法に規定する

償却方法により減価償

却費を計上しておりま

す。
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項目
前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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)

   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

  ②無形固定資産 
   商標権 
          同左

    特許権 
     定額法(８年)

    特許権 
           同左

    特許権 
           同左

  ソフトウェア

   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

  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、当第３四半期連結

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
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項目
前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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)

 ④企業買収関連損失引当

金

  企業買収の取止め等に

よる損失に備えるた

め、将来負担すること

が見込まれる損失額を

計上しております。

 ④企業買収関連損失引当

金

同左

 ④企業買収関連損失引当

金

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、第３四半期決算日

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、第３四半期決

算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換

算差額は純資産の部に

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、

換算差額は純資産の部

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)その他第３四半期連結

財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

    税抜方式によってお

ります。

(ヘ)その他第３四半期連結

財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

     税抜方式によってお

ります。また、第３

四半期貸借対照表上

は仮払消費税等と仮

受消費税等を相殺の

うえ、流動資産の

「その他」に含めて

表示しております。

(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。
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項目
前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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)

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。

───── のれんは定額法(20年)で償

却しております。

６ 第３四半期連結キ

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

第３四半期連結キャッシ

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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会計処理の変更

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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)

(固定資産の減価償却の方法)

有形固定資産 

平成19年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法 

平成19年４月１日以降に取得した

もの 

定率法 

 

（会計方針の変更） 

平成19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第

６号）および（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号））にともな

い、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法

人税法等に基づく方法に変更して

おります。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

      ────── (固定資産の減価償却の方法)

有形固定資産 

平成19年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法 

平成19年４月１日以降に取得した

もの 

新定率法 

 

（会計方針の変更） 

平成 19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第

６号）および（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号））にともな

い、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法

人税法等に基づく方法に変更して

おります。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

(ストック・オプション等に関する

会計基準)

 当第３四半期連結会計期間から

「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８

号 平成17年12月27日）および

「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号 平成18年

５月31日）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

     ────── （ストック・オプション等に関する

会計基準）

 当連結会計年度から「ストック

オ・プション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成

17年12月27日）および「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、

経常損失が10,511千円、税金等調

整前当期純損失が9,009千円増加

しております。

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取り扱い)

 当第３四半期連結会計期間から、

「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成18年８月11日 実務対応

報告第19号）を適用しておりま

す。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

     ──────      ──────
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表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

(第３四半期連結貸借対照表)

 「長期前払費用」は、前第３四半期連結会計期間末

は、投資その他の資産の「その他」に含めて表示して

おりましたが、当第３四半期連結会計期間末において

資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記いたし

ました。 

なお、前第３四半期連結会計期間末の「長期前払費

用」の金額は100千円であります。

          ────── 

(第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書)

 「仮払金の増減額」は、前第３四半期連結会計期間

は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めて表示しておりましたが、当第３四半期連結会

計期間において金額の重要性が増したため区分掲記い

たしました。なお、前第３四半期連結会計期間の「仮

払金の増減額」の金額は2,750千円であります。 

また、「仮受金の増減額」は、前第３四半期連結会計

期間は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示しておりましたが、当第３四半期連

結会計期間において金額の重要性が増したため区分掲

記いたしました。なお、前第３四半期連結会計期間の

「仮受金の増減額」の金額は1,087千円であります。

(第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書)

 営業活動によるキャッシュ・フローの「仮払金の増減

額」は、当第３四半期連結会計期間末において金額の

重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表示し

ております。なお、当第３四半期連結会計期間末に

「その他」に含まれている「仮払金の増減額」の金額

は△8,009千円であります。 

また、営業活動によるキャッシュ・フローの「仮受金

の増減額」は、当第３四半期連結会計期間末において

金額の重要性が乏しくなったため「その他」に含めて

表示しております。なお、当第３四半期連結会計期間

末に「その他」に含まれている「仮受金の増減額」の

金額は△5,746千円であります。
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追加情報

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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)

     ────── （有形固定資産の減価償却方法）

  平成19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第

６号）および（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号））にともな

い、当第３四半期連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却限度額

まで償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によってお

ります。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

（監査報酬の費用処理方法）

 親会社の会社法監査および証券取

引法監査に係る監査報酬について

は、従来、一年分の報酬額を毎年

３月の有価証券報告書監査終了時

に一括して費用処理しておりまし

た。しかし、より実態に即した会

計処理を行うため、当連結会計期

間より、監査の進捗に応じて費用

処理することといたしました。 

この結果、従来の方法に比べ、経

常損失および税金等調整前当期純

損失がそれぞれ13,500千円増加し

ております。

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第三者割当による新株式の発行） 

平成20年９月17日開催の取締役会 

決議に基づき、平成20年10月３日

に第三者割当増資による新株式発

行を行いました。 

①発行株式の種類及び数 

  普通株式 150,000株 

②発行価額 

  １株につき1,103円 

③発行価額の総額 

  165,450,000円 

③資本金組入額 

  82,800,000円 

④割当先及び割当数 

  ティエスシー・パートナーズ 

  投資事業組合 

  150,000株

────── 
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注記事項

(第３四半期連結貸借対照表関係)

前第３四半期連結会計期間末 
(平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

132,578千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

198,701千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

150,824千円

※２ 担保に供している資産は以下

のとおりであります。 

 現金及び預金 70,000千円 

上記の物件は、短期借入金

41,054千円の担保に供してお

ります。

※２   ────── ※２ 担保に供している資産は以下 

のとおりであります。 

現金及び預金  70,124千円 

上記の物件は、短期借入金

20,528千円の担保に供してお

ります。
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(第３四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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 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 165,125千円

支払手数料 153,324千円

減価償却費 24,943千円
 

※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 211,421千円

支払手数料 133,626千円

地代家賃 77,748千円
 

※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 230,069千円

支払手数料 218,221千円

減価償却費 37,067千円

※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 

                10,486千円

※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 

              15,083千円

※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 

            14,409千円

※３       ────── ※３       ────── ※３ 特別損失における固定資産

除却損の主な内訳は以下の

とおりです。 

 建物          2,352千円 

 工具器具備品      16千円 

 その他       493千円

※４       ────── ※４  減損損失 

当第３四半期連結会計期間に

おいて、以下の資産について

減損損失を計上しておりま

す。 

①主な用途 

 のれん 

②種類 

 連結子会社のれん 

③減損損失額 

 680,456千円 

連結子会社（Beijing Lele  

Interactive Science and  

Technology Co.,Ltd.） 

の株式取得に伴い発生したも

のの回収可能性を考慮し、の

れん全額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

 

※４       ──────
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 前第３四半期連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年９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 

 
(注）1. 普通株式の発行済株式総数の増加39,000株は、新株予約権の行使による新株の発行によるものであります。 

  

 ２ 新株予約権及び自己株式に関する事項 

 
(注）1. 平成18年新株予約権の当第３四半期連結会計期間減少は、平成19年４月20日付取締役会決議に基づく消却に

よるものであります。 

2. 平成19年新株予約権の当第３四半期連結会計期間増加は、平成19年４月20日付取締役会決議に基づく発行に

よるものであり、当第３四半期連結会計期間減少は、権利行使によるものであります。 

3. 平成19年新株予約権は、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。 

  

(第３四半期連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当第３四半期連結会計
期間 

増加株式数(株)

当第３四半期連結会計
期間 

減少株式数(株)

当第３四半期連結会計 
期間末株式数(株)

発行済株式

 普通株式 (注)１ 81,550 39,000 － 120,550

合計 81,550 39,000 － 120,550

自己株式

 普通株式 1,838 － － 1,838

合計 1,838 － － 1,838

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) 当第３四半
期連結 

会計期間末 
残高 
(千円)

前連結会計 
年度末

当第３四半
期連結 
会計期間 
増加

当第３四半
期連結 
会計期間 
減少

当第３四半
期連結 
会計期間末

提出会社

平成18年新株予約権 
 (注)１

普通株式 26,200 － 26,200 － －

平成19年新株予約権 
 (注)２

普通株式 － 60,000 39,000 21,000 2,520

ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

－ － － － － 350

合計 － 26,200 60,000 65,200 21,000 2,870
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当第３四半期連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９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 

 
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加192,700株は、新株予約権の行使による新株の発行によるものであります。 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
(注) １ 平成20年新株予約権（第７回）の増加は、平成19年12月28日付取締役会に基づく発行によるものであり、減

少は、45,800株分は権利行使によるものであり、未行使分は平成20年９月17日付取締役会に基づき消却をし

ております。 

２ 平成20年新株予約権（第８回）の増加は、平成20年４月24日付取締役会に基づく発行によるものであり、減

少は、146,900株分は権利行使によるものであり、未行使分は平成20年９月17日付取締役会に基づき消却を

しております。 

  

３ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末 
株式数(株)

当第３四半期連結会計
期間 

増加株式数(株)

当第３四半期連結会計
期間 

減少株式数(株)

当第３四半期連結会計 
期間末株式数(株)

発行済株式

 普通株式 (注) 141,550 192,700 ─ 334,250

合計 141,550 192,700 ─ 334,250

自己株式

 普通株式 1,838 ─ ─ 1,838

合計 1,838 ─ ─ 1,838

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) 当第３四半
期連結 

会計期間末 
残高 
(千円)

前連結会計 
年度末

当第３四半
期連結 
会計期間 
増加

当第３四半
期連結 
会計期間 
減少

当第３四半
期連結 
会計期間末

提出会社

平成20年新株予約権
（第７回）(注)１

普通株式 ─ 120,000 120,000 ─ ─

 平成20年新株予約権
（第８回）(注)２

普通株式 ─ 180,000 180,000 ─ ─

合計 ─ ─ 300,000 300,000 ─ ─
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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 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 

 
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加60,000株は、新株予約権の行使による新株の発行によるものであります。 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
(注) １ 平成18年新株予約権の減少は、平成19年４月20日付取締役会に基づく消却によるものであります。 

２ 平成19年新株予約権の増加は、平成19年４月20日付取締役会に基づく発行によるものであり、減少は、権利

行使によるものであります。 

３ 平成19年ストック・オプションとしての新株予約権は、行使期間の初日が到来しておりません。 

  

３ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度 
増加株式数(株)

当連結会計年度 
減少株式数(株)

当連結会計年度末 
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 (注) 81,550 60,000 ─ 141,550

合計 81,550 60,000 ─ 141,550

自己株式

 普通株式 1,838 ─ ─ 1,838

合計 1,838 ─ ─ 1,838

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)
当連結会計 
年度末残高 
(千円)

前連結会計 
年度末

当連結会計 
年度増加

当連結会計 
年度減少

当連結会計 
年度末

提出会社

平成18年新株予約権 
 (注)１

普通株式 26,200 ─ 26,200 ─ ─

平成19年新株予約権 
 (注)２

普通株式 ─ 60,000 60,000 ─ ─

平成19年ストック・
オプションとしての
新株予約権 
 (注)３

─ ─ ─ ─ ─ 9,009

合計 ─ 26,200 60,000 86,200 ─ 9,009
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(第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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)

 

 現金及び現金同等物の第３四半期

末残高と第３四半期連結貸借対照表

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19年９月30日現在)

現金及び預金勘定 336,160千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金及び 
定期積金

△70,089千円

現金及び現金同等物 266,071千円
  

 現金及び現金同等物の第３四半期

末残高と第３四半期連結貸借対照表

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20年９月30日現在)

現金及び預金勘定 2,628千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金及び 
定期積金

─

現金及び現金同等物 2,628千円
  

 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19年12月31日現在)

現金及び預金勘定 286,603千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金及び
定期積金

△70,124千円

現金及び現金同等物 216,479千円
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(リース取引関係)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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)

 

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第３

四半期末残高相当額

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)

1,174 1,174

第３四半期
末
残高相当額
(千円)

2,534 2,534

 

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第３

四半期末残高相当額

工具器具備品 合計

取得価額
相当額
(千円)

10,410 10,410

減価償却累
計額相当額
(千円)

3,030 3,030

第３四半期
末
残高相当額
(千円)

7,379 7,379

 

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

工具器具備品 合計

取得価額
相当額
(千円)

10,417 10,417

減価償却累
計額相当額
(千円)

1,471 1,471

期末残高
相当額
(千円)

8,945 8,945

 

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額

１年内 780千円

１年超 1,885千円

合計 2,665千円
 

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額

１年内 1,972千円

１年超 5,624千円

合計 7,596千円
 

２ 未経過リース料連結会計期間末

残高相当額

１年内 1,893千円

１年超 7,113千円

合計 9,007千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 585千円

減価償却費相当額 556千円

支払利息相当額 43千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 1,796千円

減価償却費相当額 1,561千円

支払利息相当額 385千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 914千円

減価償却費相当額 853千円

支払利息相当額 97千円

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)

前第３四半期連結会計期間末(平成19年９月30日)

１ 時価のある有価証券

取得原価(千円)
第３四半期連結貸借対照表 

計上額(千円)
差額(千円)

株式 224 78 △146

合計 224 78 △146

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

第３四半期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 301,207

計 301,675
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当第３四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)

１ 時価のある有価証券

取得原価(千円)
第３四半期連結貸借対照表 

計上額(千円)
差額(千円)

株式 107 63 △44

合計 107 63 △44

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 261,896

計 261,896
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前連結会計年度末(平成19年12月31日)

１ 時価のある有価証券

取得原価(千円)
連結貸借対照表 
計上額(千円)

差額(千円)

株式 224 122 △102

合計 224 122 △102

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

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 1,207

計 1,675
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    該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  
  

  

(デリバティブ取引関係)
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前第３四半期連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主な製品 

 
  

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 

 
  

(6) (セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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

998,567 92,126 138,000 1,228,694 － 1,228,694

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － － － －

計 998,567 92,126 138,000 1,228,694 － 1,228,694

営業費用 610,959 177,253 132,110 920,323 201,542 1,121,866

営業利益(又は営業損失) 387,607 (85,127) 5,889 308,370 (201,542) 106,828 

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

当第３四半期連結会計期間(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

201,542 当社の管理部門に係る費用
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当第３四半期連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分の方法 

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 各事業区分の主な製品 

 
  

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 

 

デザイン事業 
(千円)

海外事業 
(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

451,639 27,176 132,380 611,196 － 611,196

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － － － －

計 451,639 27,176 132,380 611,196 － 611,196

営業費用 670,034 73,555 148,246 891,836 202,337 1,094,174

営業利益(又は営業損失) (218,394) (46,379) (15,865) (280,640) (202,337) (482,977)

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

海外事業 コンテンツアフィリエイト事業

飲食事業 飲食店舗の運営

当第３四半期連結会計期間(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

202,337 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19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分の方法 

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 各事業区分の主な製品 

 
  

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 

 
  

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 

 

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）

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

1,218,744 108,079 183,280 1,510,104 － 1,510,104

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － －

計 1,218,744 108,079 183,280 1,510,104 － 1,510,104

営業費用 832,909 221,912 180,185 1,235,007 300,785 1,535,793

営業利益(又は営業損失) 385,834 (113,832) 3,095 275,097 (300,785) (25,688)

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 1,998,869 980,878 87,341 3,067,089 98,977 3,166,066

減価償却費 128,486 3,258 6,248 137,993 1,458 139,451

資本的支出 1,594,310 745 － 1,595,055 46,767 1,641,823

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

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

300,785 当社の管理部門に係る費用

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全社資
産の金額

98,977
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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前第３四半期連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

  

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

  セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９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。 

  

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) 

  

  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。 

２ 所在地別セグメント情報
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前第３四半期連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注)   海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注)   海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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) 

  

 
(注)   海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

３ 海外売上高

中華人民共和国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 92,126 37,665 129,792

Ⅱ 連結売上高(千円) 1,228,694

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

7.5 3.1 10.6

中華人民共和国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 27,176 28,570 55,746

Ⅱ 連結売上高(千円) 611,196

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

4.4 4.7 9.1

中華人民共和国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 108,079 48,859 156,939

Ⅱ 連結売上高(千円) 1,510,104

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

7.2 3.2 10.4
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   
２ １株当たり第３四半期(当期)純利益金額（又は純損失金額）及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当

期)純利益金額（又は純損失金額）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

(１株当たり情報)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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株当たり純資産額 19,047.46円

 
１株当たり純資産額 6,919.51円

 
１株当たり純資産額 17,113.19円

 

１株当たり 
第３四半期純利益金額

751.96円

 

１株当たり 
第３四半期純損失金額

4,470.88円

 

１株当たり 
当期純損失金額

925.39円

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
第３四半期純利益金額

708.03円
なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、１

株当たり第３四半期純損失が計上さ

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。

前第３四半期連結会計期間
(平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成20年９月30日)

前連結会計年度
(平成19年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,264,032 2,300,128 2,399,927

純資産の部の合計額から控除す
る金額(千円)

2,870 －   9,009

 (うち新株予約権) (2,870) (－) (9,009)

普通株式に係る第３四半期末(期

末)の純資産額(千円)
2,261,162 2,300,128 2,390,917

第３四半期末(期末)の普通株式

の数(株)
118,712 332,412 139,712

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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株当たり第３四半期(当期)純利
益金額(又は純損失金額)

第３四半期(当期)純利益(又は純損
失)(千円)

69,622 (1,120,457) （94,546）

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式に係る第３四半期(当期)
純利益(又は純損失)(千円)

69,622 (1,120,457) （94,546）

期中平均株式数(株) 92,587.4 250,612.3 102,169.5

潜在株式調整後１株当たり第３四
半期(当期)純利益金額

第３四半期(当期)純利益(又は純損
失)調整額(千円)

－ － －

普通株式増加数(株) 5,743.7 642.8 9.5

（うち第１回新株予約権に係る増
加数）(株)

(7.9) (－) (9.5)

（うち第６回新株予約権に係る増
加数）(株)

(5,735.7) (－) (－)

（うち第８回新株予約権に係る増
加数）(株)

(－) (642.8) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第３四半期

(当期)純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

第２回新株予約権（新株
予約権の数83個） 
第５回新株予約権（新株
予約権の数350個）

第１回新株予約権（新株
予約権の数２個） 
第２回新株予約権（新株
予約権の数16個） 
第５回新株予約権（新株
予約権の数300個） 
第７回新株予約権（新株
予約権の数12,000個）

第２回新株予約権（新
株予約権の数16個） 
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(重要な後発事象)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

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 重要な契約の解除

平成20年11月14日開催の取締役会 

 において、タリーズコーヒージャ 

 パン株式会社との間で締結してい 

 ますフランチャイズ契約を解除す 

 る決議をいたしました。

①契約解除の理由

当社は、平成12年よりタリーズコ 

  ーヒージャパンのフランチャイズ 

  １号店を含む、４店舗のカフェを 

  運営してまいりましたが、経営の 

  建て直しの一環の中、厳格な選択 

  と集中を行うことを、今後の経営 

  の指針とすることから、当社の本 

  業であるコンテンツビジネス及び 

  モバイルビジネス、ＩＴビジネス 

  とのシナジー効果の低いカフェ事 

  業について今回フランチャイズ契 

  約の解除を決めたものでありま 

  す。

 ②契約先の名称 

 タリーズコーヒージャパン株式 

 会社

 ③契約解除の時期 

 平成20年11月中（予定）

 ④契約の内容 

 「フランチャイズ契約書の解除 

 に関する合意書」及びその関連 

 契約

 ⑤当社の営業損益に与える影響 

 年間で売上高が162,430千円減少 

 しますが、販売費及び一般管理 

 費が125,034千円減少するため、 

 営業利益が18,291千円増加する 

 見込です。

 ⑥その他の重要事項 

 建物及び什器備品の所有権を放 

 棄することに伴い、契約締結後 

 固定資産売除却損43,017千円が 

 計上となる見込です。

１ 重要な新株の発行

平成19年12月28日に、第三者割当 

 の方法による株式の発行を決定 

 し、平成20年１月15日に払込完了 

 いたしました。 

 ①募集等の方法    第三者割当 

 ②発行する株式の数   120,000株 

 ③発行価額  １株につき8,970円 

 ④発行総額    1,100,400千円 

 ⑤発行価額のうち資本へ組み入れ 

    る額  

               4,485円 

 ⑥発行価額のうち資本準備金へ組 

    み入れる額  

               4,485円 

 ⑦払込期日   平成20年１月15日 

 ⑧新株の配当起算日  

                 平成20年１月15日 

 ⑨資金の使途 

  故黒澤明監督のコンテンツその 

   ものの権利を50％取得するため。
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６ 四半期財務諸表

(1) 第３四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末 

(平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間末 

(平成20年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19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 ※３ 184,344 1,764 155,322

 ２ 受取手形 257 191 6,825

 ３ 売掛金 122,250 63,969 132,959

 ４ たな卸資産 13,861 3,533 6,868

 ５ 関係会社貸付金 200,000 － －

 ６ その他 ※２・４ 28,650 65,141 29,518

     貸倒引当金 － △ 7 －

     流動資産合計 549,364 17.7 134,591 4.5 331,493 9.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 682,948 531,300 569,368

 ２ 無形固定資産

   (1) ソフトウェア 38,266 62,527 56,932

   (2) ソフトウェア 

       仮勘定
－ 27,943 12,796

   (3) コンテンツ 121,376 108,533 111,933

   (4) 著作権前渡金 － 1,655,000 960,000

   (5) その他 4,509 4,382 4,437

    無形固定資産合計 164,152 1,858,386 1,146,100

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,754 261,960 590

  (2) 関係会社株式 1,167,190 126,568 1,167,190

  (3) 出資金 － － 1,207

  (4) 長期前払費用 401,366 966 1,266

  (5) 差入保証金 123,185 98,963 124,950

  (6) 破産更生債権等 － 35,079 18,323

   (7) その他 19,980 － 3,013

       貸倒引当金 △ 16,966 △ 35,079 △ 18,323

   投資その他の資産合計 1,696,509 488,458 1,298,218

      固定資産合計 2,543,610 82.0 2,878,145 95.4 3,013,688 89.9

Ⅲ 繰延資産 7,700 0.3 5,618 0.2 6,378 0.2

     資産合計 3,100,675 100.0 3,018,355 100.0 3,351,560 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間末 

(平成20年９月30日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19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 買掛金 56,817 53,057 31,824

 ２ 短期借入金 ※３ 41,054 － 20,528

 ３ 未払金 555,704 480,253 514,292

 ４ 未払法人税等 6,981 11,439 9,565

 ５ 未払消費税等 － － 5,757

 ６ 返品調整引 

    当金
3,866 896 3,764

 ７ 企業買収関連  

    損失引当金
24,791 34,891 34,891

 ８ その他 13,585 109,080 110,396

    流動負債合計 702,801 22.7 689,617 22.8 731,019 21.8

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ※３ 25,000 － 25,000

 ２ 繰延税金負債 133 － －

 ３ 退職給付引 

    当金
17,962 12,141 14,575

     固定負債合計 43,095 1.4 12,141 0.4 39,575 1.2

     負債合計 745,896 24.1 701,759 23.2 770,594 23.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,477,845 47.6 2,083,170 69.0 1,620,855 48.3

 ２ 資本剰余金

   (1) 資本準備金 1,208,345 1,813,670 1,351,355

   (2) その他資本 

       剰余金
723,178 723,178 723,178

     資本剰余金 

     合計
1,931,523 62.3 2,536,849 84.0 2,074,533 61.9

  ３ 利益剰余金

   (1) その他利益 

       剰余金

 特別償却準備金 597 － －

  繰越利益剰余金 △1,014,921 △2,161,651 △1,080,340

  利益剰余金合計 △ 1,014,323 △32.7 △ 2,161,651 △71.6 △1,080,340 △32.2

  ４ 自己株式 △ 42,989 △1.4 △ 42,989 △ 1.4 △ 42,989 △1.3

     株主資本合計 2,352,054 75.8 2,415,378 80.0 2,572,058 76.7

Ⅱ 評価・換算差 

    額等

  １その他有価証  

     券評価差額金
△ 146 △ 98,781 △ 102

   評価・換算差額 

   等合計
△ 146 △0.0 △ 98,781 △ 3.3 △ 102 △0.0

Ⅲ 新株予約権 2,870 0.1 － － 9,009 0.3

   純資産合計 2,354,778 75.9 2,316,596 76.8 2,580,965 77.0

   負債純資産合計 3,100,675 100.0 3,018,355 100.0 3,351,560 100.0
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(2) 第３四半期損益計算書

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日)

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19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 1,131,227 100.0 584,020 100.0 1,396,684 100.0

Ⅱ 売上原価 376,289 33.3 311,864 53.4 494,012 35.4

     売上総利益 754,937 66.7 272,155 46.6 902,672 64.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３ 564,455 49.9 708,067 121.2 814,912 58.3

     営業利益 190,481 16.8 － － 87,760 6.3

     営業損失 － － 435,911 74.6 － －

Ⅳ 営業外収益 ※１ 14,628 1.3 34,632 5.9 34,005 2.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 50,399 4.4 22,791 3.9 11,471 0.8

     経常利益 154,711 13.7 － － 110,294 7.9

     経常損失 － － 424,070 72.6 － －

Ⅵ 特別利益

  １ 投資有価証券売却益 － 249 －

 ２ 新株予約権戻入益 2,620 29,823 4,121

 ３ 退職給付引当金戻入益 － 494 1,135

 ４ 貸倒引当金戻入益 1,907 4,527 0.4 － 30,566 5.2 3,289 8,546 0.6

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 509 － 2,862

 ２ 企業買収関連損失引当 

   金繰入額
－ － 16,872

 ３ 本社移転費用 1,484 － 8,172

 ４ たな卸資産評価損 － 3,072 －

 ５  関係会社株式評価損 ※５ － 680,456 －

 ６ 投資有価証券評価損 － 1,993 0.2 116 683,645 117.1 － 27,907 2.0

税引前第３四半期(当期)
純利益

157,244 13.9 － － 90,933 6.5

税引前第３四半期(当期)
純損失

－ － 1,077,148 184.4 － －

法人税、住民税 
及び事業税

3,161 4,162 2,999

法人税等調整額 △ 286 2,875 0.3 － 4,162 0.7 △ 419 2,580 0.2

第３四半期(当期)純利益 154,369 13.6 － － 88,353 6.3

第３四半期(当期)純損失 － － 1,081,311 185.1 － －
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前第３四半期会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  
 

(3) 第３四半期株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高(千円) 1,212,255 942,755 723,178 1,665,933

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 265,590 265,590 265,590

 利益処分による特別償却準備金 

 の取崩

 特別償却準備金の取崩

 第３四半期純利益

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期会計期間中の変動額

（純額）

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円)
265,590 265,590 － 265,590

平成19年９月30日残高(千円) 1,477,845 1,208,345 723,178 1,931,523

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

利益剰余金合計
特別償却準備金 繰越利益剰余金

平成18年12月31日残高(千円) 597 △ 1,169,290 △ 1,168,693 △ 42,989 1,666,505

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 531,180

 利益処分による特別償却準備金 

 の取崩
－ －

 特別償却準備金の取崩 － －

 第３四半期純利益 154,369 154,369 154,369

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期会計期間中の変動額

（純額）

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円)
－ 154,369 154,369 685,549

平成19年９月30日残高(千円) 597 △ 1,014,921 △ 1,014,323 △ 42,989 2,352,054
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

平成18年12月31日残高(千円) － － 2,620 1,669,125

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 531,180

 利益処分による特別償却準備金 

 の取崩
－

 特別償却準備金の取崩 －

 第３四半期純利益 154,369

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期会計期間中の変動額

（純額）

△ 146 △ 146 250 104

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円)
△ 146 △ 146 250 685,653

平成19年９月30日残高(千円) △ 146 △ 146 2,870 2,354,778
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当第３四半期会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９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 

合計資本準備金
その他 

資本剰余金

資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金合

計繰越利益 

剰余金

平成19年12月31日残高 

(千円)
1,620,855 1,351,355 723,178 2,074,533 △1,080,340 △1,080,340 △42,989 2,572,058

第３四半期会計期間中の変

動額

新株の発行(千円) 462,315 462,315 462,315 － 924,631

第３四半期純利益(千円) － △ 1,081,311 △1,081,311 △1,081,311

株主資本以外の項目の第

３四半期会計期間中の変

動額(純額)(千円)

－ － －

第３四半期会計期間中の変

動額合計(千円)
462,315 462,315 － 462,315 △ 1,081,311 △1,081,311 － △ 156,679

平成20年９月30日 残高 

(千円)
2,083,170 1,813,670 723,178 2,536,849 △ 2,161,651 △2,161,651 △ 42,989 2,415,378

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券 

評価差額金
評価・換算差額等合計

平成19年12月31日 残高 

(千円)
△102 △102 9,009 2,580,965

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行(千円) － 924,631

中間純利益(千円) － △ 1,081,311

株主資本以外の項目の第３四半期
会計期間中の変動額(純額)(千円)

△ 98,679 △ 98,679 △ 9,009 △ 107,689

第３四半期会計期間中の変動額合計 
(千円)

△ 98,679 △ 98,679 △ 9,009 △ 264,369

平成20年９月30日 残高 

(千円)
△ 98,781 △ 98,781 － 2,316,596
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本準備金
その他 

資本剰余金

資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金合

計特別償却 

準備金

繰越利益 

剰余金

平成18年12月31日 残高 

(千円)
1,212,255 942,755 723,178 1,665,933 597 △1,169,290 △1,168,693 △42,989 1,666,505

事業年度中の変動額

新株の発行(千円) 408,600 408,600 408,600 － 817,200

利益処分による特別償

却準備金の取崩(千円)
－ － －

特別償却準備金の取崩

(千円)
－ △597 597 － －

当期純利益(千円) － 88,353 88,353 88,353

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額 

(純額)(千円)

－ － －

事業年度中の変動額合計

(千円)
408,600 408,600 － 408,600 △597 88,950 88,353 － 905,553

平成19年12月31日 残高 

(千円)
1,620,855 1,351,355 723,178 2,074,533 － △1,080,340 △1,080,340 △42,989 2,572,058

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券 

評価差額金
評価・換算差額等合計

平成18年12月31日 残高 

(千円)
－ － 2,620 1,669,125

事業年度中の変動額

新株の発行(千円) 817,200

利益処分による特別償却準備金

の取崩(千円)
－

特別償却準備金の取崩(千円) －

当期純利益(千円) 88,353

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)(千円)

△102 △102 6,389 6,287

事業年度中の変動額合計 
(千円)

△102 △102 6,389 911,840

平成19年12月31日 残高 

(千円)
△102 △102 9,009 2,580,965
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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 

  

(4) 注記事項

前第３四半期会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

1．継続企業の前提に関する重要な
疑義を抱かせる事象又は状況が存
在する旨及びその内容

  当社は、前事業年度において、
182百万円の営業損失および437
百万円の当期純損失を計上いた
しました。当第３四半期会計期
間においては、昨年の営業努力
により受注獲得したDEX IMAGE
プロダクトの大口取引などによ
り、190百万円の営業利益およ
び154百万円の第３四半期純利
益を計上いたしましたが、収益
体制を確実に定着させるため、
今後の業績推移も見極めつつ経
営課題に対処する必要があると
考えております。

２ 継続企業の前提に関する重要な
疑義が存在する旨

  当該状況により、当社は「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。

３ 当該事象又は状況を解消又は大
幅に改善するための経営者の対応
及び経営計画の内容

  収益体制の確実な定着に向け、
当社グループは以下を対処すべ
き主な課題と認識しておりま
す。

 ①Webコマース事業
  コマースサイトにおけるデザイ

ンコンテンツの配信事業は、競
合他社との販売競争が激化して
おります。当中間連結会計期間
においては、販売の主力である
プロ向けストックフォトコーナ
ーを全面リニューアルし、本年
４月に「DEX Creative」として
立ち上げるなど、マーケティン
グ面における収益改善施策を実
施した一方、有料会員の新規獲
得および海外代理店とのクロス
ライセンス取引における新規契
約に関しては、進捗が計画を下
回りました。

  当社は、これら課題へ対処する
ため経営の再構築を進めてお
り、平成19年連結会計年度にお
ける経営計画は以下のとおりで
す。

1．継続企業の前提に関する重要な
疑義を抱かせる事象又は状況が存
在する旨及びその内容

  当社は、当第３四半期会計期間
において、435,911千円の営業損
失および1,081,311千円の第３四
半期純損失を計上いたしました。

2．継続企業の前提に関する重要な
疑義が存在する旨

  当該状況により、当社は「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。

3．当該事象又は状況を解消又は大
幅に改善するための経営者の対応
及び経営計画の内容

  当第３四半期会計期間において
営業損失および第３四半期純損失
となった主な要因は以下のとおり
であります。 
システムインテグレーション事業

  前事業年度より事業区分したシ
ステムインテグレーション事業に
おいては、今後の展開に向けた活
動を行ってまいりましたが、研究
開発費等の先行投資、営業体制の
立ち遅れもあり、結果、営業損失
96,008千円を計上しております。

 当社は、これら課題へ対処するた
め経営の再構築を進めており、当
事業年度における経営計画は以下
のとおりです。

①Webコマース事業 
 当第３四半期会計期間におい
て、「DEX WEB」のリニューアル
を行うとともに、未公開の11,000
点のコンテンツ新規投入、新ジャ
ンルである「はがき」、「ムービ
ー」を追加するなど、ユーザのさ
らなる利便性向上を目的としたフ
リーパック商品の見直しを行い、
下期よりサービスインする体制を
整えました。 
 また、ダウンロードコンテンツ
については、不採算部門であった
他社（個人作家含む）コンテンツ
の取扱・販売業務を平成20年６月
末日をもって終了し、自社ブラン
ドである満タンシリーズおよび
DEX IMAGEに開発リソースを注力
し、コンテンツの開発、販売強化
に努めてまいります。   
さらに、業務提携先であるイメー
ジインテックの持つ高度映像圧縮
技術を駆使し、ハイビジョン画質
のプロ向け商業用素材動画（フッ
テージ）のダウンロード販売を
「DEX WEB」にて世界独占的に行
ってまいります。

1．継続企業の前提に関する重要な
疑義を抱かせる事象又は状況が存
在する旨及びその内容
  当社は、前事業年度において、
182百万円の営業損失および437百
万円の当期純損失を計上いたしま
した。当事業年度においては、前
年の営業努力により獲得したDEX 
IMAGEプロダクトの大口取引など
により、87百万円の営業利益およ
び88百万円の当期期純利益を計上
いたしましたが、現金及び現金同
等物が482百万円減少いたしまし
た。収益体制を確実に定着させる
ため、今後の業績推移も見極めつ
つ経営課題に対処する必要がある
と考えております。
2．継続企業の前提に関する重要な
疑義が存在する旨
  当該状況により、当社は「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。
3．当該事象又は状況を解消又は大
幅に改善するための経営者の対応
及び経営計画の内容
  当社は、これら課題へ対処する
ため経営の再構築を進めており、
平成20年事業年度における経営計
画は以下のとおりです。

①Webコマース事業 
  平成 20年事業年度において
「DEX WEB」全体のリニューアル 
を計画しております。サイト・シ
ステム両面の全面改修を実施する
予定であり、さらなる検索性の向
上・ユーザビリティの強化を図り
ます。 
 また、ダウンロードコンテンツ
については、自社ブランドである
DEX IMAGEコンテンツを定期的に
開発・市場投入してまいります。 
さらに、昨年下期より、市場に 
本格参入した高品質・高価格のコ
ンテンツを取り扱うRM（ライツ・
マネージド）をRF（ロイヤリテ
ィ・フリー）に続く新たな事業の
柱へと成長させる計画でありま
す。

②システムインテグレーション事業 
 これまで自社Webサイトを運営 
してきた経験、技術を活用し、 
「ＥＣ（電子商取引）サイトの構 
築・保守」および、内部統制に対 
応して独自にシステム開発を行っ 
た「販売管理システム」、「商品 
管理システム」、「オフィスセキ 
ュリティシステム」などシステム 
インテグレーション事業を展開 
し、本事業に関するパートナー企 
業との業務提携も視野に入れ、事 
業領域の拡大を図ってまいりま 
す。
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前第３四半期会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

 ①Webコマース事業
  本年４月に、プロ向けストック

フォトコーナーをリニューアル
し新たに「DEX Creative」とし
て立ち上げましたが、これに続
い て、下 期 に お い て「DEX 
WEB」全体のリニューアルを計
画しております。サイト・シス
テム両面の全面改修を実施する
予定であり、さらなる検索性の
向上・ユーザビリティの強化を
図ります。 
また、ダウンロードコンテンツ
については、自社ブランドであ
るDEX IMAGEコンテンツを定期
的に開発・市場投入するととも
に、国内外でコマースサイトを
運営する企業とのクロスライセ
ンスについても、契約先の拡大
を図ってまいります。 
さらに、下期より、高品質・高
価格のコンテンツを取り扱うRM
（ライツ・マネージド）市場に
本格的に参入いたします。RM
は、これまでの販売形態である
RF（ロイヤリティ・フリー）と
は異なり、使用履歴が管理され
たコンテンツを顧客の注文に応
じて販売するもので、RFに続く
新たな事業の柱へと成長させる
計画であります。

 ②営業費用
  売上拡大のための各種施策に加

え、積極的なシステム化を通じ
た社内業務体制のさらなる効率
化を図り、費用の効率的な配分
に留意してまいります。

4．第３四半期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第３
四半期財務諸表には反映していな
い旨

  第３四半期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
第３四半期財務諸表には反映し
ておりません。

②システムインテグレーション事業 
 これまで自社Webサイトを運営
してきた経験、技術を活用し、Ｅ
Ｃ（電子商取引）サイトの構築お
よび保守に係る個別ソリューショ
ンをサーバごと提供するのみでは
なく、必要な機能を必要な時にネ
ットワーク経由で当社から直接入
手し、その使用分に対して対価を
支払うという新しいサービス
「DEX ASP/SaaS 
(Software as a service)ソリュ
ーション」の営業を積極的に展開
いたします。また、内部統制に対
応して独自にシステム開発を行っ
た「販売管理システム」、「商品
管理システム」、「オフィスセキ
ュリティシステム」などシステム
インテグレーション事業を展開
し、本事業に関するパートナー企
業との業務提携も視野に入れ、事
業領域の拡大を図ってまいりま
す。

③コンテンツマネジメント事業 
 黒澤コンテンツを最大限に活用
し、 
(1)黒澤コンテンツを中心とする
各種コンテンツのリメイク等の許
諾プロデュース、遂行およびマネ
ジメント 
(2)グローバル展開する「AK100プ
ロジェクト（黒澤明監督生誕100
周年記念事業）」のプロデュー
ス、遂行およびマネジメント 
(3) 黒澤コンテンツを足がかりと
し、上記ミッションを遂行する過
程で築き上げることが期待でき
る、各種エンターテインメント関
係の内外の有力製作会社や大手配
給先会社および人脈等をフルに活
かし、さらにコンテンツビジネス
等を拡大すること 
により、増収増益を目指してまい
ります。

④営業費用 
 売上拡大のための各種施策に加
え、積極的なシステム化を通じた
社内業務体制のさらなる効率化を
図り、費用の効率的な配分に留意
してまいります。

4．第３四半期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第３
四半期財務諸表には反映していな
い旨 
 第３四半期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第３
四半期財務諸表には反映しており
ません。

 

③コンテンツマネジメント事業 
 当社が共同保有する黒澤コンテ
ンツを最大限に活用し、 
(1)黒澤コンテンツを中心とする   
各種コンテンツのリメイク等の許
諾プロデュース、遂行およびマネ
ジメント 
(2)グローバル展開する「AK100プ
ロジェクト（黒澤明監督生誕100
周年記念事業）」のプロデュー
ス、遂行およびマネジメント 
(3) 黒澤コンテンツを足がかりと
し、上記ミッションを遂行する過
程で築き上げることが期待でき
る、各種エンターテイメント関係
の内外の有力製作会社や大手配給
先会社および人脈等をフルに活か
し、さらにコンテンツビジネス等
を拡大することにより、増収増益
を目指してまいります。

④営業費用 
 売上拡大のための各種施策に加 
え、積極的なシステム化を通じた 
社内業務体制のさらなる効率化を 
図り、費用の効率的な配分に留意 
してまいります。
4．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
要な疑義の影響を財務諸表には反
映していない旨 
 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
要な疑義の影響を財務諸表には反
映しておりません。
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第３四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

１ 資産の評価基準及
び評価方法

(1) 有価証券
  子会社株式及び関連会

社株式

  総平均法による原価法

(1) 有価証券
  子会社株式及び関連会

社株式

同左

(1) 有価証券
  子会社株式及び関連会

社株式

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

    第３四半期決算日

の市場価格等に基

づく時価法(評価
差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は総

平均法により算

定)

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

  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
純資産直入法によ

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

(2) たな卸資産

  製品・商品

同左

(2) たな卸資産

  製品・商品

同左

  仕掛品

  個別法による原価法

  仕掛品

同左

  仕掛品

同左

  貯蔵品

  最終仕入原価法

  貯蔵品

同左

  貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  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

   なお、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。

   また、平成19年度の

法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１

日以降に取得した有

形固定資産について
は、改正法人税法に

規定する償却方法に

より減価償却費を計

上しております。

(1) 有形固定資産

  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

   なお、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。

   また、平成19年度の

法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１

日以降に取得した有

形固定資産について
は、改正法人税法に

規定する償却方法に

より減価償却費を計

上し、平成19年３月

31日以前に取得した

ものについては、償

却限度額まで償却が

終了した翌年から５
年間で均等償却する

方法によっておりま

す。

(1) 有形固定資産

  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

   なお、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。

   また、平成19年度の

法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１

日以降に取得した有

形固定資産について
は、改正法人税法に

規定する償却方法に

より減価償却費を計

上しております。

デザインエクスチェンジ㈱(4794)平成20年12月期第３四半期財務・業績の概況

- 52 -



  

項目

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日)

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日)

(2) 無形固定資産

  商標権

   定額法(10年)

  特許権

   定額法(８年)

(2) 無形固定資産

  商標権

同左

  特許権

同左

(2) 無形固定資産

  商標権

      同左

  特許権

      同左

  ソフトウェア

   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

  ソフトウェア

同左

  コンテンツ

   定額法(３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
   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

３ 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

(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、当事業年度

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、当第

３四半期会計期間末に

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) 企業買収関連損失引当

金 

企業買収の取止め等に
よる損失に備えるた

め、将来負担すること

が見込まれる損失額を

計上しております。

(4) 企業買収関連損失引当

金 

    同左

(4) 企業買収関連損失引当

金 

   同左
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項目

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日)

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日)

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準

外貨建金銭債権債務は、第

３四半期会計期間末日の直

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。

        同左 外貨建金銭債権債務は、期

末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。

５ 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 同左

６ その他第３四半期

財務諸表(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 

 

デザインエクスチェンジ㈱(4794)平成20年12月期第３四半期財務・業績の概況

- 54 -



  

 
  

会計処理の変更

前第３四半期会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

(固定資産の減価償却の方法)

有形固定資産 

平成19年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法 

平成19年４月１日以降に取得した

もの 

定率法 

 

（会計方針の変更） 

平成19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第

６号）および（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号））にともな

い、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法

人税法等に基づく方法に変更して

おります。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

────── (固定資産の減価償却の方法)

有形固定資産 

平成19年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法 

平成19年４月１日以降に取得した

もの 

新定率法 

 

（会計方針の変更） 

平成 19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第

６号）および（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号））にともな

い、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法

人税法等に基づく方法に変更して

おります。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

(ストック・オプション等に関する

会計基準)

 当第３四半期会計期間から「スト

ック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準第８号 平

成17年12月27日）および「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

────── (ストック・オプション等に関する

会計基準)

 当事業年度から「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号 平成17年12月

27日）および「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11

号 平成18年５月31日）を適用し

ております。 

この結果、従来の方法に比べて、

経常利益が10,511千円、税引前当

期純利益が9,009千円減少してお

ります。

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取り扱い)

 当第３四半期会計期間から、「繰

延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会 

平成18年８月11日 実務対応報告

第19号）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

────── ──────

デザインエクスチェンジ㈱(4794)平成20年12月期第３四半期財務・業績の概況

- 55 -



 

  

  

 
  

  

 
  

表示方法の変更

前第３四半期会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

(第３四半期貸借対照表)

 「長期前払費用」は、前第３四半期会計期間末は、投

資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当第３四半期会計期間末において資産の総額

の100分の５を超えたため区分掲記いたしました。 

なお、前第３四半期会計期間末の「長期前払費用」の

金額は100千円であります。

──────

 

追加情報

前第３四半期会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

────── （有形固定資産の減価償却方法）

  平成19年度の法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第

６号）および（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号））にともな

い、当中間会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得したものに

ついては、償却限度額まで償却が

終了した翌年から５年間で均等償

却する方法によっております。 

なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

（監査報酬の費用処理方法）

  当社の会社法監査および証券取引

法監査に係る監査報酬について

は、従来、一年分の報酬額を毎年

３月の有価証券報告書監査終了時

に一括して費用処理しておりまし

た。しかし、より実態に即した会

計処理を行うため、当事業年度よ

り、監査の進捗に応じて費用処理

することといたしました。 

この結果、従来の方法に比べ、経

常利益および税引前当期純利益が

それぞれ13,500千円減少しており

ます。

────── 

 

 

（第三者割当による新株式の発行） 

 平成20年９月17日開催の取締役

会決議に基づき、平成20年10月３

日に第三者割当増資による新株式

発行を行いました。   

 ①発行株式の種類及び数 

 普通株式 150,000株 

②発行価額 

 １株につき1,103円 

③発行価額の総額 

 165,450,000円 

③資本金組入額 

 82,800,000円 

④割当先及び割当数 

 ティエスシー・パートナーズ 

 投資事業組合 

 150,000株 

────── 
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注記事項

(第３四半期貸借対照表関係)

前第３四半期会計期間末 
(平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間末 
(平成20年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累 

      計額 

        126,378千円

※１ 有形固定資産の減価償却累 

      計額 

       198,701千円

※１ 有形固定資産の減価償却累 

      計額 

       143,691千円

※２ 消費税等の表示方法 

   仮払消費税等及び仮受消費 

   税等は、相殺の上、流動負 

   債の「その他」に含めて表 

   示しております。

※２ 消費税等の表示方法 

   仮払消費税等及び仮受消費 

   税等は、相殺の上、流動資 

   産の「その他」に含めて表 

   示しております。

※２    ──────

※３ 担保に供している資産は以 

   下のとおりであります。 

    現金及び預金 70,000千円 

   上記の物件は、一年内返済 

   予定長期借入金41,054千円 

   の担保に供しております。

※３    ────── ※３ 担保に供している資産は以下

のとおりであります。 

 現金及び預金 70,124千円 

上記の物件は、短期借入金 

20,528千円の担保に供して 

おります。

※４    ────── ※４    ────── ※４ 関係会社に対する資産に 

は、区分掲記されたもの 

のほか、次のものがあり 

ます。 

未収入金 15,685千円
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(第３四半期損益計算書関係)

前第３四半期会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月31日)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

 

※１ 営業外収益の主要科目

有価証券売却益 4,526千円

受取利息 3,502千円
 

※１ 営業外収益の主要科目

為替差益 33,764千円

 

※１ 営業外収益の主要科目

有価証券売却益 4,526千円

為替差益 19,342千円

受取利息 3,517千円

 

※２ 営業外費用の主要科目

為替差損  44,964千円

株式交付費償却 3,553千円

支払利息 1,351千円
 

※２ 営業外費用の主要科目

株式交付費償却 4,514千円

貸倒引当金繰入 16,755千円

 

※２ 営業外費用の主要科目

貸倒引当金繰入額 2,738千円

株式交付費償却 4,746千円

支払利息 1,570千円

※３ 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

 10,486千円

※３ 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

 15,083千円

※３ 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

                   14,409千円

※４    ────── ※４    ────── ※４ 特別損失における固定資産    

    除却損の主な内訳は以下の  

     とおりです。

建物         2,352千円 

工具器具備品    16千円 

その他       493千円

※５    ────── ※５ 関係会社株式評価損 

     関係会社   (Beijing Lele 

     Interactive Science and 

     Technology Co.,Ltd.)に対す 

     る株式の評価損を計上して 

     おります。

※５    ──────

 

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 37,277千円

無形固定資産 56,396千円
 

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 57,374千円

無形固定資産 67,734千円
 

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 57,661千円

無形固定資産 77,531千円
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  前第３四半期会計期間（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。 

  

  当第３四半期会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 
  

  前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

 

(第３四半期株主資本等変動計算書関係)

  自己株式の種類及び株式に関する事項

  自己株式の種類及び株式に関する事項

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度 
増加株式数(株)

当事業年度 
減少株式数(株)

当第３四半期末 
株式数(株)

普通株式 1,838 ─ ─ 1,838

合計 1,838 ─ ─ 1,838

  自己株式の種類及び株式に関する事項

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度 
増加株式数(株)

当事業年度 
減少株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

普通株式 1,838 ─ ─ 1,838

合計 1,838 ─ ─ 1,838
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(リース取引関係)

前第３四半期会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19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

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第３

四半期末残高相当額

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)

1,174 1,174

第３四半期
末
残高相当額
(千円)

2,534 2,534

 

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第３

四半期末残高相当額

工具器具備品 合計

取得価額
相当額
(千円)

10,410 10,410

減価償却累
計額相当額
(千円)

3,030 3,030

第３四半期
末
残高相当額
(千円)

7,379 7,379

 

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

工具器具備品 合計

取得価額
相当額
(千円)

10,417 10,417

減価償却累
計額相当額
(千円)

1,471 1,471

期末残高
相当額
(千円)

8,945 8,945

 

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額

１年内 780千円

１年超 1,885千円

合計 2,665千円
 

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額

１年内 1,972千円

１年超 5,624千円

合計 7,596千円
 

２ 未経過リース料連結会計期間末

残高相当額

１年内 1,893千円

１年超 7,113千円

合計 9,007千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 585千円

減価償却費相当額 556千円

支払利息相当額 43千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 1,796千円

減価償却費相当額 1,561千円

支払利息相当額 385千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 914千円

減価償却費相当額 853千円

支払利息相当額 97千円

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)

前第３四半期会計期間末  (平成19年９月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当第３四半期会計期間末  (平成20年９月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末       (平成19年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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   第３四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
  
  

  

 
  

(１株当たり情報)

(重要な後発事象)

前第３四半期会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 重要な契約の解除

平成20年11月14日開催の取締役会 

 において、タリーズコーヒージャ 

 パン株式会社との間で締結してい 

 ますフランチャイズ契約を解除す 

 る決議をいたしました。

①契約解除の理由

当社は、平成12年よりタリーズコ 

  ーヒージャパンのフランチャイズ 

  １号店を含む、４店舗のカフェを 

  運営してまいりましたが、経営の 

  建て直しの一環の中、厳格な選択 

  と集中を行うことを、今後の経営 

  の指針とすることから、当社の本 

  業であるコンテンツビジネス及び 

  モバイルビジネス、ＩＴビジネス 

  とのシナジー効果の低いカフェ事 

  業について今回フランチャイズ契 

  約の解除を決めたものでありま 

  す。

 ②契約先の名称 

 タリーズコーヒージャパン株式 

 会社

 ③契約解除の時期 

 平成20年11月中（予定）

 ④契約の内容 

 「フランチャイズ契約書の解除 

 に関する合意書」及びその関連 

 契約

 ⑤当社の営業損益に与える影響 

 年間で売上高が162,430千円減少 

 しますが、販売費及び一般管理 

 費が125,034千円減少するため、 

 営業利益が18,291千円増加する 

 見込です。

 ⑥その他の重要事項 

 建物及び什器備品の所有権を放 

 棄することに伴い、契約締結後 

 固定資産売除却損43,017千円が 

 計上となる見込です。

１ 重要な新株の発行

平成19年12月28日に、第三者割当 

 の方法による株式の発行を決定 

 し、平成20年１月15日に払込完了 

 いたしました。 

 ①募集等の方法    第三者割当 

 ②発行する株式の数   120,000株 

 ③発行価額  １株につき8,970円 

 ④発行総額    1,100,400千円 

 ⑤発行価額のうち資本へ組み入れ 

    る額  

               4,485円 

 ⑥発行価額のうち資本準備金へ組 

    み入れる額  

               4,485円 

 ⑦払込期日   平成20年１月15日 

 ⑧新株の配当起算日  

                 平成20年１月15日 

 ⑨資金の使途 

  故黒澤明監督のコンテンツその 

   ものの権利を50％取得するため。
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