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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第1四半期 83 △19.0 △83 ― △88 ― △87 ―

21年12月期第1四半期 102 ― △136 ― △164 ― △165 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年12月期第1四半期 △92.84 ―

21年12月期第1四半期 △342.29 ―

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

22年12月期第1四半期 1,691 748 44.2 793.88
21年12月期 1,738 827 47.6 878.50

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  748百万円 21年12月期  827百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

166 ― △164 ― △170 ― △170 ― △180.39

通期 737 ― 10 ― 7 ― 7 ― 7.43
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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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。業績予想の前提、その他の関連する事項については、添付資料の4ページをご参照下しさい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年12月期第1四半期 944,250株 21年12月期  944,250株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  1,838株 21年12月期  1,838株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 942,412株 21年12月期第1四半期 484,412株
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、失業率が依然として高水準にあるなど厳しい状況

が続いています。また、世界経済におきましても中国、インド、ブラジル等新興国が世界経済を牽引し

回復の兆しが見え始めたものの、一部の国の経済政策及び財政政策の失敗等により景気低迷が継続する

中、デフレの影響など景気を下押しするリスクが存在するなど、先行きについても不透明であります。

わが国の個人消費は経済対策の効果もあり持ち直してきつつあり、国内企業のソフトウエアへの投資も

下げ止まりの兆候が見られるものの、広告宣伝への需要の長引く冷え込みは当社のコンテンツ需要への

回復の遅れにつながっております。 

 事業別の状況は次のとおりであります。 

（デザイン事業）  

 Webコマース事業では、従来よりデジタル素材販売のポータルサイト「DEX WEB（www.dex.ne.jp）」を

運営しておりますが、当連結会計年度においても、同ポータルサイトにおける「満タンWEB」、「DEX 

font」及び「DEX IMAGE」シリーズのストック商品の売上高は低迷しております。  

 サービス事業では、携帯電話内蔵用コンテンツの制作など事業会社からの注文を受けておりますが、事

業会社の業績悪化に伴う販売促進費の削減により受注単価等が低下し、売上高が低迷しております。  

 電子書籍事業では、NTTドコモ、au、ソフトバンク及びニンテンドーDS（R）の公式サイトとして携帯電

子コミックの配信を行っておりますが、引き続き、市場のニーズに合った配信用コンテンツを充実に努

め、更なる収益力の向上を図って参ります。  

 千社貼札事業では、従来より「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実施

しておりますが、個人消費の低迷により自動印刷機一台当りの月間売上高が低迷しております。  

（システムインテグレーション事業）  

 経済環境の悪化により、当第１四半期連結会計期間においても大幅な収益増加につながる案件は発生い

たしませんでした。  

（コンテンツ事業）  

 当社は、故黒澤明監督の手掛けた全脚本の50％の著作権を保有しておりますことから、「株式会社黒澤

プロダクション」などと共にAK100実行委員会を組織し、故黒澤明監督生誕100周年記念イベント

「AK100」プロジェクトを主催して参りました。平成21年12月18日から平成22年１月17日までの期間は、

「AK100 ワールドツアー IN 香港 - 黒澤明生誕100年祭」と題して、国際都市香港においてアジア各国の

映画関係者を招きイベントを開催いたしました。このイベントは、香港政府観光局を始め、国土交通省観

光庁の後援、在香港日本国領事館、香港日本文化協会等の協力の下、日本及び海外の有力企業各社の協賛

を得て、香港を代表する企業グループである「スワイヤーグループ」と当社がメインスポンサーとして開

催したもので、黒澤監督に関する多くの展示物やコンサート等の文化事業を行い、多数のテレビ、新聞及

び雑誌等でも取り上げられるなど、黒澤コンテンツは改めてアジア映画界において脚光を浴びました。  

 なお、平成22年度は故黒澤明監督生誕100周年記念イベントの開催が本格化し、世界及び日本の各地で

催されることから、黒澤脚本の映画化、リメイク化、テレビドラマ化及びゲーム化等を実現するために努

めて参ります。  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、連結売上高83,308千円（前年同期比19.0 ％減）、連

結売上総利益45,647千円（前年同期比28.6％増）、連結営業損失83,164千円（前年同四半期は連結営業損失

136,109千円）、連結経常損失88,149千円（前年同四半期は連結経常損失164,030千円）となりました。更

に、法人税、住民税及び事業税などを加減算した結果、四半期純損失は87,492千円（前年同四半期は四半期

純損失165,126千円）となりました。 

・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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当第１四半期連結会計期間末の総資産は、1,691,197千円となり、前連結会計年度末（1,738,763千円）

に比べて47,565千円減少しております。これは主に、現金及び預金が42,734千円減少したことによるもの

です。  

当第１四半期連結会計期間末の負債は、943,034千円となり、前連結会計年度末（910,851千円）に比べ

て32,183千円増加しております。これは主に、短期借入金3,600千円の増加、未払金が14,584千円増加、

及び預り金5,003千円の増加によるものです。  

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、748,163千円となり、前連結会計年度末(827,911千円)に比べ

て79,748千円減少しました。これは主に、税金等調整前四半期純損失88,149千円を計上したことによるも

のです。 

長引く景気低迷の下、前述のコンテンツ需要低迷に加え、当初計画していた事業展開及び大型案件の成

約に遅れが生じ、売上見込みが大幅に下回ったことで、営業利益の減少につながってしまいました。この

ため当社は平成22年２月に公表しました業績予想を修正いたします。  

 このように当社が属するコンテンツ業界の経営環境は依然として厳しい状況にありますが、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及び新たなサービスの台頭など、今後も拡大していく

ものと考えます。当社は選択と集中の方針の下、事業の合理化、効率化及び効果的なマーケティング展開

を図るとともに、収益性の高いコンテンツ商品の販路拡大による売上総利益率の改善を行い、経費のうち

大きな負担となっていた支払手数料等の軽減を図ることによりコスト削減を推進し、既存事業と新規事業

の育成と共に売上の増大及び利益率の向上を目指し、黒字転換を図って参ります。具体的な、営業施策は

次のとおりであります。  

①デザイン事業  

 Webコマース事業では、「DEX WEB」のお客様満足度の向上をモットーに商品の販売戦略や商品の拡充を

図ります。また、法人営業担当部門の組織力を強化し、コンテンツライセンス市場の拡大や新規市場の開

拓を積極的に推進します。  

 電子書籍事業では、コンテンツの著作者や版権元との許諾提携を拡大し、携帯電話サイトやパソコンサ

イトなど電子書店サイトへのコンテンツの提供数の増大を図ります。また、許諾提携を受けたコンテンツ

については、電子書籍として活用するだけではなく、多種多様な企業・パートナーと協力し、新たなソリ

ューションとしても提供して参ります。これらにより、販売サイト数や販売ジャンルの拡大を推進して参

ります。  

②コンテンツ事業  

 平成22年は故黒澤明監督生誕100周年にあたり、昨年モナコ公国や香港で開催したイベントに続き、廿

日市市宮島など国内外において各種記念イベントが本格的に開催されます。これらのイベントには、多数

の映画関係者や経済界の要人が来場し、当社の黒澤コンテンツ事業の推進機運が高まることから、当社は

関係各社と映画リメイクやテレビドラマ等の黒澤コンテンツ活用の協議を進め、早期の事業化に動いて参

ります。   

これらの営業施策を実現するための財務基盤強化策として、外部からの資金調達を行なっていく予定であ

ります。  

以上により、当期の見通しにつきましては、通期の連結売上高737百万円、連結営業利益10百万円、

連結経常利益7百万円、連結当期純利益7百万円を見込んでおります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産、負債、純資産の状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

「５【四半期連結財務諸表】(４）継続企業の前提に関する注記」に記載のとおりであります。 

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,194 46,928

受取手形及び売掛金 69,721 69,664

短期貸付金 2,952 3,932

前渡金 29,206 29,206

未収還付消費税 89,646 89,646

その他 11,877 3,297

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 207,595 242,673

固定資産

有形固定資産

建物 25,585 25,585

減価償却累計額 △4,177 △3,173

建物（純額） 21,408 22,412

工具、器具及び備品 317,652 316,371

減価償却累計額 △179,450 △170,541

減損損失累計額 △68,918 △68,918

工具、器具及び備品（純額） 69,283 76,911

その他 472 －

有形固定資産合計 91,164 99,323

無形固定資産

ソフトウエア 53,698 59,157

著作権 857,142 857,142

コンテンツ 70,139 74,217

その他 3,351 3,511

無形固定資産合計 984,333 994,029

投資その他の資産 407,138 401,418

固定資産合計 1,482,635 1,494,770

繰延資産 966 1,319

資産合計 1,691,197 1,738,763
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,184 16,593

短期借入金 8,500 4,900

未払金 533,575 518,990

未払法人税等 6,901 7,281

企業買収関連引当金 34,891 34,891

預り金 23,175 18,172

その他 11,323 3,870

流動負債合計 633,551 604,699

固定負債

長期借入金 302,375 299,222

退職給付引当金 3,290 3,113

その他 3,816 3,816

固定負債合計 309,482 306,152

負債合計 943,034 910,851

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,070 2,232,070

資本剰余金 337,788 337,788

利益剰余金 △1,651,461 △1,556,186

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 875,407 970,682

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △128,258 △142,283

為替換算調整勘定 1,014 △486

評価・換算差額等合計 △127,243 △142,770

純資産合計 748,163 827,911

負債純資産合計 1,691,197 1,738,763
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 102,813 83,308

売上原価 67,308 37,660

売上総利益 35,505 45,647

販売費及び一般管理費 171,614 128,812

営業損失（△） △136,109 △83,164

営業外収益

受取利息 1 49

その他 335 14

営業外収益合計 337 64

営業外費用

支払利息 352 24

為替差損 24,697 3,675

新株発行費償却 － 352

違約金 － 996

その他 3,209 －

営業外費用合計 28,259 5,049

経常損失（△） △164,030 △88,149

特別損失

貸倒損失 78 －

特別損失合計 78 －

税金等調整前四半期純損失（△） △164,108 △88,149

法人税、住民税及び事業税 1,017 △657

法人税等合計 1,017 △657

四半期純損失（△） △165,126 △87,492
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △164,108 △88,149

減価償却費 43,054 37,498

貸倒引当金の増減額（△は減少） 769 －

受取利息及び受取配当金 △1 △49

支払利息 352 24

為替差損益（△は益） 27,004 △1,389

売上債権の増減額（△は増加） 23,462 △7,340

たな卸資産の増減額（△は増加） 552 －

仕入債務の増減額（△は減少） 11,726 △1,408

その他 48,191 24,189

小計 △8,995 △36,626

利息及び配当金の受取額 1 49

利息の支払額 △352 －

法人税等の支払額 － △892

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,346 △37,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 － △1,753

無形固定資産の取得による支出 △17,886 △10,451

保証金の返還による収入 1,000 －

著作権の取得による支出 △2,500 －

その他 － 910

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,386 △11,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,600 3,600

長期借入れによる収入 － 3,152

新株式申込証拠金払込による収入 45,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 40,400 6,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,855 △622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,812 △42,633

現金及び現金同等物の期首残高 647 46,928

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △100

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,459 4,194
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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１四半期連結会計期間においても、83,164千円の

営業損失、87,492千円の四半期純損失を計上しており、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような事象または状況が存在しております。 

 ２.当該事象または状況を解消し、改善するための対応策 

当社グループは、当該状況を解消するための施策として、法人営業を強化し収益力の向上を実現さ

せ、売上高に見合う営業収益及び営業キャッシュ・フローの確保を図り、また販売費及び一般管理費に

ついては、費用対効果を徹底的に検証のうえ、更なる経費の圧縮に努めて参ります。 

①デザイン事業の拡大     

 Webコマース事業においては、新ジャンルのコンテンツを新規投入するなど、ユーザーの更なる利便

性向上を目的とした商品の見直しを行い、万全のサービス体制を整えて参ります。また、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行いま

す。  

 サービス事業においては、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の販売力を強

化し、携帯機器各社への積極的なアプローチを仕掛けて参ります。  

 電子書籍事業においては、携帯マンガ配信ビジネスのコンテンツの多様化、異業種とのコラボレーシ

ョン及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参ります。  

 なお、今後は動画配信システムのASP事業への算入も目指しており、これまでに培ったネット配信シ

ステムの構築技術や配信技術を活用し、既存事業分野の枠内で、動画のインターネット及び携帯電話で

のASP配信システムの事業者として本格参入して参ります。   

②コンテンツ事業の推進   

 当社は、故黒澤明監督の手掛けた全脚本の50％の著作権を保有しておりますことから、株式会社黒澤

プロダクションなどと共にAK100実行委員会を組織し、故黒澤明監督生誕100周年記念イベント

「AK100」プロジェクトを主催して参りました。  

 「AK100 ワールドツアー IN 香港 - 黒澤明生誕100年祭」は平成21年12月18日から平成22年１月17日

までの期間、国際都市香港においてアジア各国の映画関係者を招き開催されました。この催しは、香港

政府観光局を始め、国土交通省観光庁の後援、在香港日本国領事館、香港日本文化協会等の協力の下、

日本及び海外の有力企業各社の協賛を得て、香港を代表する企業グループであるスワイヤーグループと

当社がメインスポンサーとして開催し、黒澤監督に関する多くの展示物やコンサート等の文化事業を行

い、多数のテレビ、新聞及び雑誌等で取り上げられ、黒澤コンテンツは改めてアジア映画界において脚

光を浴びました。 

更に平成22年度は、故故黒澤明監督生誕100周年記念イベントが世界及び日本の各地で開催する こ

とから、黒澤脚本の映画化、リメイク化、アニメ化及びゲーム化等を実現させるなど収益向上に努めて

参ります。 

③徹底したコスト削減    

 社内業務体制の効率化を検証し、徹底したコストの削減を図って参ります。また、財務基盤を強化す

るため、当社の経営理念及び経営方針にご理解とご賛同をいただき、外部からの資金調達を実行して参

ります。  

しかし、上記の対応策に関しては、営業施策面においては、計画どおりに推移しない可能性があるた

め、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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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四

半期連結財務諸表には反映していない旨 

 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四半期

連結財務諸表には反映しておりません。 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるデザイン事業の割合が、いずれも

90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるデザイン事業の割合が、いずれも90％を

超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるデザイン事業の割合が、いずれも90％を

超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(5) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

 【所在地別セグメント情報】

 【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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