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1.  20年12月期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 802 △46.9 △617 ― △560 ― △1,302 ―

19年12月期 1,510 8.0 △25 ― △69 ― △94 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当

期純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年12月期 △4,228.03 ― △56.2 △18.9 △77.0

19年12月期 △925.39 ― △4.7 △2.4 △1.7

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  ―百万円 19年12月期  ―百万円

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 2,966 2,247 75.8 4,658.83
19年12月期 3,166 2,399 75.6 17,113.19

（参考） 自己資本   20年12月期  2,247百万円 19年12月期  2,390百万円

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 △359 △861 1,073 0

19年12月期 △60 △1,261 727 216

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ――― ― ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 

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

第2四半期連結累計期間 290 △33.7 △192 ― △192 ― △194 ― △402.20

通期 882 10.0 △244 ― △244 ― △249 ― △515.49
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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  

（注）詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、25ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基本となる株式数については、53ページ「1株当たり情報」をご覧ください。  

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

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  484,250株 19年12月期  141,550株

② 期末自己株式数 20年12月期  1,838株 19年12月期  1,838株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 775 △44.5 △569 ― △515 ― △1,267 ―

19年12月期 1,396 34.8 87 ― 110 ― 88 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年12月期 △4,114.37 ―

19年12月期 864.77 864.69

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 2,949 2,259 76.6 4,684.60
19年12月期 3,351 2,580 76.7 18,408.98

（参考） 自己資本 20年12月期  2,259百万円 19年12月期  2,571百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

□業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予測につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想
数値とは異なる場合がありますので、この業績予測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。 
 

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

第2四半期累計期間 290 △29.3 △189 ― △189 ― △192 ― △396.91

通期 882 13.9 △239 ― △238 ― △244 ― △504.32
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  当連結会計年度におけるわが国経済は、当初より堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加や雇

用環境の改善に支えられ、緩やかな回復基調で推移しましたが、下期以降サブプライムローン問題、

リーマンブラザーズ経営破綻などの影響で株価暴落と円高が進行し、深刻な景気後退局面に入りまし

た。企業は大規模なコスト削減を推進し、個人消費が激減し、景気の動向は悪化の一途を辿りまし

た。 

この環境下、当社は以下の基本戦略を策定しさらなる成長に向け、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再編成～経営効率・合理化の徹底追求～ 

      ３．グローバル戦略の本格始動～事業領域の「地域的」拡大～ 

      ４．新規事業分野の獲得   ～事業領域の「質的・量的」拡大～ 

  

事業部別の状況は次の通りであります。 

（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。当連結会計年度においては、販売の主力であるストックフォトコーナーを全面リニューア

ルし、「DEX Creative」として立ち上げ、ユーザビリティの向上に努めるとともに、フォントに関し

ても取扱ブランドを大幅に拡大し、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。しかしながら、主力となる顧客への経済的ダメージの影響を受け、広告制作費

用等の縮小を背景に会員数の維持拡大へは結び付きませんでした。なお、「DEX」会員数につきまし

ては、平成20年12月末時点で約773千人（前年同期比14千人減）となっております。 

 サービス事業については、株式会社エルネットとの連携サービス「宅ファイル便×DEX満タンソリ

ューションサービス」の展開、年賀コンテンツでは郵便事業株式会社が運営する年賀状特設サイトで

の採用等、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エア等の価格下落、

取引先企業の業績悪化の影響を受け、案件単価が減少いたしました。 

 プロダクト事業は、平成20年3月末日をもって終了いたしました。本事業においては、ライセンス

契約に移行し、販売先のネットワークとノウハウを持つ業務提携先を主力として展開しております。

当会計年度末にはソースネクスト株式会社と「満タンシリーズ」の包括的販売契約を締結し、同社の

幅広い販路を通じて販売を行っております。 

  千社貼札事業については、前連結会計年度より株式会社ななせとの協業による千社貼札自動印刷機

の全国展開を開始しておりましたが、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

一台当たりの月間売上が落ち込みました。 

 電子書籍事業は、携帯コミックの電子書籍の配信として準備を開始し今期８月度にてＮＴＴ

docomo、auへの公式サイトとしてオープンいたしました。事前準備に関わるコンテンツの制作、配

信、設備等の先行投資により経費の拡大と営業活動の立ち遅れが生じました。 

 システムインテグレーション事業は、設備投資への手控えなど経済環境の悪化が及ぼす影響が過大

となり事業が進捗いたしませんでした。 

以上の結果、デザイン事業については、売上高615百万円（前年比74.5％減）、営業損失248百万円

（前年は営業利益385百万円）を計上いたしました。 

（海外事業） 

Beijing Lele Interractive Science 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（前年比

75.0％減）、営業損失46百万円（前年は営業損失113百万円）となりました。 

（飲食事業） 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 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したが、経営の立

て直しに向けた選択と集中の観点から平成20年11月21日をもって、本業であるコンテンツビジネスお

よびモバイルビジネス、ＩＴビジネスとのシナジー効果が低い当事業のフランチャイズ契約の解除を

タリーズコーヒージャパン株式会社に対し行いました。尚、売上高は159百万円（前年比13.1％

減）、営業損失13百万円（前年は営業利益3百万円）となりました。 

 以上の結果、当社の連結売上高は802百万円（前年比46.9％減）、連結売上総利益は371百万円（前

年比59.2％減）、連結営業損失は617百万円（前年は連結営業損失25百万円）、連結経常損失は680百

万円（前年は連結経常損失69百万円）となりました。 

 特別利益については、主に、新株予約権消却に伴い新株予約権戻入益30百万円の計上をしました

が、当 第 ３ 四 半 期 連 結 会 計 期 間 よ り 連 結 除 外 と な り ま し た Beijing  Lele  Interactive 

Science&Technology Co.,Ltd.ののれん680百万円を会計基準に則り全額減損損失として計上し、また

千社貼札の自動印刷機についても51百万円の減損損失として計上いたしました。さらに、法人税、住

民税および事業税などを加減算した結果、当期純損失は1,302百万円（前年は当期純損失94百万円）

となりました。    

 （次期の見通し） 

 昨年度同様、国内外の景気は日増しに悪化しておりますが、インターネットビジネスは、インター

ネットメディアの多様化、ＥＣ市場の拡大、新たなサービスの台頭と、今後もさらに広がっていくも

のと思われます。当社は選択と集中の方針の下、事業の合理化、効率化および効果的なマーケティン

グ展開と共にコスト削減を推進し、既存事業の売上増大、利益率の向上、新規事業の育成、財務基盤

の確立を図り、今後の成長に向け活動してまいります。 

 具体的には、モバイルソリューション事業である携帯マンガ配信ビジネス「コミック満タン」のカ

ラー化、音源、バイブレーションなどによる差別化、コンテンツの多様化、異業種とのコラボレーシ

ョンとともにマーケティングの本格的展開を通じ、積極的な事業拡大を図ってまいります。また、制

作に関わるコスト削減にも重点を置き、単体事業としての経営効率を向上させてゆきます。 

 来期平成22年度は黒澤明監督の生誕100周年にあたり、当社が全脚本の50％を保有する黒澤コンテ

ンツを活用した国内外主要都市での様々な記念事業「AK100プロジェクト」ワールドツアーの実施、

映画のリメイク、アニメ化、未公開脚本の映画化、ゲーム化、各種商品化を推進します。 

 Webコマース事業は、需要動向を把握し仮説検証に基づいたサービスを投入、ＢtoＢ・ＢtoＢtoＣ

等の販売チャンネルを増やし法人向け販売強化、企業とのタイアップなどによる効率的な宣伝広告で

新規会員開拓をおこないます。 

 サービス事業は、マーケット開拓、既存顧客の安定化を図るべく販売力の強化、携帯端末販売方式

の変更にともない着せ替えコンテンツの需要が見込まれる携帯機器各社への積極的なアプローチ等を

仕掛けてまいります。 

 これらを実現するための手段の一つとして、当社の経営理念および方針に理解と賛同を頂ける安定

株主となる投資家様からの資金調達も視野に入れてまいります。 

 これらにより、次期の見通しにつきましては、連結売上高882百万円、連結営業損失244百万円、連

結経常損失244百万円、連結当期純損失249百万円を見込んでおります。 
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流動資産は、前連結会計年度末に比べて20.0％減少し、497百万円となりました。 

（なお、現金および預金の詳しい内容につきましては、18ページの連結キャッシュ・フロー計算書

をご参照ください。）固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.9％減少し、2,465百万円となりま

した。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて6.3％減少し、2,966百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.5％減少し、708百万円となりました。固定負債は、主に

社債の償還により、前連結会計年度末に比べて72.8％減少し、10百万円となりました。この結果、

負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.1％減少し、719百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.4％減少し、2,247百万円となりました。主な要因は、

利益剰余金の減少が1,070百万円あったことなどによります。 

当連結会計年度において、第三者割当による新株予約権の行使により、発行済株式数が342,700株

増加したこともあり、１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ12,454円36銭減少し、4,658

円83銭となりました。 

当連結会計年度における現金および現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ215百万円減少し、当連結会計年度末には0百万円となりました。当連結会計年度における各キャ

ッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失△1,296百万円、為替差損益△86百万円など

と、減価償却費183百万円、減損損失732百万円などとの差引きにより、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは△359百万円（前年同期は△60百万円）となりました。 

当連結会計年度において、黒澤コンテンツに係る著作権取得による支出△697百万円、WEBコンテン

ツやソフトウェアなどによる無形固定資産の取得による支出△110百万円、長期前払費用の支出△

155百万円などと、保証金の返還による収入68百万円などの差引きにより、投資活動によるキャッ

シュ・フローは△861百万円（前年同期は△1,261百万円）となりました。 

当連結会計年度において、第三者割当による新株予約権の行使による株式の発行による収入1,071

百万円などと、長期借入金の返済による支出△20百万円などとの差引きにより、財務活動によるキ

ャッシュ・フローは1,073百万円（前年同期は727百万円）となりました。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債および純資産の状況

（イ）資産

（ロ）負債

（ハ）純資産

②キャッシュ・フローの状況

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー
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   (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

 ※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ 

  ローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を 

  支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・ 

  フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 ※平成17年12月期、平成18年12月期、平成19年12月期および平成20年12月期については、キャッ 

  シュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシ 

  ュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

当社は、期末配当のほか、会社法第454条第５項に規程する中間配当ならびに基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる旨を定款に定め、株主の皆様に対する適正な利益配分を会社が果たすべき重

要な使命と認識しておりますが、剰余金の配当については戦略的先行投資のための内部留保の充実や、

業績の状況なども含めて総合的に勘案し、実施してまいります。 

 なお、当期の期末配当につきましては、配当可能利益がないため、誠に遺憾ながら無配とすることと

しました。 

 また、次期の配当につきましては、配当可能利益の計上を行うことを重要な目標としてまいります。 

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率 78.8 78.4 60.1 75.5 75.8

時価ベースの自己資本比率 160.6 477.2 95.6 39.9 7.0

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

0.1 － － － －

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

239.5 － － － －

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの、事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な項目を記

載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判

断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開

示しております。なお、当社グループは、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避お

よび発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、本項および本項以外

の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社グル

ープの事業もしくは本株式への投資に関連するリスクを完全に網羅するものではありませんので、この

点にご留意下さい。 

  

1）Webコマース事業の進捗について  

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

っておりますが、予期せぬ不具合が発生する可能性があります。これによりシステムの稼動状況に影響

を与えた場合、Webコマース事業の売上計画が予定どおりに達成できず、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。  

  

2）システムの不具合等について  

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

っておりますが、予期せぬ不具合が発生する可能性があります。これによりシステムの稼動状況に影響

を与えた場合、Webコマース事業の売上計画が予定どおりに達成できず、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

  

3）セキュリティとプライバシー保護について  

 当社ではネットワークセキュリティについての技術上の対策、および社内情報管理者の下でユーザー

の個人情報の機密保持についての業務上の対策には万全を期しておりますが、こうした対策にもかかわ

らず、ハッカーによる不正アクセスやコンピュータウィルスによるシステム破壊などによってユーザー

データが漏洩する事態が発生した場合、当社に対する損害賠償請求・訴訟またはその他の責任追及が発

生する可能性があります。  

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

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

があります。  

  

4）法的規制について  

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

し、インターネットに関連する法規制が現在のところ未整備であることは各方面から指摘されており、

今後国内において法整備などが進む可能性があること、およびインターネットは国内のみならず国境を

越えたネットワークであり海外諸国の法規制による影響を受ける可能性があることから、将来的に当社

の事業分野において何らかの法的規制等が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。  

  

5）知的財産権の法務処理について  

①著作権について  

(4) 事業等のリスク
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 当社が扱うデザインコンテンツは知的財産権である著作物であり、これに関わる権利保護について

は、法的ならびに技術的な対策に万全を期しております。当社はデジタル著作物についての著作に隣接

するあらゆる権利に関して弁護士と共同で研究を行い、当社と著作者・使用者・著作物内の被写体など

の権利や契約など法的な整備を行いました。  

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

事業性質上必要不可欠なため、常に同分野での研究を継続し、著作権を含む知的財産権分野での法務体

制のさらなる強化を図ってまいります。  

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

供者の虚偽申告などの事由によって、当社がユーザーおよびデザインコンテンツ提供者・被写体もしく

は第三者などから訴訟を提起された場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

②特許侵害について  

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

に、周辺特許に関して必要な調査研究等を行っておりますが、同分野における技術革新や新たなビジネ

スモデルの開発・発明は急増しており、今後の特許認定や海外におけるビジネスモデル特許の動向によ

っては、国内・国外において他のビジネスモデル特許などを侵害している、あるいは将来侵害する可能

性は否定できません。この場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

6）パッケージソフトウェア流通の市場動向について  

 当社のパッケージソフトウェアの店頭での販売量につきましては、近年ソフトウェアベンダーによる

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

頭での販売量が以前と比較して減少傾向にあります。  

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

ず、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

  

7）パッケージソフトウェア製品の不具合などについて  

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

データを収録した素材集であるためバグやOSの変更に伴う不具合発生の可能性は低いものの、一方でデ

ータ自体の破損などの瑕疵が存在する可能性があります。  

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

用許諾契約書により当社責務は免責される条項はありますが、現時点においては予測し得ないユーザー

からの著しいクレーム等により、将来訴訟対象になった場合、当社グループの業績に影響を与える可能

性があります。  

  

8）パッケージソフトウェア流通における特定の取引先への依存について  

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

ました。  

 今後もデザインのポータルサイト「DEX WEB」を通じたユーザーへの直接販売などや、企業向けのデ

ザインコンテンツのライセンス提供などにより、特定の取引先に対する売上依存割合を低下させる方針

でありますが、販路や事業の分散化が計画どおりに進まない段階で、特定の取引先の当社製品に対する

取扱方針などが変更した場合、販売計画が予定どおり達成できず、当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。  
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9）モバイルコンテンツ事業  

 当社モバイルコンテンツサービスは、各社モバイル通信業界のネットワークサービスに依存しており

ます。そのため各社ネットワークでのシステムトラブル、その他不測の事態によりサービス停止、誤請

求、誤課金が発生する可能性は否定できない事から、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

10）経済や金融市場の動向 

 経済状況や金融市場の動向は、当社グループの経営成績や財務基盤等に以下リスクの影響を与えま

す。 

①当社グループは、法人およびコンシューマー向けのコンテンツサービスをおこなっております。これ

らの売上および損益は、市場の景気に大きく左右されます。 

②ＩＴ業界においては、周期的な市況の変動を超えた急激な需要のバランスの変化が起こることがあり

ます。特にパソコンなど、汎用性の高い製品の市場傾向は顕著でありそれに付随するサービスにも関連

してまいります。市場の周期性や変動制を考慮・予測して事業の拡充をしておりますが、的確に予測で

きない場合、市況が想定以上に大きく変動する場合が起こり得ます。その際、投資を回収できないリス

ク、機会損失を被るリスクがあります。またこうした市場変化に対応するため、当社グループは経営対

策を投じて対応をいたしますが急激な変化に応じるための費用の発生が増大する事があります。 

③当社グループが扱うコンテンツ関連は、海外での取引もあります。当社グループの債権債務への関わ

り、海外に保有する資産・負債において為替の急激な変動による為替差損を被るリスクがあります。 

④当社グループの有利子負債の中には金利変動の影響を受けるものが含まれます。 

従って、金利上昇によって調達コストが増加することがあります。 

  

11）関係会社による影響 

 当社グループは、競争力強化に向け業務提携等の形で、多くの企業と共同で活動しており、引き続き

前向きに遂行してまいります。しかし、経営、財務、その他要因により協力関係を維持できない場合、

協力関係から十分な成果が得られない場合は影響を受ける場合があります。 

  

12）人材確保に関する影響 

 当社グループの成長と利益は、専門性に基づき顧客に価値を提供する優秀な人材の確保、育成に大き

く影響されます。こうした優秀な人材の確保・育成が想定とおり進まない場合、経営成績、財務状況に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

13）自然災害や突発的な事象発生による影響 

 地震等の自然災害等に起因する本社機能の停止、通信障害等により事業活動に支障をきたし、お取引

先へのサービスの停止することで業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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    当連結会計年度末現在の当社グループは、以下のとおり構成されています。 

  

 

  

 
※１ 主たる事業欄には、事業のセグメントの名称を記載しております。 

※２ 特定子会社に該当しております。  

※３ 当社出資比率の[ ]内は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意してい 

   る者」による出資比率であります。 

２ 企業集団の状況

会社名 主たる業務 当社出資比率 当社との関係

デザインエクスチェンジ株式会社       
      （当社）

デザイン事業

Webコマース事業

－ －

サービス事業
プロダクト事業
ＳＩ事業
千社貼札事業

飲食事業
DEX IMAGE PTE LTD

海外事業

Webコマース事業 100.0% 連結子会社
DEXインベストメント株式会社※2 投資事業 100.0% 連結子会社
DEX Asia Limited

携帯電話向けコン
テンツの配信

100.0% 連結子会社
Star Port Holdings Corp. 100.0% 連結子会社

星港世紀科技有限公司 100.0% 連結子会社
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当社グループは、「コンテンツとＩＴで、社会に貢献する」を共通の企業理念としております。これ

は、当社グループの役員および社員全員が理解し、当該役員および社員の間で共有されるべきものであ

ります。 

 上記の理念をステークホルダーに対し、実効たらしめるべく、役員および社員一同は一丸となって全

力を尽くすことを経営の基本方針としております。 

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

す。  

 ①登録ユーザー（デジタル素材のポータルサイト「DEX WEB」の登録会員数）  

                          ：100万人（社）（ユニークID数）  

 ②登録クリエイター（契約クリエイター／出店企業） ： 1万人（社）  

  

当社グループは、以下の基本４戦略を基軸とした施策を実施しております。  

  ①Webコマース事業への集中 ～ビジネス（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 ～経営効率・合理化の徹底追求～  

  ③グローバル戦略の本格始動 ～事業領域の「地域的」拡大～  

  ④新規事業分野の獲得 ～事業領域の「質的・量的」拡大～  

  

昨年と同様に、国内外の景気は日増しに悪化しておりますがインターネットビジネスは、インターネ

ットメディアの多様化、ＥＣ市場の拡大、新たなサービスの台頭と、今後もさらに広がっていくものと

思われます。当社は選択と集中の方針の下、事業の合理化、効率化および効果的なマーケティング展開

とコスト削減を推進し既存事業、新規事業の育成と共に売上増大、利益率向上（又は改善）を目指しま

す。 

 また、わが国の今後における経済の見通しも視野に入れ、資金の不足による事業推進力の減退を招く

こと無くこれらを実現するための手段の一つとして、当社の経営理念および方針にご理解と賛同を頂け

る安定株主となって頂ける投資家様も募り、資金調達を計画的に図ってまいります。 

  

該当事項はございません。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年12月31日)

当連結会計年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １．現金及び預金 ※１ 286,603 647 △ 285,956

 ２．受取手形及び売掛金 144,498 103,195 △ 41,303

 ３．たな卸資産 6,868 1,240 △ 5,628

 ４．短期貸付金 150,386 135,682 △ 14,704

 ５．前渡金 － 239,968 206,899

 ６．その他 33,069 17,599 224,498

   貸倒引当金 － △ 935 △ 935

  流動資産合計 621,426 19.6 497,398 16.8 △ 124,028

Ⅱ 固定資産

 １．有形固定資産

   (1)建物 96,776 36,390 △ 60,386

    減価償却累計額 △ 35,832 60,943 △ 6,761 29,628 29,071 △ 31,315

   (2)工具器具備品 355,396 341,878

    減価償却累計額 △ 114,991 △ 143,034 △ 28,043

    減損損失累計額 － 240,404 △ 45,456 153,388 △ 45,456 －

   (3)建設仮勘定 278,460 － △ 278,460

   有形固定資産合計 579,808 183,017 △ 396,791

 ２．無形固定資産

   (1)のれん 680,456 － △ 680,456

   (2)ソフトウェア 56,932 81,957 25,025

   (3)ソフトウェア仮勘定 12,796 594 △ 12,202

   (4)コンテンツ 111,467 109,271 △ 2,196

   (5)著作権前渡金 960,000 1,657,500 697,500

   (6)その他 4,437 4,203 △ 234

   無形固定資産合計 1,826,090 1,853,527 27,437

 ３．投資その他の資産

   (1)投資有価証券 590 225,978 225,388

   (2)出資金 1,207 － △ 1,207

   (3)差入保証金 126,285 59,181 △ 67,104

   (4)破産債権、更生債権 

        その他これらに 

        準ずる債権

75,409 20,859 △ 54,550

   (5)その他 4,279 143,650 139,371

    貸倒引当金 △ 75,409 △ 20,859 54,550

   投資その他の資産合計 132,363 428,810 296,447

  固定資産合計 2,538,262 80.2 2,465,354 83.1 △ 72,908

Ⅲ 繰延資産

 １．株式交付費 6,378 4,119 △ 2,259

 ２．社債発行費 － － －

  繰延資産合計 6,378 0.2 4,119 0.1 △ 2,259

  資産合計 3,166,066 100.0 2,966,872 100.0 △ 199,194
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前連結会計年度 

(平成19年12月31日)

当連結会計年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １．支払手形及び買掛金 32,648 30,912 △ 1,736

 ２．短期借入金 ※１ 20,528 17,000 △ 3,528

 ３．未払金 599,921 598,185 △ 1,736

 ４．未払法人税等 17,903 12,688 △ 5,215

 ５．未払消費税等 5,757 － △ 5,757

 ６．仮受金 － 197 197

 ７．返品調整引当金 3,764 812 △ 2,952

 ８．企業買収関連損失引 

   当金
34,891 34,891 －

 ９．その他 11,149 13,956 2,807

  流動負債合計 726,564 22.9 708,644 23.8

Ⅱ 固定負債

 １．社債 25,000 － △ 25,000

 ２．長期借入金 ※１ － － －

 ３．長期未払金 － － －

 ４．繰延税金負債 － － －

 ５．退職給付引当金 14,575 10,752 △ 3,823

  固定負債合計 39,575 1.3 10,752 0.4 △ 28,823

  負債合計 766,139 24.2 719,397 24.2 △ 46,742

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 1,620,855 51.2 2,165,970 73.0 545,115

 ２．資本剰余金 2,074,533 65.6 2,619,499 88.2 544,966

 ３．利益剰余金 △ 1,288,780 △40.7 △ 2,358,975 △ 79.5 △ 1,070,195

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

  株主資本合計 2,363,617 74.8 2,383,504 80.3 19,887

Ⅱ 評価・換算差額等

 １．その他有価証券評価差

額 

   金

△ 102 － △ 134,763 △ 4.5 △ 134,661

 ２．為替換算調整勘定 27,402 0.8 △ 1,266 － △ 28,668

  評価・換算差額等合計 27,300 0.8 △ 136,030 △ 4.5 △ 163,330

Ⅲ 新株予約権 9,009 0.2 － － △ 9,009

Ⅳ 少数株主持分 － － － － －

  純資産合計 2,399,927 75.8 2,247,474 75.8 △ 152,453

  負債純資産合計 3,166,066 100.0 2,966,872 100.0 △ 199,194
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(2) 連結損益計算書

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)

当連結会計年度 

(自 平成20年１月１日  

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,510,104 100.0 802,317 100.0 △ 707,787

Ⅱ 売上原価 ※２ 598,366 39.6 430,956 53.7 △ 167,410

  売上総利益 911,738 60.4 371,360 46.3 △ 540,378

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 937,426 62.1 988,995 123.3 51,569

  営業損失 25,688 1.7 617,635 77.0 591,947

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 2,250 665

 ２．為替差益 18,872 76,340

 ３．受取配当金 2 2

 ４．有価証券売却益 4,526 －

 ５．雑収入 6,689 32,341 2.1 728 77,736 9.7 45,395

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 1,605 510

 ２．為替差損 － －

 ３．開発費償却 － －

 ４．株式交付費償却 4,746 6,013

 ５．社債発行費償却 516 －

 ６．投資分配損 － －

 ７．貸倒引当金繰入額 67,593 13,020

 ８．雑損失 1,862 76,325 5.0 1,307 20,852 2.6 △ 55,473

  経常損失 69,672 4.6 560,751 69.9 491,079

Ⅵ 特別利益

 １．関係会社株式売却益 － －

 ２．貸倒引当金戻入益 3,289 1,827

 ３．退職給付引当金戻入益 1,135 －

 ４．新株予約権戻入益 4,121 30,423

 ５．その他特別利益
※３

－ 8,546 0.6 7,199 39,450 4.9 30,904

デザインエクスチェンジ㈱(4794)平成20年12月期 決算短信

- 14 -



 

 
  

 
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)

当連結会計年度 

(自 平成20年１月１日  

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産除却損 ※４ 2,862 40,259

 ２．棚卸資産廃棄損 － 3,072

 ３．投資有価証券評価損 － 116

 ４．本社移転費用 8,172 －

 ５．企業買収関連損失 － －

 ６．企業買収関連損失 

   引当金繰入額                 
16,872 －

 ７．減損損失
※５

－ 27,907 1.9 732,054 775,502 96.7 747,595

   税金等調整前当期純損失 89,033 5.9 1,296,803 161.6 1,207,770

   法人税、住民税 

   及び事業税
3,360 5,681

   法人税等調整額 △ 419 2,940 0.2 － 5,681 0.7 △ 2,940

   少数株主利益（損失）    2,572 0.2 － － △ 2,572

   当期純損失 94,546 6.3 1,302,484 162.3 1,207,938
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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) 

  

 
  

 
  

(3) 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

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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当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20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19年12月31日残高(千円) 1,620,855 2,074,533 △1,288,780 △42,989 2,363,617

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 545,115 544,965 1,090,081

 連結除外に伴う変動額 232,290 232,290

 当期純利益 △1,302,484 △1,302,484

 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)

545,115 544,965 △1,070,194 19,886

平成20年12月31日残高(千円) 2,165,970 2,619,499 △2,358,975 △42,989 2,380,504

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19年12月31日残高(千円) △ 102 27,402 27,300 9,009 － 2,399,927

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,090,081

 連結除外に伴う変動額 △29,266 △29,266 203,024

 当期純利益 △1,302,484

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△ 134,661 597 △134,064 △9,009 △143,073

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△134,661 △28,668 △163,330 △9,009 △152,452

平成20年12月31日残高(千円) △134,763 △1,266 △136,030 ― ― 2,247,474
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日  

 至 平成19年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年１月１日  

 至 平成20年12月31日)

比較増減

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．税金等調整前当期純損失 △ 89,033 △ 1,296,803 △ 1,327,207

 ２．減価償却費 139,451 183,899 44,448

 ３．貸倒引当金の増減額 64,304 10,246 54,058

 ４．退職給付引当金の増減額 △ 1,135 △ 3,822 △ 2,687

 ５．返品調整引当金の増減額 1,630 △ 2,952 △ 4,582

 ６．受取利息及び受取配当金 △ 2,252 △ 667 1,585

 ７．有価証券売却益 △ 4,526 － 4,526

 ８．支払利息 1,605 510 △ 1,095

 ９．為替差損益 △ 18,563 △ 86,192 △ 67,629

 10．株式報酬費用 10,511 5,405 △ 5,106

 11．株式交付費償却 4,746 6,013 1,267

 12．社債発行費償却 516 － △ 516

 13．のれん償却額 37,115 － △ 37,115

 14．投資有価証券売却益 － △ 249 △ 249

 15．新株予約権戻入益 △ 4,121 △ 30,423 △ 26,302

 16．投資有価証券評価損 － 116 116

 17．固定資産除却損 2,862 40,259 37,397

 18．減損損失 － 732,054 732,054

 19．売上債権の増減額 33,999 44,691 10,692

 20．たな卸資産の増減額 4,953 5,628 675

 21．仕入債務の増減額 △ 4,480 △ 1,431 3,049

 22．未収消費税等の増減額 17 △ 12,064 △ 12,081

 23．未払消費税等の増減額 3,691 △ 5,757 △ 9,448

 24．仮払金の増減額 387,800 － △ 387,800

 25．仮受金の増減額 △ 268,189 － 268,189

 26．その他 △ 348,854 55,652 404,506

     小計 △ 47,950 △ 355,885 △ 319,255

 27．利息及び配当金の受取額 2,136 667 △ 1,469

 28．利息の支払額 △ 1,702 △ 510 1,192

 29．法人税等の支払額 △ 13,405 △ 3,497 9,908

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 60,921 △ 359,225 △ 298,304
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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)

当連結会計年度 

(自 平成20年１月１日  

 至 平成20年12月31日)

比較増減

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．定期預金の払戻にによる収入 65,855 70,124 4,269

 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 1,456 △ 155,560

 ５．有形固定資産の取得による支出 △ 173,475 △ 27,571 145,904

 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 △ 120,018 △ 110,199 9,819

 ８．長期前払費用の取得による支出 △ 2,000 － 2,000

 ９．保証金の差入による支出 △ 87,794 △ 2,464 85,330

 10．保証金の返還による収入 60,091 68,233 8,142

 11．貸付による支出 △ 9,805 △ 8,403 1,402

 12．著作権取得による支出 △ 960,000 △ 697,500 262,500

 13．その他投資に関する支出 ― △ 155,238 △ 115,238

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,261,213 △ 861,562 439,651

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 17,000 19,000

 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 △ 82,270 △ 20,528 61,742

 ４．社債の償還による支出 △ 10,000 △ 25,000 △ 15,000

 ５．株式の発行による収入 809,538 1,071,981 262,443

 ６．新株予約権の発行による収入 7,200 30,354 23,154

  財務活動によるキャッシュ・フロー 727,468 1,073,807 346,339

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,723 20,940 18,217

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 591,943 △ 126,039 465,904

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 814,568 216,479 △ 598,089

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 △ 83,646

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 216,479 647 △ 215,832
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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。 

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、617百万円の営業損失およ

び1,302百万円の当期純損失を計上し、現金及び現金

同等物が215百万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。  

電子書籍事業 

 今期８月にサイトをオープンいたしましたが、製

作、設備、配信等の先行投資と営業体制の立ち遅れ

により販管費が売上総利益を上回りました。 

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、今後の展開にむけた

活動をおこなってまいりましたが研究開発費等の先

行投資が嵩んだものの営業体制が構築せず事業が推

進いたしませんでした。 

  

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21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」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、ユーザーのさ

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、販売強化に努めてまいりま

した。今後は、需要動向を把握し仮設検証に基づ

いたサービスを投入し、ＢtoＢ・ＢtoＢtoＣ等の

販売チャンネルを増やし法人向け販売強化、企業

とのタイアップなどによる効率的な宣伝広告で新

規会員の開拓をおこないます。

デザインエクスチェンジ㈱(4794)平成20年12月期 決算短信

- 20 -



 

 
  

 
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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

  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連結財務諸表

には反映しておりません。

②電子書籍事業  

携帯マンガ配信ビジネス「コミック満タン」のカラ

ー化、サウンド、バイブレーション等の特殊効果な

どによる差別化、コンテンツの多様化、異業種との

コラボレーションおよびマーケティングの本格的展

開を通じ、積極的な事業拡大を図ってまいります。

また、制作に関わるコスト削減にも重点を置き、単

体事業としての経営効率を向上させてまいります。

③サービス事業 

マーケット開拓、既存顧客の安定化を図るべく法人

向け素材、コーポレートライセンス、ＭＡＰＩＯ放

送用ライセンス、満タンＷＥＢＡＳＰを主力として

販売力を強化、携帯端末販売方式の変更にともない

着せ替えコンテンツの需要が見込まれる携帯機器各

社への積極的なアプローチを仕掛けてまいります。

④コンテンツマネジメント事業  

 平成22年度は黒澤明監督の生誕100周年にあた

り、当社が保有する黒澤コンテンツを活用した国内

外主要都市での様々な記念事業「AK100プロジェク

ト」ワールドツアーの実施、映画のリメイク、アニ

メ化、ドラマ化、未公開脚本の映画化、ゲーム化、

各種商品化を推進します。

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。ま

た、前事業年度下期より実施しておりますコストの

大幅な削減の継続と原価率の向上を図ります。さら

に、売上拡大への推進力を保持するため、当社の経

営理念および方針に理解と賛同を頂き、安定株主と

なって頂ける投資家様からの資金調達を行ってまい

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連結財務諸表

には反映しておりません。
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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インベストメント株式会社 

 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、当連結会計年度

において連結の範囲から除外しており

ます。

５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インベストメント株式会社 

 DEX IMAGE PTE LTD 

  

 

  

 

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、当連結会

計年度より連結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

――――― Beijing Lele Interactive  
Science and Technology Co., Ltd.

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

全ての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。

同左

３．会計処理基準に関する事

項

 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は総平均法により算定）

①有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

    同左

  時価のないもの 

   総平均法による原価法

  時価のないもの

同左

②たな卸資産 

 製品・商品 

  総平均法による原価法

②たな卸資産

 製品・商品

同左

 仕掛品 

  個別法による原価法

 仕掛品

同左

 貯蔵品 

  最終仕入原価法

 貯蔵品

同左
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項目
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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

当社およ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、当社およ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

同左

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

 特許権 

  定額法（８年）

 特許権 

  

 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

 コンテンツ

  定額法（３年）

連結子会社１社においては、定額

法（４年）

 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

④少額減価償却資産

当社および国内連結子会社は、取得

価額が10万円以上20万円未満の資産

については３年間の均等償却

④少額減価償却資産

同左

 (3）繰延資産の処理方法 ①株式交付費

定額法（３年） 
ただし、前連結会計年度末に計上さ
れている新株発行費で株式交付費に
振り替えたものについては均等償却
（３年）

①株式交付費

 同左

②社債発行費

前連結会計年度末に計上されている

社債発行費については均等償却（３

年）

②社債発行費

 同左
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項目
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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 (4）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

①貸倒引当金

 同左

②退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期

末自己都合退職金要支給額を退職給

付債務として計上しております。

②退職給付引当金

同左

③返品調整引当金

製品の返品による損失に備えるた

め、返品予測高に対する売買利益相

当額を計上しております。

③返品調整引当金

同左

④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

 (5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産および負債、

並びに収益および費用は、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。

同左

 (6）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

 (7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

５．のれん及び負ののれんの

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。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手

許現金、随時引き出し可能な預金およ

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
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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 

 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。

（固定資産の減価償却の方法）

同左 
  
 
  
 
  
 
 

（会計方針の変更）

──────────

（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。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

前連結会計年度から「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。
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(表示方法の変更)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

（連結貸借対照表）

１.前連結会計年度において区分掲記しておりました

「仮払金」（当連結会計年度915千円）は、金額が僅

少となったため、当連結会計年度においては流動資

産の「その他」に含めて表示しております。

２.「出資金」は、前連結会計年度は、投資その他の資

産の「投資有価証券」に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度において区分掲記いたしまし

た。なお、前連結会計年度の「出資金」の金額は

1,207千円であります。

３.前連結会計年度において区分掲記しておりました

「仮受金」（当連結会計年度5,872千円）は、負債純

資産合計の5/100以下であるため、当連結会計年度に

おいては流動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

（連結貸借対照表）

──────────
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(追加情報)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

（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。

（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（報

じ甚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））にともなう、当連結会計年度から、

平成19年3月31日以前に取得したものについては、消却

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。
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
（平成19年12月31日）

当連結会計年度 
（平成20年12月31日）

※１ 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。

※１      ────────

※２      ────────

 

※２ 偶発債務

債務保証 

次の連結子会社以外の会社等の借入に対し当社振

出の手形にて債務保証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

株式会社ルクソール 180,000借入債務

ソブリンアセットマネジメント

ジャパン株式会社
21,000借入債務

計 201,000

なお、上記債務保証は、平成21年２月25日に解消

されており、同時に振り出した手形を回収してお

ります。
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(連結損益計算書関係)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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 230,069千円

支払手数料 218,221千円

減価償却費 37,067千円
 

※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 261,759千円

支払手数料 208,408千円

減価償却費 52,185千円

※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

※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
16,986千円

※３ 特別利益におけるその他特別利益の内訳は以下  
  のとおりです。 
    過年度損益修正益  6,950千円 
    投資有価証券売却益  249千円

 内、過年度損益修正益は、過年度において消却し
た新株予約権を当連結会計年度において修正したも
のであります。

※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 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     27,593千円 

  工具器具備品  6,090千円 

    その他      900千円

※５ 減損損失 
   当社グループは、当連結会計年度において、以 
  下の資産および資産グループについて減損損失を 
  計上しております。

  主な用途 種類 減損損失額

  のれん 連結子会社のれん 680,456千円

 
千社貼札機器

器具工具備品
51,598千円

  建設仮勘定

  計 － 732,054千円

   のれんにつきましては、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。   

 千社貼札機器につきましては、その営業損益が継
続してマイナスとなっている資産グループの帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損
失として特別損失に計上しております。 
その種類毎の減損損失は以下のとおりであります。 
 種類およびその減損損失額 
    工具器具備品   45,456千円 
    建設仮勘定     6,142千円 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は主とし
て使用価値により測定しており、将来キャッシュ・
フロー見積額を2.4％で割引いて算定しておりま
す。
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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 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

新株予約権の行使による新株の発行による増加     60,000株 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 平成18年新株予約権の減少は、平成18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。 

  平成19年新株予約権の増加は、平成19年４月20日付取締役会決議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。 
  

４ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 81,550 60,000 － 141,550

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,838 － － 1,838

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

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

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

平成18年新株予約権 普通株式 26,200 － 26,200 － －

平成19年新株予約権 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

－ － － － －     9,009

合計 26,200 60,000 86,200 － 9,009
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当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

新株予約権の行使による新株の発行による増加        株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(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。 

４ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 141,550 342,700 ─ 484,250

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,838 ─ ─ 1,838

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

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

増加 減少
当連結 

会計年度末

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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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係は、以下のとおりであ

ります。

(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

△70,124千円

現金及び現金同等物 216,479千円
  

 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20年12月31日現在)

現金及び預金勘定 647千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金

―千円

現金及び現金同等物 647千円
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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．事業区分の方法 

当社の事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

 
  

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 

 
  

(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）

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

前連結会計年度（千円） 主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不
能営業費用の金額

300,785 当社の管理部門に係る費用

前連結会計年度（千円） 主な内容

消去又は全社の項目に含めた全社資
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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当連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

  

 
(注) １．事業区分の方法 

当社の事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

 
  

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）

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）

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

615,818 27,176 159,322 802,317 － 802,317

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － －

計 615,818 27,176 159,322 802,317 － 802,317

営業費用 864,759 73,261 172,485 1,110,506 309,446 1,419,952

営業利益(又は営業損失) (248,940) (46,085) (13,163) (308,188) (309,446) (617,635)

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 2,846,787 － － 2,846,787 647 2,847,434

減価償却費 171,212 1,655 5,924 178,793 5,967 178,793

資本的支出 163,879 － 4,085 167,965 20,744 188,710

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

サービス 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

309,446 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

647
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。 

  

当連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20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、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

当連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

 
(注) 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

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) 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

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) 802,317

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.4 3.6 6.9
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(リース取引関係)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

工具器具備品 合計

取得価額相当額 
（千円）

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

 

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）

3,551 3,551

期末残高相当額 
（千円）

6,858 6,858

 

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,893千円

１年超 7,113千円

 合計 9,007千円
 

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,998千円

１年超 5,114千円

 合計 7,113千円

 

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
 

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 2,394千円

減価償却費相当額 2,082千円

支払利息相当額 500千円

４．減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存期間を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法は、利息法に

よっております。

５．利息相当額の算定方法

同左
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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） 

  

 

外部公認会計士による著作権価値評価算定書における算定評価額をもとに当社および権利保有者である黒

澤久雄氏との交渉において決定いたしました。 

  

当連結会計年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

 
  

(関連当事者との取引)

   １ 役員及び個人株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

 役員 黒澤久雄   － －
㈱黒澤プロ
ダクション
代表取締役

      － 
    （－）

  －    － 著作権の取得 960,000 著作権前渡金 960,000

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

   １ 法人主要株主

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

法人主
要株主

ティーエ
スシーパ
ートナー
ズ投資事
業組合

東京都 
港区

－ 投資事業組
合

      － 
    （－）

  －   －
金銭消費貸借
契約の締結

10,000 短期借入金 10,000

 ティーエスシーパートナーズ投資事業組合は、平成20年10月３日から平成20年12月４日までの期間に

おいて主要株主に該当しておりました。従って、上記取引金額は、当該期間における取引を記載してお

ります。

   ２ 役員及び個人株主等

属性
会社等 

の名称
住所

資本金又 

は出資金 

(千円)

事業の内容 

又は職業

議決権等 

の所有 

(被所有)割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 

(千円)
科目

期末残高 

(千円)役員の 

兼任等

事業上 

の関係

 役員 黒澤久雄   － －
㈱黒澤プロ
ダクション
代表取締役

      － 
    （－）

  －    － 著作権の取得 697,500 著作権前渡金 1,657,500

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

外部公認会計士による著作権価値評価算定書における算定評価額をもとに当社および権利保有者である

黒澤久雄氏との交渉において決定いたしました。
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(税効果会計関係)
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度（平成19年12月31日）

有価証券

種類

前連結会計年度（平成19年12月31日）

取得原価 
（千円）

連結貸借対照表計上額 
（千円）

差額 
（千円）

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

(1）株式
－ 
 

－ 
 

－ 
 

(2）債券

 ① 国債・地方債等
－ 
 

－ 
 

－ 
 

 ② 社債
－ 
 

－ 
 

－ 
 

 ③ その他
－ 
 

－ 
 

－ 
 

(3）その他
－ 
 

－ 
 

－ 
 

小計 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1）株式 224 122 △102

(2）債券

 ① 国債・地方債等
－ 
 

－ 
 

－ 
 

 ② 社債
－ 
 

－ 
 

－ 
 

 ③ その他
－ 
 

－ 
 

－ 
 

(3）その他
－ 
 

－ 
 

－ 
 

小計 224 122 △102

合計 224 122 △102

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

 非上場株式 468

 匿名組合出資金 1,207

計 1,675
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

当連結会計年度（平成20年12月31日）

有価証券

種類

当連結会計年度（平成20年12月31日）

取得原価 
（千円）

連結貸借対照表計上額 
（千円）

差額 
（千円）

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

(1）株式 － － －

(2）債券

 ① 国債・地方債等 － － －

 ② 社債 － － －

 ③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1）株式 122 64 △58

(2）債券

 ① 国債・地方債等 － － －

 ② 社債 － － －

 ③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 122 64 △58

合計 122 64 △58

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

 非上場株式 468

 匿名組合出資金 －

計 468
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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） 

    該当事項はありません。 

  

    当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

        該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)
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当社および国内連結子会社は、退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。また、

海外連結子会社は確定拠出年金制度を採用しております。 

  

  

 
  

  

 
  

該当事項はありません。 

  

  

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度 
(平成19年12月31日)

当連結会計年度 
(平成20年12月31日)

(1) 退職給付債務（千円） 14,575 10,752

(2) 退職給付引当金（千円） 14,575 10,752

３ 退職給付費用の内訳

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(1) 勤務費用（千円） 12,865 6,831

(2) 退職給付費用（千円） 12,865 6,831

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

５ 当社および連結子会社は、退職給付債務及び退職給付費用の算定方法として簡便法を採用してお

ります。
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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 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

    販売費及び一般管理費（株式報酬費用） 10,511千円 

  

   ２  権利不行使による失効が生じ、利益として計上した金額 

      新株予約権戻入益 1,501千円 

  

  a) 提出会社 

 
  

 
(注) 1．ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

   2．平成16年８月20日付をもって普通株式１株を10株に分割しており、平成15年および平成16年ス

トックオプションについて株式数の調整を行っております。 

  

(ストック・オプション等関係)

３ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内訳

平成15年 
ストックオプション

平成16年 
ストックオプション

決議年月日 平成15年３月28日 平成16年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社の取締役および従業員ならびに
当社子会社の取締役および従業員 

合計83名

当社の取締役および従業員 
合計16名

ストックオプション数(株) 普通株式 6,000株 普通株式 6,200株

付与日 平成15年５月13日 平成16年４月26日

権利確定条件
新株予約権の割当を受けたものが、
権利行使時においても当社従業員で
あることを要します。

同左

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左

権利行使期間
平成17年３月29日 
～平成22年３月28日

平成18年３月31日 
～平成23年３月30日

平成19年 
ストックオプション

決議年月日 平成19年３月29日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社の取締役および社外取締役 

合計４名

ストックオプション数(株) 普通株式 3,500株

付与日 平成19年３月29日

権利確定条件
新株予約権の割当を受けたものが、
権利行使時においても当社取締役で
あることを要します。

対象勤務期間 －

権利行使期間
平成21年４月11日 
～平成29年４月10日
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  a) 提出会社 

 
  

 
(注) ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

1．ストック・オプションの数

平成15年 
ストックオプション

平成16年 
ストックオプション

権利確定前(株)

 前連結会計年度末 － －

 付与 － －

 失効 － －

 権利確定 － －

 未確定残 － －

権利確定後(株)

 前連結会計年度末 20 1,440

 権利確定 － －

 権利行使 －
－ 
 

 失効 － 1,280

 未行使残 20 160

平成19年 
ストックオプション

権利確定前(株)

 前連結会計年度末 －

 付与 3,500

 失効 500

 権利確定 －

 未確定残 3,000

権利確定後(株)

 前連結会計年度末 －

 権利確定 －

 権利行使 －

 失効 －

 未行使残 －
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  a) 提出会社 

 
  

 
(注) 平成16年８月20日付をもって普通株式１株を10株に分割しており、平成15年および平成16年  

ストックオプションについて付与時の権利行使価格の調整を行っております。 

  

2．単価情報

平成15年 
ストックオプション

平成16年 
ストックオプション

権利行使価格(円) 10,000 32,000

行使時平均株価(円) － －

付与日における公正な 
評価単価（円）

－ －

平成19年 
ストックオプション

権利行使価格(円) 23,159

行使時平均株価(円) －

付与日における公正な 
評価単価（円）

78,083
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   ４ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

    (1) 使用した算定技法 

        ブラック・ショールズ式 

     (2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 

      ① 株価変動性        46.67％ 

      平成13年２月～平成19年２月の株価実績に基づき算定 

      ② 予想残存期間      6.04年 

      十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使 

   されるものと推定して見積もっている。 

      ③ 予想配当          0.00％ 

        過去の配当実績を勘案し、予定配当率はゼロであることを前提として評価額を試算し 

        ております。 

      ④ 無リスク利子率    1.31％ 

      予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り 

  

     ５ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

       基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し 

    ております。 
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当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

   １ 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

    販売費及び一般管理費（株式報酬費用）    5,405千円 

  

   ２  権利不行使による失効が生じ、利益として計上した金額 

      新株予約権戻入益    29,823千円 

  

  a) 提出会社 

 
  

 
(注) 1．ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

   2．平成16年８月20日付をもって普通株式１株を10株に分割しており、平成15年および平成16年ス

トックオプションについて株式数の調整を行っております。 

  

３ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内訳

平成15年 
ストックオプション

平成16年 
ストックオプション

決議年月日 平成15年３月28日 平成16年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社の取締役および従業員ならびに
当社子会社の取締役および従業員 

合計83名

当社の取締役および従業員 
合計16名

ストックオプション数(株) 普通株式 6,000株 普通株式 6,200株

付与日 平成15年５月13日 平成16年４月26日

権利確定条件
新株予約権の割当を受けたものが、
権利行使時においても当社従業員で
あることを要します。

同左

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左

権利行使期間
平成17年３月29日 
～平成22年３月28日

平成18年３月31日 
～平成23年３月30日

平成19年 
ストックオプション

決議年月日 平成19年３月29日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社の取締役および社外取締役 

合計４名

ストックオプション数(株) 普通株式 3,500株

付与日 平成19年３月29日

権利確定条件
新株予約権の割当を受けたものが、
権利行使時においても当社取締役で
あることを要します。

対象勤務期間 －

権利行使期間
平成21年４月11日 
～平成29年４月10日
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  a) 提出会社 

 
  

 
(注) ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

  

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

1．ストック・オプションの数

平成15年 
ストックオプション

平成16年 
ストックオプション

権利確定前(株)

 前連結会計年度末 － －

 付与 － －

 失効 － －

 権利確定 － －

 未確定残 － －

権利確定後(株)

 前連結会計年度末 20 160

 権利確定 － －

 権利行使 － －

 失効 10 －

 未行使残 10 160

平成19年 
ストックオプション

権利確定前(株)

 前連結会計年度末 3,000

 付与 －

 失効 3,000

 権利確定 －

 未確定残 －

権利確定後(株)

 前連結会計年度末 －

 権利確定 －

 権利行使 －

 失効 －

 未行使残 －
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  a) 提出会社 

 
  

 
(注) 平成16年８月20日付をもって普通株式１株を10株に分割しており、平成15年および平成16年  

ストックオプションについて付与時の権利行使価格の調整を行っております。 

  

2．単価情報

平成15年 
ストックオプション

平成16年 
ストックオプション

権利行使価格(円) 10,000 32,000

行使時平均株価(円) － －

付与日における公正な 
評価単価（円）

－ －

平成19年 
ストックオプション

権利行使価格(円) 23,159

行使時平均株価(円) －

付与日における公正な 
評価単価（円）

78,083
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   ４ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

     ５ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

     基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し 

  ております。 
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該当事項はありません。 

(企業結合等関係)
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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株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１株当たり純資産額 17,113.19円 １株当たり純資産額 4,658.83円

１株当たり当期純損失金額 925.39円 １株当たり当期純損失金額 4,428.03円

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

同左

前連結会計年度
(平成19年12月31日)

当連結会計年度
(平成20年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,399,927 2,247,474

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 9,009 －

（うち新株予約権） (9,009)  (－)

（うち少数株主持分）  (－)  (－)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,390,917 2,247,474

期末の普通株式の数(株) 139,712 482,412

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当期純損失(千円) 94,546 1,302,484

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失(千円） 94,546 1,302,484

期中平均株式数（株） 102,169.5 308,059.2

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

平成16年３月30日定時株
主総会決議による自己株
式取得方式のストックオ
プション（株式の数160
株）

同左
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(重要な後発事象)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１ 重要な新株予約権の発行

平成19年12月28日付の臨時取締役会決議にて、第三者

割当の方法による新株予約権の発行を決定し、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発行する新株予約権の個数 12,000個 

③新株予約権の発行価格 2,000円 

④新株予約権の発行総額 24,000千円 

⑤発行する株式の数 120,000株 

⑥行使時の払込金額 １株につき8,970円 

⑦行使時の払込総金額 1,076,400千円 

⑧行使時の払込金額のうち資本へ組み入れる額4,485円 

⑨払込期日 平成20年１月15日 

⑩資金の使途 

 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。

1 重要な資金の借入

 平成21年１月30日付で、金銭消費貸借契約書に基づ 
き、資金の借入をいたしました。 
 ①資金使途    運転資金 
 ②借入先の名称  株式会社アールイーキャピタル 
 ③借入金額    10,000,000円 
 ④借入の返済期限 平成21年２月16日 
 ⑤保証の内容   平成21年２月16日期日で 
          10,598,973円(利息、事務手数料 
          を含む)の約束手形を担保として 
          振出 
なお、上記借入は平成21年２月16日に返済が完了し、同
時に担保としていた手形も回収しております。
２ 重要な債務保証
 平成21年１月16日、ソブリンアセットマネジメントジ
ャパン株式会社の債務42,000,000円を保証する目的で
42,000,000円の手形を振り出しております。
(1) 債務保証の概要 
①債務保証の内容 
 ソブリンアセットマネジメントジャパン株式会社の株
式会社アールイーキャピタルからの借入金に対する債務
保証 
②債務保証額 
  42,000,000円 
③債務保証期間 
  平成21年１月16日より平成21年１月21日 
(2) 保証先の概要 
 ソブリンアセットマネジメントジャパン株式会社  
  コンサルティング業 
なお、上記債務保証は、平成21年２月25日に解除されて
おり、同時に振り出した手形も回収しております。
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １．現金及び預金 ※２ 155,322 99 △ 155,223

 ２．受取手形 6,825 7,875 1,050

 ３．売掛金 132,959 87,291 △ 45,668

 ４．商品 4,242 775 △ 3,467

 ５．製品 1,146 464 △ 682

 ６．仕掛品 1,279 － △ 1,279

 ７．貯蔵品 199 － △ 199

 ８．前渡金 2,552 239,925 237,373

 ９．前払費用 10,317 223 △ 10,094

 10．その他 ※１ 16,648 25,474 8,826

   貸倒引当金 － △ 6 △ 6

   流動資産合計 331,493 9.9 362,122 12.3 30,629

Ⅱ 固定資産

 １．有形固定資産

   (1)建物 96,776 36,390 △ 60,386

    減価償却累計額 △ 35,832 60,943 △ 6,761 29,629 29,071 △ 31,314

   (2)工具器具備品 337,823 341,878 4,055

    減価償却累計額 △ 107,858 △ 143,034 △ 35,176

    減損損失累計額 － 229,965 △ 45,456 153,388 △ 45,456 △ 76,577

  （3）建設仮勘定 278,460 － △ 278,460

   有形固定資産合計 569,368 183,017 △ 386,351

 ２．無形固定資産

   (1)商標権 2,181 2,054 △ 127

   (2)特許権 807 700 △ 107

   (3)電話加入権 1,448 1,448 －

   (4)ソフトウェア 56,932 81,957 25,025

   (5)ソフトウェア仮勘定 12,796 594 △ 12,202

   (6)コンテンツ 111,933 109,271 △ 2,662

   (7)著作権前渡金 960,000 1,657,500 697,500

   無形固定資産合計 1,146,100 1,853,527 62.8 707,427
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前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

 ３．投資その他の資産

   (1)投資有価証券 590 225,978 225,388

   (2)関係会社株式 1,167,190 118,094 △ 1,049,096

   (3)出資金 1,207 － △ 1,207

   (4)長期前払費用 1,266 143,650 142,384

   (5)差入保証金 124,950 59,181 △ 65,769

   (6)破産債権、更生債権そ 

       の他これらに準ずる債権
18,323 34,199 15,876

   (7)その他 3,013 － △ 3,013

    貸倒引当金 △ 18,323 △ 34,199 △ 15,876

   投資その他の資産合計 1,298,218 546,905 △ 3,013

   固定資産合計 3,013,688 89.9 2,583,449 87.6 △ 430,239

Ⅲ 繰延資産

 １．株式交付費 6,378 4,119 △ 2,259

 ２．社債発行費 －
 

 
－ －

   繰延資産合計 6,378 0.2 4,119 0.1 △ 2,259

   資産合計 3,351,560 100.0 2,949,691 100.0 △ 401,869
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前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １．買掛金 31,824 30,042 △ 1,782

 ２．短期借入金 ※２ 20,528 17,000 △ 3,528

 ３．未払金 514,292 469,751 △ 44,541

 ４．未払費用 3,709 1,897 △ 1,812

 ５．未払法人税等 9,565 12,398 2,833

 ６．未払消費税等 5,757 － △ 5,757

 ７．預り金 100,814 112,042 11,228

 ８．仮受金 － 197 197

 ９．返品調整引当金 3,764 812 △ 2,952

 10．企業買収関連損失引    

   当金
34,891 34,891 0

 11．その他 5,872 － △ 5,872

  流動負債合計 731,019 21.8 679,033 23.0 △ 51,986

Ⅱ 固定負債

 １．社債 25,000 － △ 25,000

 ２．退職給付引当金 14,575 10,752 △ 3,823

  固定負債合計 39,575 1.2 10,752 0.4 △ 28,823

  負債合計 770,594 23.0 689,786 23.4 △ 80,808
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前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,620,855 48.3 2,165,970 73.4 545,115

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,351,355 1,896,320 544,965

  (2) その他資本剰余金 723,178 723,178 －

    資本剰余金合計 2,074,533 61.9 2,619,499 88.7 544,966

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △ 1,080,340 △ 2,347,811 △ 1,267,471

    利益剰余金合計 △ 1,080,340 △ 32.2 △ 2,347,811 △ 79.6 △ 1,267,471

 ４ 自己株式 △ 42,989 △ 1.3 △ 42,989 △ 1.5 －

  株主資本合計 2,572,058 76.7 2,394,669 81.2 △ 177,389

Ⅱ 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △ 102 － △ 134,763 △ 4.6 △ 134,661

  評価・換算差額等合計 △ 102 － △ 134,763 △ 4.6 △ 134,661

Ⅲ 新株予約権 9,009 0.3 － － △ 9,009

  純資産合計 2,580,965 77.0 2,259,905 76.6 △ 321,060

  負債純資産合計 3,351,560 100.0 2,949,691 100.0 △ 401,869
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成19年１月１日  

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日  

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,396,684 100.0 775,141 100.0 △ 621,543

Ⅱ 売上原価 494,012 35.4 391,763 50.5 △ 102,249

   売上総利益 902,672 64.6 383,377 49.5 △ 519,295

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １．発送配達費 24,487 8,548 △ 15,939

 ２．広告宣伝費 42,519 35,330 △ 7,189

 ３．貸倒引当金繰入額  － 6 6

 ４．研究開発費 ※１ 14,409 16,986 2,577

 ５．役員報酬 51,564 82,323 30,759

 ６．給料手当 193,772 242,556 48,784

 ７．株式報酬費用 10,511  － △ 10,511

 ８．退職給付費用 5,828 6,831 1,003

 ９．役員退職慰労金 715  － △ 715

 10．法定福利費 20,254 29,801 9,547

 11．旅費交通費 25,881 28,604 2,723

 12．支払手数料 209,150 208,918 △ 232

 13．地代家賃 75,174 95,722 20,548

 14．消耗品費 15,684 178,103 162,419

 15．減価償却費 33,712 50,995 17,283

 16．通信費 4,400 8,209 3,809

 17．その他 86,846 814,912 58.3  － 953,177 123.0 △ 86,846 138,265 

   営業利益又は営業損 

   失（△）
87,760 6.3 △ 569,799 73.5 △ 657,559
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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)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日  

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 3,517 267 △ 3,250

 ２．受取配当金 2 2 －

 ３．為替差益 19,342 76,625 57,283

 ４．有価証券売却益 4,526 － △ 4,526

 ５．雑収入 6,616 34,005 2.4 613 77,508 10.0 △ 6,003 43,503

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 1,570 510 △ 1,060

 ２．株式交付費償却 4,746 6,013 1,267

 ３．社債発行費償却 516 － △ 516

 ４．貸倒引当金繰入額 2,738 15,876 13,138

 ５．雑損失 1,898 11,471 0.8 249 23,434 3.0 △ 1,649 11,963

  経常利益又は経常損 

  失（△）
110,294 7.9 △ 515,725 66.5 △ 626,019

Ⅵ 特別利益

 １．新株予約権戻入益 4,121 30,423 26,302

 ２．退職給付引当金戻入益 1,135 － -1,135

 ３．貸倒引当金戻入益 3,289 － -3,289

 ４．その他特別利益
※２

－ 8,546 0.6 7,199 37,623 4.9 7,199 29,077

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産除却損 ※３ 2,862 40,259 37,397

 ２．棚卸資産廃棄損 3,072

 ３．投資有価証券評価損 － 116 116

 ４．企業買収関連損失引当金 

      繰入額
16,872 － △ 16,872

 ５．関係会社株式評価損 8,172 688,929 680,757

 ６．減損損失
※４

－ 27,907 2.0 51,598 783,976 4.8 51,598 756,069

  税引前当期純利益又は税 

  引前当期純損失（△）
90,933 6.5 △ 1,262,079 101.1 △ 1,353,012

   法人税、住民税 

   及び事業税
2,999 5,391 2,392

   法人税等調整額 -419 2,580 0.2 － 5,391 0.7 419 2,811

  当期純利益又は当期純損 

  失（△）
88,353 6.3 △ 1,267,470 △ 163.5 △ 1,355,823
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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) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 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

事業年度中の変動額

 新株の発行 408,600 408,600 408,600

 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 －

 当期純利益 －

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

－

事業年度中の変動額合計(千円) 408,600 408,600 － 408,600

平成19年12月31日残高(千円) 1,620,855 1,351,355 723,178 2,074,533

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

事業年度中の変動額

 新株の発行 － 817,200

 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 △597 597 － －

 当期純利益 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)

－ －

事業年度中の変動額合計(千円) △597 88,950 88,353 － 905,553

平成19年12月31日残高(千円) － △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 817,200

 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 －

 当期純利益 88,353

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△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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当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

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19年12月31日残高(千円) 1,620,855 1,351,355 723,178 2,074,533

事業年度中の変動額

 新株の発行 545,115 544,965 544,965

 当期純利益 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

―

事業年度中の変動額合計(千円) 545,115 544,965 544,965

平成20年12月31日残高(千円) 2,165,970 1,896,320 723,178 2,619,499

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
繰越利益剰余金

平成19年12月31日残高(千円) △1,080,340 △1,080,340 △42,989 2,572,058

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,090,081

 当期純利益 △1,267,470 △1,267,470 △1,267,470

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

―

事業年度中の変動額合計(千円) △1,267,470 △1,267,470 △177,389

平成20年12月31日残高(千円) △2,347,811 △2,347,811 △42,989 2,394,669

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

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,090,081

 当期純利益 △1,267,470

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△134,661 △134,661 △9,009 △143,671

事業年度中の変動額合計(千円) △134,661 △134,661 △9,009 △321,060

平成20年12月31日残高(千円) △134,763 △134,763 ― 2,259,905
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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又は状況

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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。

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 

 当社は当事業年度において、569百万円の営業損失

および1,267百万円の当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 

 当事業年度会計期間において営業損失および事業

年度純損失となった主な要因は以下のとおりであり

ます。 

  

電子書籍事業 

 今期８月にサイトをオープンいたしましたが、制

作、設備、配信等の先行投資と営業体制の立ち遅れ

により販管費が売上総利益を上回りました。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

が嵩んだものの営業体制が構築できず事業が推進い

たしませんでした。 

  

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21年事業会計年度におけ

る経営計画は以下のとおりです。

①Webコマース事業 

 平成20年事業年度において、「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、ユーザーのさらなる利便性

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の

開発、販売強化に努めてまいりました。今後は、需

要動向を把握し仮説検証に基づいたサービスをタイ

ムリーに投入し、ＢtoＢ・ＢtoＢtoＣ等の販売チャ

ンネルを増やし、企業とのタイアップなどによる効

率的な宣伝広告で新規会員の開拓を行います。
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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)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 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。

②電子書籍事業  

 携帯マンガ配信ビジネス「コミック満タン」のカ

ラー化、サウンド、バイブレーション等の特殊効果

などによる差別化、コンテンツの多様化、異業種と

のコラボレーションおよびマーケティングの本格的

展開を通じ、積極的な事業拡大を図ってまいりま

す。また、制作に関わるコスト削減にも重点を置

き、単体事業としての経営効率を向上させてまいり

ます。

④コンテンツマネジメント事業 

 平成22年度は黒澤明監督の生誕100周年にあたり、

当社が保有する黒澤コンテンツを活用した国内外主

要都市での様々な記念事業「AK100プロジェクト」ワ

ールドツアーの実施、映画のリメイク、アニメ化、

ドラマ化、未公開脚本の映画化、ゲーム化、各種商

品化を推進します。

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。ま

た、前事業年度下期より実施しておりますコストの

大幅な削減の継続と原価率の向上を図ります。さら

に、売上拡大への推進力を保持するため、当社の経

営理念および方針に理解と賛同を頂き、安定株主と

なって頂ける投資家様からの資金調達を行ってまい

ります。

4.当事業年度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当事業
年度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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(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式 

  総平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）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)

(2）その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの

総平均法による原価法

  時価のないもの

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品・商品 

  総平均法による原価法

(1）製品・商品

同左

(2）仕掛品 

  個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

(3）貯蔵品 

  最終仕入原価法

(3）貯蔵品

同左

４．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

同左

(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

 ・特許権 

  定額法（８年）

 ・特許権 

  

 ・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

 ・コンテンツ 

  定額法（３年）

 ・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

(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
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項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

５．繰延資産の処理方法 (1）株式交付費

定額法（３年） 

ただし、前事業年度末に計上され

ている新株発行費で株式交付費に

振り替えたものについては均等償

却（３年）

(1）株式交付費

同左

(2）社債発行費

前事業年度末に計上されている社
債発行費については均等償却（３
年）

(2）社債発行費

同左

６．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、期末日の直物

等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

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

期末自己都合退職金要支給額を退

職給付債務として計上しておりま

す。

(2）退職給付引当金

同左

(3）返品調整引当金

製品の返品による損失に備えるた

め、返品予測高に対する売買利益

相当額を計上しております。

(3）返品調整引当金

同左

(4）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

８．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

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左
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(6) 重要な会計方針の変更

(会計処理の変更)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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 

 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

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）

同左 
  
 
  
 
  
 
 

（会計方針の変更）

──────────

（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。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

前事業年度から「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。
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(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

（貸借対照表）

１.前事業度において区分掲記しておりました「仮払

金」（当事業年度915千円）は、金額が僅少となった

ため、当事業年度においては流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

２.「出資金」は、前事業年度は、投資その他の資産の

「投資有価証券」に含めて表示しておりましたが、

当事業年度において区分掲記いたしました。なお、

前事業年度の「出資金」の金額は1,207千円でありま

す。

３.前事業年度において区分掲記しておりました「仮受

金」（当事業年度5,872千円）は、負債純資産合計の

5/100以下であるため、当事業年度においては流動負

債の「その他」に含めて表示しております。

──────────
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(追加情報)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

（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。

（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、当中期会計期間から、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。
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年12月31日)

当事業年度 
(平成20年12月31日)

 

※１ 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
 

※１ 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。

貸倒懸念債権 17,090千円

※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     70,124千円 

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。

※２       ────────

※３       ────────

 

※３ 偶発債務

債務保証 
次の連結子会社以外の会社等の借入に対し当社振出の手
形にて債務保証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

株式会社ルクソール 180,000 借入債務

ソブリンアセットマネ

ジメントジャパン株式

会社

21,000 借入債務

計 201,000

なお、上記保証債務は平成21年２月25日に解消されてお
り、同時に振り出した手形を回収しております。

デザインエクスチェンジ㈱(4794)平成20年12月期 決算短信

- 70 -



 

  

 
  

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

※１ 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

※１ 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

16,986千円

※２ 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

※２ 特別利益におけるその他特別利益の内訳は 

 以下のとおりです。 

    過年度損益修正益  6,950千円 

    投資有価証券売却益  249千円 

 内、過年度損益修正益は、過年度において消却し

た新株予約権を当連結会計年度において修正したも

のであります。

※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        33,260千円 
    工具器具備品     6,098千円 
      その他          900千円
※４ 特別損失における減損損失の内容

 当事業年度において、キャッシュ・フローを生
み出す最小単位でグルーピングした以下の資産グ
ループについて減損損失を計上しております。 
    ①主な用途 
     千社貼札機器 
    ②種類 
     工具器具備品 391台 
     建設仮勘定  9台 
    ③減損損失額    51,598千円 
 千社貼札機器の営業損益が継続してマイナスと
なっている資産グループの帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。 
その種類毎の減損損失は以下のとおりでありま
す。 
種類およびその減損損失額 
    工具器具備品   45,456千円 
    建設仮勘定     6,142千円 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は主と
して使用価値により測定しており、将来キャッシ
ュ・フロー見積額を2.4％で割引いて算定しており
ます。
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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） 

 １．自己株式に関する事項 

 
  

当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 １．自己株式に関する事項 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 1,838 － － 1,838

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 1,838 － － 1,838
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

工具器具備品 合計

取得価額相当額 
（千円）

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

 

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）

3,551 3,551

期末残高相当額 
（千円）

6,858 6,858

 

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,893千円

１年超 7,113千円

 合計 9,007千円
 

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,998千円

１年超 5,114千円

 合計 7,113千円

 

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
 

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 2,394千円

減価償却費相当額 2,082千円

支払利息相当額 500千円

４．減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存期間を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法は、利息法に

よっております。

５．利息相当額の算定方法

同左
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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。 

  

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。 

  

(有価証券関係)

前事業年度（平成19年12月31日）

当事業年度（平成20年12月31日）
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(税効果会計関係)
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該当事項はありません。 

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

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１株当たり純資産額 18,408.98円 １株当たり純資産額 4,684.60円

１株当たり当期純損失金額 864.77円 １株当たり当期純損失金額 4,114.37円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

864.69円
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、１株当たり当期純損失が計上されているため記載
しておりません。

前事業年度
(平成19年12月31日）

当事業年度
(平成20年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,580,965 2,259,905

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 9,009 ( － )

（うち新株予約権） (9,009) ( － )

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,571,956 2,259,905

期末の普通株式の数(株) 139,712 482,412

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当期純利益または当期純損失（△）（千円） 88,353 △1,267,470

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益または当期純損失
（△）（千円）

88,353 △1,267,470

期中平均株式数（株） 102,169.5 308,059.2

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 864.69
－

当期純利益（又は純損失）調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 9.5 342,700

（うち第１回新株予約権に係る増加数）（株） （9.5） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

平成16年３月30日定時株
主総会決議による自己株
式取得方式のストックオ
プション（株式の数160
株）

同左
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(重要な後発事象)

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日)

当事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日)

１ 重要な新株の発行 
 平成19年12月28日付の臨時取締役会決議にて、第三者割
当の方法による新株予約権の発行を決定し、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発行する新株予約権の個数 12,000個 
③新株予約権の発行価格 2,000円 
④新株予約権の発行総額 24,000千円 
⑤発行する株式の数 120,000株 
⑥行使時の払込金額 １株につき8,970円 
⑦行使時の払込総金額 1,076,400千円 
⑧行使時の払込金額のうち資本へ組み入れる額4,485円 
⑨払込期日 平成20年１月15日 
⑩資金の使途 
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。

１ 重要な資金の借入
 平成21年１月30日付で、金銭消費貸借契約書に基づき、
資金の借入をいたしました。

 ①資金使途 運転資金

 ②借入先の名称 株式会社アールイーキャピタル

 ③借入金額 10,000,000円

 ④借入の返済期限 平成21年２月16日

 ⑤保証の内容 平成21年２月16日期日で
10,598,973円(利息、事務手数料
を含む)の約束手形を担保として
振出

 なお、上記借入は平成21年２月16日に返済が完了し、同
時に担保として振り出した手形も回収しております。

２ 重要な債務保証

 平成21年１月16日、ソブリンアセットマネジメントジャ
パン株式会社の債務42,000,000円を保証する目的で
42,000,000円の手形を振り出しております。

 (1) 債務保証の概要

  ①債務保証の内容 ソブリンアセットマネジメントジ
ャパン株式会社の株式会社アール
イーキャピタルからの借入金に対
する債務保証

  ②債務保証額 42,000,000円

  ③債務保証期間 平成21年１月16日より平成21年１
月21日

  (2) 保証先の概要

ソブリンアセットマネジメントジ
ャパン株式会社

コンサルティング業

 なお、上記債務保証は、平成21年２月25日に解除されて
おり、同時に振り出した手形も回収しております。

デザインエクスチェンジ㈱(4794)平成20年12月期 決算短信

- 78 -



役員の異動については現在検討中であり、決定次第速やかに公表いたします。 

当該事項はありません。 

  

６ その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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