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(訂正) 「平成20年12月期 第３四半期財務・業績の概況」の一部訂正について 

  

当社は平成22年９月10日付「第三者調査委員会の調査報告と過年度決算の訂正概要のお知らせ」にお

いて財務諸表等への影響額が判明し、過年度決算の訂正を行う旨をお知らせしました。このたび、過年

度決算の具体的な内容が確定しましたので以下のとおりお知らせいたします。 

  

 なお、訂正箇所については、訂正箇所に＿を付して表示しております。 



  
  

(訂正前) 
    

 
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） 

 

 

 

 

 
 (後略) 

(訂正後) 

 
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） 

 

 
  

 
  

 

 
 (後略) 

  

(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

(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 △514 ― △496 ― △1,151 ―
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 3,162 2,268 71.7 6,825 17

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



(訂正前) 

        (前略) 

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。 

  

(訂正後) 

          (前略) 

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514百万円（前年同期は連結営業利益106百万

円）、連結経常損失は496百万円（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1,151百万円（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。 

  

(訂正前) 

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。 

       (中略) 

(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。 

              (後略) 

  

(訂正後) 

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、3,162百万円と

なりました。また、純資産は、前連結会計年度末に比べ131百万円減少し、2,268百万円となりました。

【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

２．連結財政状態に関する定性的情報



        (中略) 

(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1,147百万円、減価償却費157百万円、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。 

  



(訂正前) 

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



  

 
  

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 △2,208,306 △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 2,368,723 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



  
(訂正後) 

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 未収消費税 － 90,159 －

 ６ その他 26,854 61,252 33,069

   貸倒引当金 △ 52,530 △ 1,071 －

  流動資産合計 974,381 32.0 377,371 11.9 621,426 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 － － 960,000

  (6) 著作権 － 1,682,926 －

  (7) その他 4,509 4,382 4,437

  無形固定資産合計 853,420 1,886,313 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 2,779,820 87.9 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 3,162,810 100.0 3,166,066 100.0



  

 
  

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 24.3 881,899 27.9 726,564 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 23.7 766,139 24.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,477,845 48.5 2,083,170 65.9 1,620,855 51.2

 ２ 資本剰余金 1,931,523 63.4 2,536,849 80.2 2,074,533 65.6

 ３ 利益剰余金 △ 1,124,611 △ 36.9 △ 2,208,306 △69.8 △ 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 2,368,723 75.9 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 △ 3.1 △ 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 △ 3.2 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 2,268,769 71.7 2,399,927 75.8

  負債純資産合計 3,048,333 100.0 3,162,810 100.0 3,166,066 100.0



(訂正前) 

(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



  
(訂正後) 

 

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 53.8 774,475 126.7 937,426 62.1

     営業利益 106,828 8.7 － － － －

     営業損失 － － 514,336 84.2 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 － － 496,192 81.2 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
－ － 1,147,443 187.7 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 － － 1,151,816 183.5 94,546 6.3



(訂正前) 

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) 

 

 
  

(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



  
(訂正後) 

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) △ 1,151,816 △ 1,151,816

  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 △ 919,526 5,105

平成20年９月30日 残高(千円) 2,083,170 2,536,849 △ 2,208,306 △ 42,989 2,368,723

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) － △ 1,151,816

  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 △ 131,158

平成20年９月30日 残高(千円) △ 98,781 △ 1,171 △ 99,953 － 2,268,769



(訂正前) 

 
      (後略) 

(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



  

(訂正後) 

 
  (後略) 

  

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
－ △ 1,147,443 △89,033

 ３ 減価償却費 97,063 157,957 139,451

  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



 
(訂正前) 

(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

(訂正前)
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。 
      (後略)

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。 
  
 
  
 
  
          (後略) 
        

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。 
  
 
  
 
  
         (後略)

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。 
      (後略)

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、514,336千
円の営業損失および1,151,816千
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。 
  
 
  
 
  
          (後略) 
        

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。 
  
 
  
 
  
         (後略)



  

 (訂正前) 

 
     (訂正後) 

 
  

  

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)

１～３ 省略          (省略)         (省略)        (省略)

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 有形固定資産

     (省略)

(1) 有形固定資産

     (省略)

(1) 有形固定資産

    (省略)

(2) 無形固定資産

     (省略)

   

  

 

  

 

  

 

  

  

(2) 無形固定資産

     (省略)

     (省略)

(2) 無形固定資産

     (省略)

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)

１～３ 省略          (省略)         (省略)        (省略)

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 有形固定資産

     (省略)

(1) 有形固定資産

     (省略)

(1) 有形固定資産

    (省略)

(2) 無形固定資産

     (省略)

   

  

 

  

 

  

 

  

  

(2) 無形固定資産

     (省略)

  著作権
「文学的及び美術的著作
物の保護に関するベルヌ
条約」において著作権の
保護期間として著作者の
死後50年となっており、
故黒澤明監督の死後９年
経過しているため41年と
しております。  
     (省略)

(2) 無形固定資産

     (省略)



(訂正前) 

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 

 
  

(訂正後) 

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 

(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)

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

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 701,393 73,555 148,246 923,194 202,337 1,125,533

営業利益(又は営業損失) (249,754) (46,379) (15,865) (311,998) (202,337) (514,336)

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、黒澤コンテンツのリメイク等の許諾プロデュース
及びマネジメント

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



(訂正前) 

  

 
(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） 
 



  
(訂正後) 

 
(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。 

 
  

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 6,825.17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

4,596.00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 2,268,769 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 2,268,769 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 (1,151,816) （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 (1,151,816) （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） 
 



(訂正前) 

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



  

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



  
(訂正後) 

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 未収消費税 － 90,159 ー

 ６ その他 ※２・４ 28,650 60,697 29,518

     貸倒引当金 － △ 7 －

     流動資産合計 549,364 17.7 220,306 4.3 331,493 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 － － 960,000

   (5) 著作権 ー 1,682,926 －

   (5) その他 4,509 4,382 4,437

    無形固定資産合計 164,152 1,886,311 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 2,906,069 92.7 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 3,131,997 100.0 3,351,560 100.0



 
  

  

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 555,704 625,253 514,292

 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 22.7 834,617 26.6 731,019 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 24.1 846,759 27.0 770,594 23.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,477,845 47.6 2,083,170 66.5 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 80.9 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 △2,193,010 △1,080,340

  利益剰余金合計 △ 1,014,323 △32.7 △ 2,193,010 △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 2,384,020 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 △ 3.2 △ 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 2,285,237 76.8 2,580,965 77.0

   負債純資産合計 3,100,675 100.0 3,131,997 100.0 3,351,560 100.0



(訂正前) 

(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 － －



  
(訂正後) 

 
  

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 49.9 739,426 126.6 814,912 58.3

     営業利益 190,481 16.8 － － 87,760 6.3

     営業損失 － － 467,270 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 － － 455,429 78.0 － －

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

－ － 1,108,507 189.8 － －

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 － － 1,112,670 190.5 － －



(訂正前) 

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) 

 

 
  

(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 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



  
(訂正後) 

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) － △ 1,112,670
△ 

1,112,670
△ 1,112,670

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 △ 1,112,670

△ 

1,112,670
－ △188,040

平成20年９月30日 残高 

(千円)
2,083,170 1,813,670 723,178 2,536,849 △ 2,193,010 △2,193,010 △ 42,989 2,384,020

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) － △ 1,112,690

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 △ 295,748

平成20年９月30日 残高 

(千円)
△ 98,781 △ 98,781 － 2,285,237



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

(訂正前) 

 
(訂正後) 

 
  

(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．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１四半期会計期間にお

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、211百万円の

営業利益および216百万円の第１四

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。 

  

        (後略)

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１四半期会計期間

において、435百万円の営業損失及

び1,081百万円の第１四半期純損失

を計上しております。 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

         (後略) 

 

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。 

     (後略)    

 

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１四半期会計期間にお

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、211百万円の

営業利益および216百万円の第１四

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。 

  

        (後略)

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１四半期会計期間

において、467百万円の営業損失及

び1,112百万円の第１四半期純損失

を計上しております。 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

         (後略) 

 

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。 

     (後略)    

 



  

(訂正前) 

 
(訂正後) 

 
  

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

         (省略)         (省略)        (省略)

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

     (省略)

(1) 有形固定資産

     (省略)

(1) 有形固定資産

    (省略)

(2) 無形固定資産

     (省略)

   

  

 

  

 

  

 

  

  

(2) 無形固定資産

     (省略)

     (省略)

(2) 無形固定資産

     (省略)

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

         (省略)         (省略)        (省略)

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

     (省略)

(1) 有形固定資産

     (省略)

(1) 有形固定資産

    (省略)

(2) 無形固定資産

     (省略)

   

  

 

  

 

  

 

  

  

(2) 無形固定資産

     (省略)

  著作権
「文学的及び美術的著作
物の保護に関するベルヌ
条約」において著作権の
保護期間として著作者の
死後50年となっており、
故黒澤明監督の死後９年
経過しているため41年と
しております。  
     (省略)

(2) 無形固定資産

     (省略)



 (訂正前) 

(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



  
(訂正後) 

 
  

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 99,093千円
 

 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

(訂正前)


