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(訂正・数値データ訂正あり)   「平成21年12月期 第３四半期決算短信」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３半期の連結業績（平成 21年 1月 1日～平成 21年 9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3四半期 273 ― △380 ― △387 ― △388 ―

20年12月期第3半期 611 △50.3 △482 ― △464 ― △1,120 ―

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3四半期 △527 94 ― ―
20年12月期第3四半期 △4,470 88 ― ―

 (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3四半期 2,938 1,983 67.5 2,105.19

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3四半期 1,983百万円  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 ― 0.00 ―

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 353 △36.0 △574 ― △588 ― △591 ― △802.47



  
(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3四半期の連結業績（平成 21年 1月 1日～平成 21年 9月 30日）

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3四半期 273 ― △399 ― △406 ― △408 ―

20年12月期第3半期 611 △50.3 △482 ― △464 ― △1,120 ―

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3四半期 △554 23 ― ―
20年12月期第3四半期 △4,470 88 ― ―

 (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3四半期 3,002 1,848 61.6 1,961.77

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3四半期 1,983百万円  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 ― 0.00 ―

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 353 △36.0 △574 ― △588 ― △591 ― △802.47



  

 (訂正前) 

      (前略) 

以上の結果、当社の連結売上高は273,171千円（前年同期比55.3％減）、連結営業損失は380,237千円

（前年同期は連結営業損失482,977千円）、連結経常損失は387,616千円（前年同期は連結経常損失

464,833千円）、連結純損失は388,816千円（前年同期は連結純損失1,120,457千円）となりました。  

(注)前年同期比は参考データであります。 

(訂正後) 

  (前略) 

以上の結果、当社の連結売上高は273,171千円（前年同期比55.3％減）、連結営業損失は399,596千円

（前年同期は連結営業損失482,977千円）、連結経常損失は406,975千円（前年同期は連結経常損失

464,833千円）、連結純損失は408,175千円（前年同期は連結純損失1,120,457千円）となりました。  

(注)前年同期比は参考データであります。 

(訂正前) 

流動資産は、377,368千円となり、前連結会計年度末（497,398千円）に比べて120,030千円減少してお

ります。これは主に、現金及び預金が142,798千円増加したものの、前渡途が210,054千円減少したことに

よるものです。 

 固定資産は、2,559,250千円となり、前連結会計年度末（2,465,354千円）に比べて93,896千円増加して

おります。これは主に、機械、運搬具及び工具器具備品が54,279千円、コンテンツが29,066千円、ソフト

ウエアが17,153千円減少したものの、建設仮勘定が202,331千円増加したことによるものです。 

この結果、総資産は2,938,338千円となりました。 

流動負債は、658,454千円となり、前連結会計年度末（708,644千円）に比べて50,190千円減少しており

ます。これは主に、未払金が47,385千円減少したことによるものです。 

 固定負債は、295,919千円となり、前連結会計年度末（10,752千円）に比べて285,167円増加しておりま

す。これは主に、長期借入金が293,177千円増加したことによるものです。 

 この結果、負債合計は、954,374千円となりました。 

純資産合計は、1,983,964千円となりました。これは主に、平成21年３月18日開催の取締役会において

決議された第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に伴い、資本金及び資本準備金が132,200千円

の増加したこと、当第３四半期純損失により利益準備金が388,816千円減少したこと、また、平成21年６

月11日開催の臨時株主総会にて承認され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したことによるものです。 

  

(訂正後) 

   （資産） 

流動資産は、460,382千円となり、前連結会計年度末（583,112千円）に比べて122,730千円減少して

おります。これは主に、現金及び預金が142,798千円増加したものの、前渡金が210,054千円減少したこ

とによるものです。  

 固定資産は、2,540,365千円となり、前連結会計年度末（2,480,328千円）に比べて60,037千円増加し

ております。これは主に、機械、運搬具及び工具器具備品が54,279千円、コンテンツが29,066千円、ソ

・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）



フトウエアが17,153千円減少したものの、建設仮勘定が202,331千円増加したことによるものです。 

この結果、総資産は3,002,467千円となりました。 

（負債） 

流動負債は、834,904千円となり、前連結会計年度末（925,144千円）に比べて90,240千円減少してお

ります。これは主に、債務保証損失引当金74,000千円減少したことによるものです。  

 固定負債は、318,769千円となり、前連結会計年度末（10,752千円）に比べて308,017千円増加してお

ります。これは主に、長期借入金が293,177千円増加したことによるものです。  

この結果、負債合計は、1,153,674千円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、1,848,793千円となりました。これは主に、平成21年３月18日開催の取締役会におい

て決議された第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に伴い、資本金及び資本準備金が132,200

千円増加したものの、利益剰余金が535,151千円減少したこと、また、平成21年６月11日開催の臨時株

主総会にて承認され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

補填をしたことによるものです。 



    (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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 143,445 647

受取手形及び売掛金 47,749 103,195

商品及び製品 － 1,240

前渡金 29,914 239,968

短期貸付金 126,509 135,682

その他 29,756 17,599

貸倒引当金 △6 △935

流動資産合計 377,368 497,398

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 △173,235 △143,034

減損損失累計額 △68,918 △45,456

機械、運搬具及び工具器具備品（純
額）

99,109 153,388

その他 36,209 36,390

減価償却累計額 △9,931 △6,761

その他（純額） 26,277 29,628

建設仮勘定 238,875 －

減損損失累計額 △36,543 －

建設仮勘定(純額） 202,331 －

有形固定資産合計 327,717 183,017

無形固定資産

著作権前渡金 1,660,000 1,657,500

コンテンツ 80,205 109,271

ソフトウエア 64,804 81,957

その他 3,680 4,798

無形固定資産合計 1,808,691 1,853,527

投資その他の資産

投資その他の資産 459,218 449,670

貸倒引当金 △36,376 △20,859

投資その他の資産合計 422,841 428,810

固定資産合計 2,559,250 2,465,354

繰延資産 1,720 4,119

資産合計 2,938,338 2,966,872



(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 15,157 30,912

短期借入金 7,900 17,000

未払金 550,800 598,185

未払法人税等 5,786 12,688

返品調整引当金 1,333 812

企業買収関連引当金 34,891 34,891

その他 42,584 14,154

流動負債合計 658,454 708,644

固定負債

長期借入金 293,177 －

退職給付引当金 2,741 10,752

固定負債合計 295,919 10,752

負債合計 954,374 719,397

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,070 2,165,970

資本剰余金 337,788 2,619,499

利益剰余金 △399,980 △2,358,975

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 2,126,888 2,383,504

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △135,957 △134,763

為替換算調整勘定 △6,966 △1,266

評価・換算差額等合計 △142,923 △136,030

純資産合計 1,983,964 2,247,474

負債純資産合計 2,938,338 2,966,872



  
  (訂正後)

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 143,445 647

受取手形及び売掛金 47,749 103,195

商品及び製品 － 1,240

前渡金 29,914 239,968

短期貸付金 126,509 135,682

未収消費税等 85,714 97,778

その他 27,056 5,534

貸倒引当金 △6 △935

流動資産合計 460,382 583,112

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 △173,235 △143,034

減損損失累計額 △68,918 △45,456

機械、運搬具及び工具器具備品（純
額）

99,109 153,388

その他 36,209 36,390

減価償却累計額 △9,931 △6,761

その他（純額） 26,277 29,628

建設仮勘定 238,875 －

減損損失累計額 △36,543 －

建設仮勘定(純額） 202,331 －

有形固定資産合計 327,717 183,017

無形固定資産

著作権前渡金 － －

著作権 1,641,114 1,672,472

コンテンツ 80,205 109,271

ソフトウエア 64,804 81,957

その他 3,680 4,798

無形固定資産合計 1,789,806 1,868,501

投資その他の資産

投資その他の資産 533,218 449,670

貸倒引当金 △110,376 △20,859

投資その他の資産合計 422,841 428,810

固定資産合計 2,540,365 2,480,328

繰延資産 1,720 4,119

資産合計 3,002,468 3,067,560



 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 15,157 30,912

短期借入金 7,900 17,000

未払金 727,250 740,685

未払法人税等 5,786 12,688

返品調整引当金 1,333 812

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 42,584 14,154

流動負債合計 834,904 925,144

固定負債

長期借入金 293,177 －

退職給付引当金 2,741 10,752

長期未払金 22,850 －

固定負債合計 318,769 10,752

負債合計 1,153,674 935,897

純資産の部

株主資本

資本金 2,232,070 2,165,970

資本剰余金 337,788 2,619,499

利益剰余金 △535,151 △2,474,787

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 1,991,717 2,267,692

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △135,957 △134,763

為替換算調整勘定 △6,966 △1,266

評価・換算差額等合計 △142,923 △136,030

純資産合計 1,848,793 2,131,662

負債純資産合計 3,002,468 3,067,560



   (訂正前) 

(2) 【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

売上高 273,171

売上原価 157,598

売上総利益 115,572

販売費及び一般管理費 ※ 495,810

営業損失（△） △380,237

営業外収益

受取利息 5

為替差益 11,837

その他 363

営業外収益合計 12,205

営業外費用

支払利息 530

貸倒引当金繰入額 15,516

その他 3,537

営業外費用合計 19,584

経常損失（△） △387,616

特別利益

訴訟解決金 61,086

特別利益合計 61,086

特別損失

貸倒損失 116

減損損失 60,006

特別損失合計 60,122

税金等調整前四半期純損失（△） △386,652

法人税、住民税及び事業税 2,164

法人税等調整額 －

法人税等合計 2,164

四半期純損失（△） △388,816



  

 

  (訂正後)

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

売上高 273,171

売上原価 157,598

売上総利益 115,572

販売費及び一般管理費 ※ 515,169

営業損失（△） △399,596

営業外収益

受取利息 5

為替差益 11,837

その他 363

営業外収益合計 12,205

営業外費用

支払利息 530

貸倒引当金繰入額 15,516

その他 3,537

営業外費用合計 19,584

経常損失（△） △406,975

特別利益

訴訟解決金 61,086

特別利益合計 61,086

特別損失

貸倒損失 116

減損損失 60,006

特別損失合計 60,122

税金等調整前四半期純損失（△） △406,011

法人税、住民税及び事業税 2,164

法人税等調整額 －

法人税等合計 2,164

四半期純損失（△） △408,175



(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３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９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（△） △386,652

減価償却費 119,774

減損損失 60,006

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,588

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,011

返品調整引当金の増減額（△は減少） 521

受取利息及び受取配当金 △5

支払利息 530

株式交付費償却 2,439

売上債権の増減額（△は増加） 55,445

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,240

仕入債務の増減額（△は減少） △15,755

未払金の増減額（△は減少） △47,384

その他 △10,022

小計 △213,285

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △436

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,025

営業活動によるキャッシュ・フロー △215,742

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 △38,059

差入保証金の差入による支出 △19,571

差入保証金の回収による収入 1,378

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 △58,752

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 22,450

短期借入金の返済による支出 △33,950

長期借入れによる収入 293,177

新株式申込証拠金払込による収入 132,200

その他の支出 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー 413,838

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,798

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 ※ 143,445



  

 

  (訂正後)

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９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（△） △406,011

減価償却費 151,133

減損損失 60,006

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,588

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,011

返品調整引当金の増減額（△は減少） 521

受取利息及び受取配当金 △5

支払利息 530

株式交付費償却 2,439

売上債権の増減額（△は増加） 55,445

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,240

仕入債務の増減額（△は減少） △15,755

未払金の増減額（△は減少） △62,084

その他 △7,322

小計 △213,285

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △436

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,025

営業活動によるキャッシュ・フロー △215,742

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 △38,059

差入保証金の差入による支出 △19,571

差入保証金の回収による収入 1,378

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 △58,752

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 22,450

短期借入金の返済による支出 △33,950

長期借入れによる収入 293,177

新株式申込証拠金払込による収入 132,200

その他の支出 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー 413,838

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,798

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 ※ 143,445



(訂正前) 

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

当社グループは、前連結会計年度に引き続き、当第３四半期連結累計期間においても、380,237千円の

営業損失、387,616千円の経常損失及び388,816千円の四半期純損失を計上しております。また、財務活動

によるキャッシュ・フローは、連結対象子会社の訴訟解決に伴い長期借入金が発生したことによりプラス

413,838千円と大幅に増加したものの、営業活動によるキャッシュ・フローは215,742千円と依然マイナス

を計上しております。 

      (後略) 

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

   (訂正後) 

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、399,596千円の

営業損失、406,975千円の経常損失及び408,175千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。 

         (後略) 

 (訂正前) 

 
注  (省略) 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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３四半期連結累計期間
末までの変動額

   新株式の発行 （注１） 66,100 66,100 132,200

   剰余金の配当

   四半期純利益 △388,816 △388,816

   自己株式の取得

   その他 （注２） △ 2,347,811 2,347,811

当第３四半期連結累計期間
末までの変動額合計

66,100 △2,281,711 1,958,995 △ 256,616

当第３四半期連結累計期間
末残高

2,232,070 337,788 △399,980 △ 42,989 2,126,888



  
 (訂正後) 

 
注 (省略) 

(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３四半期連結累計期間
末までの変動額

   新株式の発行 （注１） 66,100 66,100 132,200

   剰余金の配当

   四半期純損失 △408,175 △ 408,175

   その他 （注２） △ 2,347,811 2,347,811

当第３四半期連結累計期間
末までの変動額合計

66,100 △ 2,281,711 1,939,635 △ 275,975

当第3四半期連結累計期間末
残高

2,232,071 337,788 △ 535,151 △ 42,989 1,991,717


