
 各位                                平成22年９月17日      

                     上場会社名 デザインエクスチェンジ株式会社 

                           (コード番号：4754） 

                     本社所在地 東京都目黒区青葉台３丁目16番 

                     代表者   代表取締役  森谷一彦 

                     問合せ先  取締役    前田雅弘 

                     電話番号  03-5458-7038 

  

(訂正・数値データ訂正あり)   「平成21年12月期 第１四半期決算短信」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) 

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 

 

 

 

 

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

(％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 ： 無 

1. 平成21年12月期第１四半期の連結業績（平成21年１月１日～平成21年３月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

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

20年12月期第１四半期 210 △62.3 △197 ― △154 ― △153 ―

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

21年12月期第１四半期 △342 29 ― ―
20年12月期第１四半期 △863 45 ― ―

 (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

21年12月期第１四半期 2,938 2,144 73.0 4,445 83

20年12月期 2,966 2,247 75.8 4,658 83

(参考) 自己資本 21年12月期第１四半期 2,144百万円 20年12月期 2,247百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(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

20年12月期 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

21年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21年12月期(予想) ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

3. 平成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）

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



  
(訂正後) 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

 

 

 

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

(％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 ： 無 

1. 平成21年12月期第１四半期の連結業績（平成21年１月１日～平成21年３月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

21年12月期第１四半期 102 ― △146 ― △174 ― △175 ―

20年12月期第１四半期 210 △62.3 △208 ― △164 ― △163 ―

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

21年12月期第１四半期 △363 96 ― ―
20年12月期第１四半期 △922 26 ― ―

 (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

21年12月期第１四半期 3,026 2,018 66.7 4,184 09

20年12月期 3,067 2,131 69.5 4,418 76

(参考) 自己資本 21年12月期第１四半期 2018百万円 20年12月期 2131百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(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

20年12月期 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

21年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21年12月期(予想) ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00

3. 平成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）

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



 (訂正前)  
   (前略) 
 以上の結果、デザイン事業については、売上高102,813千円（前年比47.7％減）、営業損失136,059千円
（前年は営業損失88,035千円）を計上いたしました。 

       (中略) 
以上の結果、当社の連結売上高は102,813千円（前年比51.4％減）、連結営業損失は136,109千円（前年

は連結営業損失197,722千円）、連結経常損失は164,030千円（前年は連結経常損失154,109千円）となり
ました。 
 特別損益については、連結子会社のDEX IMAGE PTE LTDが清算手続中であることから、債権の貸倒損失
78千円を計上し、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、四半期純損失は165,126
千円（前年は四半期純損失153,482千円）となりました。    

 (訂正後) 

   (前略)  
以上の結果、デザイン事業については、売上高102,813千円（前年比47.7％減）、営業損失146,562千円

（前年は営業損失88,035千円）を計上いたしました。 
        (中略) 

 以上の結果、当社の連結売上高は102,813千円（前年比51.4％減）、連結営業損失は146,562千円（前
年は連結営業損失208,175千円）、連結経常損失は174,483千円（前年は連結経常損失164,562千円）とな
りました。 
 特別損益については、連結子会社のDEX IMAGE PTE LTDが清算手続中であることから、債権の貸倒損失
78千円を計上し、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、四半期純損失は175,579
千円（前年は四半期純損失163,935千円）となりました。    

  

(訂正前) 

流動資産は、477,807千円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて受取手形および売掛金が
22,534千円減少し、その他の流動資産が7,037千円減少したことなどによります。 
 固定資産は、2,457,788千円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて投資その他の資産が
17,014千円増加し、有形固定資産が減価償却により10,583千円減少し、ソフトウェアおよびコンテンツ等
の減価償却により25,403千円減少したことなどによります。 
この結果、総資産は2,938,484千円となりました。 

流動負債は、787,690千円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて支払手形及び買掛金が
11,727千円増加し、未払金が57,482千円増加したことなどによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて退職給付引当金が4,678千円減少したことにより、6,074千円と
なりました。 
 この結果、負債合計は、793,764千円となりました。 

純資産合計は、2,144,720千円となりました。これは、新株式申込証拠金が45,000千円計上されました
が、主として、利益剰余金が165,126千円減少したことなどによります。 

  
    (訂正後) 

流動資産は、563,521千円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて受取手形および売掛金が
22,534千円減少し、その他の流動資産が7,037千円減少したことなどによります。 
 固定資産は、2,459,809千円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて投資その他の資産が
17,014千円減少し、有形固定資産が減価償却により10,583千円減少し、ソフトウェアおよびコンテンツ等
の減価償却により25,403千円減少したことなどによります。 
この結果、総資産は3,026,220千円となりました。 

流動負債は、1,001,690千円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて支払手形及び買掛金が
11,727千円増加し、未払金が57,482千円増加したことなどによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて退職給付引当金が4,678千円減少したことにより、6,074千円と
なりました。 
 この結果、負債合計は、1,007,764千円となりました。 

純資産合計は、2,018,455千円となりました。これは、新株式申込証拠金が45,000千円計上されました
が、主として、利益剰余金が147,731千円減少したことなどによります。 

  
  

・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

（資産）

（負債）

（純資産）

（資産の部）

（負債の部）

（純資産の部）



(訂正前) 

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21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20年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,459 647 

受取手形及び売掛金 79,733 103,195 

有価証券 － － 

商品及び製品 － 1,240 

仕掛品 687 － 

原材料及び貯蔵品 － － 

短期貸付金 145,495 135,682 

前渡金 238,875 239,968 

その他 10,562 17,599

貸倒引当金 △6 △935 

流動資産合計 477,807 497,398

固定資産 

有形固定資産 

機械、運搬具及び工具器具備品 341,262 341,878 

減価償却累計額 △152,666 △143,034 

減損損失累計額 △45,456 △45,456 

機械、運搬具及び工具器具備品（純
額） 

143,140 153,388 

その他 36,209 36,390 

減価償却累計額 △7,713 △6,761 

その他（純額） 28,495 29,628 

土地 － － 

有形固定資産合計 171,636 183,017 

無形固定資産 

著作権前渡金 1,660,000 1,657,500

コンテンツ 99,085 109,271 

その他 81,242 86,755 

無形固定資産合計 1,840,328 1,853,527

投資その他の資産 445,824 428,810 

固定資産合計 2,457,788 2,465,354

繰延資産 2,888 4,119 

資産合計 2,938,484 2,966,872



 
  

(単位：千円) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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20年12月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 42,639 30,912 

短期借入金 12,400 17,000 

未払金 655,667 598,185

未払法人税等 15,618 12,688 

返品調整引当金 837 812 

企業買収関連引当金 34,891 34,891 

その他 25,635 14,154 

流動負債合計 787,690 708,644

固定負債 

長期借入金 － － 

引当金 6,074 10,752 

その他 － － 

固定負債合計 6,074 10,752 

負債合計 793,764 719,397

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,165,970 2,165,970 

新株式申込証拠金 ※２ 45,000 － 

資本剰余金 2,619,499 2,619,499 

利益剰余金 △2,524,101 △2,358,975

自己株式 △42,989 △42,989 

株主資本合計 2,263,378 2,383,504

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △117,369 △134,763 

繰延ヘッジ損益 － － 

土地再評価差額金 － － 

為替換算調整勘定 △1,288 △1,266 

評価・換算差額等合計 △118,657 △136,030 

新株予約権 － － 

少数株主持分 － － 

純資産合計 2,144,720 2,247,474

負債純資産合計 2,938,484 2,966,872



  
(訂正後) 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,459 647

受取手形及び売掛金 79,733 103,195

有価証券 － －

商品及び製品 － 1,240

仕掛品 687 －

原材料及び貯蔵品 － －

短期貸付金 145,495 135,682

前渡金 238,875 239,968

未収消費税等 90,906 97,778

貸倒引当金 △6 △935

その他 5,370 5,534

流動資産合計 563,521 583,112

固定資産

有形固定資産

機械、運搬具及び工具器具備品 341,262 341,878

減価償却累計額 △152,666 △143,034

減損損失累計額 △45,456 △45,456

機械、運搬具及び工具器具備品（純
額）

143,140 153,388

その他 36,209 36,390

減価償却累計額 △7,713 △6,761

その他（純額） 28,495 29,628

土地 － －

有形固定資産合計 171,636 183,017

無形固定資産

著作権 1,662,020 1,672,473

コンテンツ 99,085 109,271

その他 81,242 86,755

無形固定資産合計 1,842,348 1,868,501

投資その他の資産 445,824 428,810

固定資産合計 2,459,809 2,480,328

繰延資産 2,888 4,119

資産合計 3,026,220 3,067,560



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 42,639 30,912

短期借入金 12,400 17,000

未払金 869,667 740,685

未払法人税等 15,618 12,688

返品調整引当金 837 812

企業買収関連引当金 34,891 34,891

その他 25,635 14,154

流動負債合計 1,001,690 925,144

固定負債

退職給付引当金 6,074 10,752

固定負債合計 6,074 10,752

負債合計 1,007,764 935,897

純資産の部

株主資本

資本金 2,165,970 2,165,970

新株式申込証拠金 ※２ 45,000 －

資本剰余金 2,619,499 2,619,499

利益剰余金 △2,650,366 △2,474,787

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 2,137,113 2,267,692

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △117,369 △134,763

繰延ヘッジ損益 － －

土地再評価差額金 － －

為替換算調整勘定 △1,288 △1,266

評価・換算差額等合計 △118,657 △136,030

新株予約権 － －

少数株主持分 － －

純資産合計 2,018,455 2,131,662

負債純資産合計 3,026,220 3,067,560



   (訂正前) 

 
  

(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) 

当第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) 

売上高 102,813 

売上原価 67,308 

売上総利益 35,505 

販売費及び一般管理費 ※ 171,614

営業損失（△） △136,109

営業外収益 

受取利息 1 

受取配当金 － 

その他 335 

営業外収益合計 337 

営業外費用 

支払利息 352 

為替差損 24,697 

その他 3,209 

営業外費用合計 28,259 

経常損失（△） △164,030

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 

特別利益合計 － 

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

法人税、住民税及び事業税 1,017 

法人税等調整額 － 

法人税等合計 1,017 

少数株主利益 － 

四半期純損失（△） △165,126



  
   (訂正後) 

(単位：千円)

当第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)

売上高 102,813

売上原価 67,308

売上総利益 35,505

販売費及び一般管理費 ※ 182,067

営業損失（△） △146,562

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 －

その他 335

営業外収益合計 337

営業外費用

支払利息 352

為替差損 24,697

その他 3,209

営業外費用合計 28,258

経常損失（△） △174,483

特別利益

貸倒引当金戻入額 －

特別利益合計 －

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（△） △174,561

法人税、住民税及び事業税 1,017

法人税等調整額 －

法人税等合計 1,017

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △175,579



(訂正前) 

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円) 

当第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) 

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利益 △164,108

減価償却費 43,054

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 

支払利息 352 

為替差損益（△は益） 27,004 

売上債権の増減額（△は増加） 23,462 

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 

その他 48,191 

小計 △8,995 

利息及び配当金の受取額 1 

利息の支払額 △352 

法人税等の支払額 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,346 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

無形固定資産の取得による支出 △17,886 

差入保証金の回収による収入 1,000 

著作権の取得による支出 △2,500 

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,386 

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 

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 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,855 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,812 

現金及び現金同等物の期首残高 647 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,459 



  
 (訂正後) 

(単位：千円)

当第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)

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利益 △174,561

減価償却費 53,507

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

支払利息 352

為替差損益（△は益） 27,004

売上債権の増減額（△は増加） 23,462

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

その他 48,191

小計 △8,995

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △352

法人税等の支払額 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出 △17,886

差入保証金の回収による収入 1,000

著作権の取得による支出 △2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,386

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

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

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,812

現金及び現金同等物の期首残高 647

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,459



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第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) 

(訂正前) 

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１四半期連結累計期間においても、136,109千円
の営業損失および165,126千円の四半期純損失を計上し、現金及び現金同等物が低水準で推移しまし
た。 
     (後略) 

  

(訂正後) 

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１四半期連結累計期間においても、146,562千円
の営業損失および175,579千円の四半期純損失を計上し、現金及び現金同等物が低水準で推移しまし
た。 

      (後略) 

(4) 継続企業の前提に関する注記


