
 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２四半期決算短信」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、対前期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ：有 

1. 平成 21年 12月期第2四半期の連結業績（平成 21年 1月 1日～平成 21年 6月 30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2四半期 201 ― △238 ― △266 ― △267 ―

20年12月期第2四半期 438 △54.9 △345 ― △324 ― △1,006 ―

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2四半期 △421 59 ― ―
20年12月期第2四半期 △4,734 06 ― ―

 (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2四半期 2,891 2,114 73.1 2,341.92

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2四半期 2,114百万円  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

3. 平成 21年 12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

      通期 552 △37.4 △278 ― △306 ― △309 ― △487.91



  
（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、対前期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ：有 

  

1. 平成 21年 12月期第2四半期の連結業績（平成 21年 1月 1日～平成 21年 6月 30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2四半期 201 ― △256 ― △284 ― △285 ―

20年12月期第2四半期 438 △54.9 △345 ― △324 ― △1,006 ―

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2四半期 △450 29 ― ―
20年12月期第2四半期 △4,734 06 ― ―

 (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2四半期 2,968 1,980 66.7 2,193.80

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2四半期 2,114百万円  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

3. 平成 21年 12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

      通期 552 △37.4 △278 ― △306 ― △309 ― △487.91



  

(訂正前) 

           (前略) 

以上の結果、当社の連結売上高は201,703千円（前年比53.9％減）、連結営業損失は238,631千円（前年

は連結営業損失345,168千円）、連結経常損失は266,612千円（前年は連結経常損失324,629千  

円となりました。 

(訂正後) 

      (前略) 

以上の結果、当社の連結売上高は201,703千円（前年比53.9％減）、連結営業損失は256,537千円（前

年は連結営業損失345,168千円）、連結経常損失は284,517千円（前年は連結経常損失324,629千円）と

なりました。  

  

(訂正前) 

流動資産は、229,155千円となりました。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

32,705千円減少し、その他の流動資産が11,837千円増加したこと、および事業用資産の取得代金238,875

千円を前渡金処理しておりましたが固定資産に振り替えたことなどによります。 

 固定資産は、2,660,259千円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて投資その他の資産が

6,983千円増加、有形固定資産が減価償却により20,902千円減少、およびソフトウェアおよびコンテンツ

等の減価償却により29,572千円減少したこと、さらに前述いたしました流動資産より固定資産への振り替

えたことなどによります。 

この結果、総資産は2,891,653千円となりました。 

流動負債は、774,802千円となりました。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

9,116千円減少し、未払金が48,098千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8,382千円減少したことにより、2,370千円と

なりました。 

 この結果、負債合計は、777,172千円となりました。 

純資産合計は、2,114,481千円となりました。これは、平成21年6月11日開催の臨時株主総会にて承認さ

れました剰余金の処分によりその他資本剰余金2,347,811千円で繰越利益剰余金の欠損補填をいたしたこ

と、および平成21年3月18日開催の取締役会にて決議された第三者割当による新株式および新株予約権の

発行による資本金及び資本準備金が119,893千円増加し、利益準備金が268,180千円減少したことなどによ

ります。 

  

(訂正後) 

（資産） 

流動資産は、314,719千円となりました。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

32,705千円減少し、その他の流動資産が11,837千円増加したこと、および事業用資産の取得代金238,875

千円を前渡金処理しておりましたが固定資産に振り替えたことなどによります。 

 固定資産は、2,651,827千円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて投資その他の資産が

6,983千円増加、有形固定資産が減価償却により20,902千円減少、およびソフトウェア、コンテンツ等の

減価償却により29,572千円減少したこと、さらに前述いたしました流動資産より固定資産への振り替えた

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

（資産）

（負債）

（純資産）



ことなどによります。 

 この結果、総資産は2,968,786千円となりました。 

流動負債は、953,802千円となりました。これは、前連結会計年度末に比べて支払手形および買掛金が

9,116千円減少し、未払金が48,098千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長期未払金が31,850千円増加したことにより、34,220千円とな

りました。 

 この結果、負債合計は、988,022千円となりました。 

純資産合計は、1,980,763千円となりました。これは、平成21年6月11日開催の臨時株主総会にて承認さ

れました剰余金の処分によりその他資本剰余金2,347,811千円で繰越利益剰余金の欠損補填をいたしたこ

と、および平成21年3月18日開催の取締役会にて決議された第三者割当による新株式および新株予約権の

発行による資本金及び資本準備金が119,893千円増加し、利益準備金が268,180千円減少したことなどによ

ります。 

  
  

当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年1月1日 至 平成21年6月30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２四半期連結累計期間においても、238,631 

 千円の営業損失および267,271千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。 

         (中略) 

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 

  平成21年度の当初経営計画の段階で当第２四半期連結累計期間における営業損失は192百万円、 

 四半期純損失は194百万円を見込んでおりましたが、当第２四半期連結累計期間の営業損失は238 

 百万円、四半期純損失は267百万円を計上するなど、大幅な下方修正に至りました。 

  

     (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およびその内容 

  当社グループは、前連結会計年度に引き続き、当第２四半期連結累計期間においても、256,537 

 千円の営業損失および285,177千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。 

           (中略) 

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および経営計画の内容 

  平成21年度の当初経営計画の段階で当第２四半期連結累計期間における営業損失は192百万円、 

 四半期純損失は194百万円を見込んでおりましたが、当第２四半期連結累計期間の営業損失は256 

 百万円、四半期純損失は285百万円を計上するなど、大幅な下方修正に至りました。 

（負債）

（純資産）

(4) 継続企業の前提に関する注記



 (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２四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30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 1,409 647 

受取手形及び売掛金 70,490 103,195 

商品及び製品 － 1,240 

仕掛品 594 － 

短期貸付金 135,167 135,682 

前渡金 － 239,968 

その他 21,498 17,599 

貸倒引当金 △6 △935 

流動資産合計 229,155 497,398 

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 △162,990 △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） 

132,816 153,388 

その他 36,209 36,390 

減価償却累計額 △8,826 △6,761 

その他（純額） 27,382 29,628 

建設仮勘定 238,875 － 

有形固定資産合計 399,073 183,017 

無形固定資産 

著作権前渡金 1,660,000 1,657,500 

コンテンツ 90,829 109,271 

ソフトウエア 70,709 81,957 

その他 3,853 4,798 

無形固定資産合計 1,825,392 1,853,527 

投資その他の資産 435,793 428,810 

固定資産合計 2,660,259 2,465,354 

繰延資産 2,239 4,119 

資産合計 2,891,653 2,966,872 



(単位：千円) 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30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 29,096 30,912 

短期借入金 9,700 17,000 

未払金 646,283 598,185 

未払法人税等 14,185 12,688 

返品調整引当金 1,326 812 

企業買収関連引当金 34,891 34,891 

その他 39,319 14,154 

流動負債合計 774,802 708,644 

固定負債 

退職給付引当金 2,370 10,752 

固定負債合計 2,370 10,752 

負債合計 777,172 719,397 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,225,917 2,165,970 

資本剰余金 331,634 2,619,499 

利益剰余金 △278,436 △2,358,975 

自己株式 △42,989 △42,989 

株主資本合計 2,236,125 2,383,504 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △120,438 △134,763 

為替換算調整勘定 △1,602 △1,266 

評価・換算差額等合計 △122,041 △136,030 

新株予約権 397 － 

純資産合計 2,114,481 2,247,474 

負債純資産合計 2,891,653 2,966,872 



  
  (訂正後)

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 1,409 647

受取手形及び売掛金 70,490 103,195

商品及び製品 － 1,240

仕掛品 594 －

短期貸付金 135,167 135,682

前渡金 － 239,968

未収消費税等 90,906 97,778

その他 16,156 5,534

貸倒引当金 △6 △935

流動資産合計 314,719 583,112

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 △162,990 △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）

132,816 153,388

その他 36,209 36,390

減価償却累計額 △8,826 △6,761

その他（純額） 27,382 29,628

建設仮勘定 238,875 －

有形固定資産合計 399,073 183,017

無形固定資産

著作権前渡金 － －

著作権 1,651,567 1,672,472

コンテンツ 90,829 109,271

ソフトウエア 70,709 81,957

その他 3,853 4,798

無形固定資産合計 1,816,960 1,868,501

投資その他の資産

投資その他の資産 509,793 449,670



(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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)

貸倒引当金 △74,000 △20,859

投資その他の資産合計 435,793 428,810

固定資産合計 2,651,827 2,480,328

繰延資産 2,239 4,119

資産合計 2,968,786 3,067,560

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 29,096 30,912

短期借入金 9,700 17,000

未払金 825,283 740,685

未払法人税等 14,185 12,688

返品調整引当金 1,326 812

企業買収関連引当金 34,891 34,891

債務保証損失引当金 － 74,000

その他 39,319 14,154

流動負債合計 953,802 925,144

固定負債

退職給付引当金 2,370 10,752

長期未払金 31,850 －

固定負債合計 34,220 10,752

負債合計 988,022 935,897

純資産の部

株主資本

資本金 2,225,917 2,165,970

資本剰余金 331,634 2,619,499

利益剰余金 △412,153 △2,474,787

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 2,102,408 2,267,692

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △120,438 △134,763

為替換算調整勘定 △1,602 △1,266

評価・換算差額等合計 △122,041 △136,030



 
  

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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)

新株予約権 397 －

純資産合計 1,980,763 2,131,662

負債純資産合計 2,968,786 3,067,560



 (訂正前) 

 

(2)【四半期連結損益計算書】 

   【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日) 

売上高 201,703 

売上原価 116,010 

売上総利益 85,693 

販売費及び一般管理費 324,324

営業損失（△） △238,631

営業外収益 

受取利息 1 

その他 339 

営業外収益合計 341 

営業外費用 

支払利息 466 

為替差損 17,644 

貸倒引当金繰入額 7,576 

その他 2,634 

営業外費用合計 28,322 

経常損失（△） △266,612

特別利益 

その他 566 

特別利益合計 566 

特別損失 

貸倒損失 80 

特別損失合計 80 

税金等調整前四半期純損失（△） △266,125

法人税、住民税及び事業税 1,001 

法人税等調整額 145 

法人税等合計 1,146 

四半期純損失（△） △267,271



  

 
  

 (訂正後)

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

売上高 201,703

売上原価 116,010

売上総利益 85,693

販売費及び一般管理費 342,230

営業損失（△） △256,537

営業外収益

受取利息 1

その他 339

営業外収益合計 341

営業外費用

支払利息 466

為替差損 17,644

貸倒引当金繰入額 7,576

その他 2,634

営業外費用合計 28,322

経常損失（△） △284,517

特別利益

その他 566

特別利益合計 566

特別損失

貸倒損失 80

特別損失合計 80

税金等調整前四半期純損失（△） △284,031

法人税、住民税及び事業税 1,001

法人税等調整額 145

法人税等合計 1,146

四半期純損失（△） △285,177



(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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30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（△） △266,125

減価償却費 87,143

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,613 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,382 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 514 

受取利息及び受取配当金 △1 

支払利息 466 

為替差損益（△は益） 18,661 

株式交付費償却 1,879 

売上債権の増減額（△は増加） 32,704 

たな卸資産の増減額（△は増加） 645 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,816 

その他 44,101

小計 △82,595 

利息及び配当金の受取額 1 

利息の支払額 △466 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,858 

営業活動によるキャッシュ・フロー △81,202 

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 △27,915 

差入保証金の回収による収入 1,358 

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 △29,057 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 23,900 

短期借入金の返済による支出 △31,200 

新株式申込証拠金払込による収入 119,893 

新株予約権の発行による収入 397 

財務活動によるキャッシュ・フロー 112,990 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,969 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 762 

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 1,409 



  

 
  

 (訂正後)

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30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（△） △284,031

減価償却費 108,048

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,613

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,382

返品調整引当金の増減額（△は減少） 514

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 466

為替差損益（△は益） 18,661

株式交付費償却 1,879

売上債権の増減額（△は増加） 32,704

たな卸資産の増減額（△は増加） 645

仕入債務の増減額（△は減少） △1,816

その他 41,101

小計 △82,595

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △466

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,858

営業活動によるキャッシュ・フロー △81,202

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 △27,915

差入保証金の回収による収入 1,358

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 △29,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 23,900

短期借入金の返済による支出 △31,200

新株式申込証拠金払込による収入 119,893

新株予約権の発行による収入 397

財務活動によるキャッシュ・フロー 112,990

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 762

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 1,409



(訂正前) 

 
(注)  (省略) 

  

(訂正後) 

 
(注) (省略) 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度残高 2,165,970 2,619,499 △ 2,358,975 △ 42,989 2,383,504

当第２四半期連結累計期間
末までの変動額

   新株式の発行 （注１） 59,946 59,946 119,892

   剰余金の配当

   四半期純利益 △ 267,271 △ 267,271

   自己株式の取得

   その他 （注２） △ 2,347,811 2,347,811

当第２四半期連結累計期間
末までの変動額合計

59,946 △ 2,287,865 2,080,540 △ 147,379

当第２四半期連結累計期間
末残高

2,225,917 331,634 △ 278,435 △ 42,989 2,236,125

(単位：千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度残高 2,165,970 2,619,499 △ 2,474,787 △ 42,989 2,267,692

当第２四半期連結累計期間
末までの変動額

   新株式の発行 （注１） 59,946 59,946 119,892

   剰余金の配当

   四半期純利益 △ 285,177 △ 285,177

   自己株式の取得

   その他 （注２） △ 2,347,811 2,347,811

当第２四半期連結累計期間
末までの変動額合計

59,946 △ 2,287,865 2,,062,633 △ 165,284

当第２四半期連結累計期間
末残高

2,225,917 331,634 △ 412,153 △ 42,989 2,102,408


