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(訂正・数値データ訂正あり)   「平成22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 ： 有 

  

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）

 (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 ％

22年12月期第１四半期 83 ― △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 ― ―

 (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

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

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）

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



  
(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 ： 有 

  

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）

 (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 ％

22年12月期第１四半期 85 ― △69 ― △74 ― △86 ―

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

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 △91 70 ― ―
21年12月期第１四半期 △363 96 ― ―

 (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

22年12月期第１四半期 245 △744 - 790 45

21年12月期 294 △666 - △706 97

(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

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）

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



  

(訂正前) 

                 (前略) 

 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。 

(訂正後) 

                  (前略) 

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85,942千円（前年同期比18.9 ％

減）、連結売上総利益68,114千円（前年同期比28.6％増）、連結営業損失69,892千円（前年同四半期は

連結営業損失136,109千円）、連結経常損失74,877千円（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86,418千円（前

年同四半期は四半期純損失175,579千円）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、186,215千円となりました。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、58,137千円となりました。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245,319千円となりました。 

流動負債は、666,917千円となりました。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、323,332千円
となりました。 
 この結果、負債合計は、990,249千円となりました。 

純資産合計は、△746,609千円となりました。これは主として、四半期当期純損失175,579千円計上のた
めであります。 

  

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

(1)資産、負債、純資産の状況

（資産）

（負債）

（純資産）

（資産）

（負債）

（純資産）



 (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



 
(訂正後) 

(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

(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

未収還付消費税 89,646 89,646

その他 19,703 8,076

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 186,215 247,452

固定資産

有形固定資産

建物 25,585 25,585

減価償却累計額 △3,173 △3,173

減損損失累計額 △22,412 △22,412

建物（純額） － －

工具、器具及び備品 317,652 316,371

減価償却累計額 △171,321 △170,541

減損損失累計額 △145,829 △145,829

工具、器具及び備品（純額） － －

その他 472 －

有形固定資産合計 472 －

投資その他の資産 57,664 45,674

固定資産合計 58,137 45,674

繰延資産 966 1,319

資産合計 245,319 294,445



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 569,575 554,990



 
  

(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)

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 －

その他 8,688 22,042

流動負債合計 666,917 640,699

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 17,666 17,666

固定負債合計 323,332 320,002

負債合計 990,249 960,701

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 △3,273,478 △3,179,276

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 △746,609 △652,407

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 663 △13,361

為替換算調整勘定 1,014 △486

評価・換算差額等合計 1,678 △13,848

純資産合計 △744,930 △666,256

負債純資産合計 245,319 294,445



   (訂正前) 

 
(訂正後) 

(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

(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 85,942

売上原価 67,308 17,828

売上総利益 35,505 68,114

販売費及び一般管理費 ※1 182,067 ※1 138,007

営業損失（△） △146,562 △69,892

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（△） △174,483 △74,877

特別損失

貸倒損失 78 －

減損損失 － 12,198

特別損失合計 78 12,198

税金等調整前四半期純損失（△） △174,561 △87,076

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（△） △175,579 △86,418



  



  (訂正前) 

 
(訂正後) 

(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

(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（△） △174,561 △87,076

減価償却費 53,507 700

減損損失 － 12,198

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 47,714

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 2,459 ※2 4,194



(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。 

(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１四半期連結会計期間においても、69,892千円の

営業損失、86,418千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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記


