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(再訂正) 「(訂正・数値データ訂正あり)「平成21年12月期 決算短信」の一部訂正について」の一

部訂正について 

平成22年９月17日に公表いたしました「（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年12月期 決算短

信」の一部訂正について」における「広告宣伝費」勘定から「減損損失」勘定に20,476千円振替修正し

たしました。これに伴い下記のとおり決算短信を訂正いたします。 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21年12月期の連結業績（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. 平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

 

 
  

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 21年12月期 365 △54.4 △527 － △544 － △3,052 －
 20年12月期 802 △46.9 △659 － △602 － △1,418 －

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高 
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 21年12月期 △3,871 59 － － △100.5 △21.5 △133.5
 20年12月期 △4,603 98 － － △56.2 △18.9 △77.0

(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 294 △666 - 706 97

 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 827百万円 20年12月期 2,247百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物 
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

 21年12月期 △326 △37 419 46

 20年12月期 △359 △861 1,073 647

１株当たり配当金
配当金総額
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産 
配当率 
(連結)(基準日)

第１ 
四半期末

中間期末
第３ 

四半期末
期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

19年12月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

21年12月期
(予想)

－ － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

(％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)

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 517 256.4 27 － 22 － 21 － 23 18

通 期 1,437 393.0 345 － 336 － 334 － 354 84



  
（訂正後） 

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

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. 平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

 

 
  

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 21年12月期 365 △54.4 △507 － △524 － △3,052 －
 20年12月期 802 △46.9 △659 － △602 － △1,418 －

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高 
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 21年12月期 △3,871 59 － － △100.5 △21.5 △133.5
 20年12月期 △4,603 98 － － △56.2 △18.9 △77.0

(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 294 △666 - 706 97

 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 827百万円 20年12月期 2,247百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物 
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

 21年12月期 △326 △37 419 46

 20年12月期 △359 △861 1,073 647

１株当たり配当金
配当金総額
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産 
配当率 
(連結)(基準日)

第１ 
四半期末

中間期末
第３ 

四半期末
期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

19年12月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

21年12月期
(予想)

－ － 0 00 － － 0 00 0 00 － － －

(％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)

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 517 256.4 27 － 22 － 21 － 23 18

通 期 1,437 393.0 345 － 336 － 334 － 354 84



  

(訂正前) 

       (前略) 

以上の結果、グループ全体の業績については、連結売上高は365百万円（前年比54.4％減）、連結売

上総利益は165百万円（前年比55.3％減）、連結営業損失は527百万円（前年は連結営業損失659百万

円）、連結経常損失は544百万円（前年は連結経常損失602百万円）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、当期純損失は3,052百万円（前年は純損失1,418百万円）となりま

した。 

(訂正後) 

       (前略) 

以上の結果、グループ全体の業績については、連結売上高は365百万円（前年比54.4％減）、連結売

上総利益は165百万円（前年比55.3％減）、連結営業損失は507百万円（前年は連結営業損失659百万

円）、連結経常損失は524百万円（前年は連結経常損失602百万円）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、当期純損失は3,052百万円（前年は純損失1,418百万円）となりま

した。 

②キャッシュ・フローの状況 

                      (前略) 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失3,049,118千円と、減損損失2,227,304千円、売

上債権の減少額33,531千円などの差引きにより、営業活動によるキャッシュ・フローは△326,889千

円(前年同期は△359,225千円）となりました。 

              (後略) 

(訂正後) 

                      (前略) 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失3,049,118千円と、減損損失2,247,780千円、売

上債権の減少額33,531千円などの差引きにより、営業活動によるキャッシュ・フローは△326,889千

円(前年同期は△359,225千円）となりました。 

                      (後略) 

 1.経営成績
(1）経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

  (訂正前)



(訂正前) 

４ 連結財務諸表

(2) 連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

売上高 802,317 365,849

売上原価 430,956 200,159

売上総利益 371,360 165,689

販売費及び一般管理費 ※１, ※２ 1,030,807 ※１ 693,449

営業損失（△） △659,446 △527,759

営業外収益

受取利息 665 44

為替差益 76,340 －

受取配当金 2 －

その他 728 700

営業外収益合計 77,736 745

営業外費用

支払利息 510 555

為替差損 － 11,758

株式交付費償却 6,013 2,839

貸倒引当金繰入額 13,020 －

その他 1,307 2,376

営業外費用合計 20,852 17,530

経常損失（△） △602,563 △544,544

特別利益

過年度損益修正益 ※３ 6,950 －

貸倒引当金戻入額 1,827 7,765

新株予約権戻入益 30,423 －

投資有価証券売却益 249 －

受取和解金 － ※２ 99,413

特別利益合計 39,450 107,178

特別損失

固定資産除却損 ※４ 40,259 ※３ 18,926

たな卸資産廃棄損 3,072 5,240

投資有価証券評価損 116 360,165

貸倒損失 － 116

減損損失 ※５ 732,054 ※４ 2,227,304

債務保証損失引当金繰入額 74,000 －

特別損失合計 849,502 2,611,753

税金等調整前当期純損失（△） △1,412,615 △3,049,118

法人税、住民税及び事業税 5,681 3,181

法人税等合計 5,681 3,181

当期純損失（△） △1,418,296 △3,052,300



  
(訂正後) 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

売上高 802,317 365,849

売上原価 430,956 200,159

売上総利益 371,360 165,689

販売費及び一般管理費 ※１, ※２ 1,030,807 ※１ 672,972

営業利益 △659,446 △507,283

営業外収益

受取利息 665 44

為替差益 76,340 －

受取配当金 2 －

消費税等精算差額 － 310

労働保険料精算差額 － 321

その他 728 69

営業外収益合計 77,736 745

営業外費用

支払利息 510 555

為替差損 － 11,758

株式交付費償却 6,013 2,839

貸倒引当金繰入額 13,020 －

その他 1,307 2,376

営業外費用合計 20,852 17,530

経常利益 △602,563 △524,068

特別利益

過年度損益修正益 ※３ 6,950 －

貸倒引当金戻入額 1,827 7,765

新株予約権戻入益 30,423 －

投資有価証券売却益 249 －

受取和解金 － ※２ 99,413

特別利益合計 39,450 107,178

特別損失

固定資産除却損 ※４ 40,259 ※３ 18,926

たな卸資産廃棄損 3,072 5,240

投資有価証券評価損 116 360,165

貸倒損失 － 116

減損損失 ※５ 732,054 ※４ 2,247,780

債務保証損失引当金繰入額 74,000 －

特別損失合計 849,502 2,632,229

税金等調整前当期純利益 △1,412,615 △3,049,118

法人税、住民税及び事業税 5,681 3,181

法人税等合計 5,681 3,181

当期純利益 △1,418,296 △3,052,300



  

(訂正前) 

 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △1,412,615 △3,049,118

減価償却費 225,710 207,882

減損損失 732,054 2,227,304

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,246 △8,693

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,822 △7,639

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,952 △812

受取利息及び受取配当金 △667 △44

支払利息 510 555

為替差損益（△は益） △86,192 9,276

株式報酬費用 5,405 －

株式交付費償却 6,013 2,839

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △249 －

新株予約権戻入益 △30,423 －

投資有価証券評価損益（△は益） 116 360,165

固定資産除却損 40,259 18,926

売上債権の増減額（△は増加） 44,691 33,531

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,628 1,240

仕入債務の増減額（△は減少） △1,431 △16,730

未収消費税等の増減額（△は増加） △12,064 △77,581

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,757 －

その他 129,652 △23,378

小計 △355,885 △322,277

利息及び配当金の受取額 667 44

利息の支払額 △510 △153

法人税等の支払額 △3,497 △4,503

営業活動によるキャッシュ・フロー △359,225 △326,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 70,124 －

投資有価証券の売却による収入 1,456 －

有形固定資産の取得による支出 △27,571 △14,310

無形固定資産の取得による支出 △110,199 △36,783

長期前払費用の取得による支出 △155,238 －

差入保証金の差入による支出 △2,464 △21,650

保証金の返還による収入 68,233 55,753

貸付けによる支出 △8,403 △14,125

著作権の取得による支出 △697,500 △6,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △861,562 △37,615

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

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） 17,000 △12,100

長期借入れによる収入 － 299,222

長期借入金の返済による支出 △20,528 －

社債の償還による支出 △25,000 －

株式の発行による収入 1,071,981 132,200

新株予約権の発行による収入 30,354 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,073,807 419,283

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,940 △8,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,039 46,281

現金及び現金同等物の期首残高 216,479 647

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △89,791 －

現金及び現金同等物の期末残高 647 46,928



  
(訂正後) 

 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △1,412,615 △3,049,118

減価償却費 225,710 207,882

減損損失 732,054 2,247,780

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,246 △8,693

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,822 △7,639

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,952 △812

受取利息及び受取配当金 △667 △44

支払利息 510 555

為替差損益（△は益） △86,192 9,276

株式報酬費用 5,405 －

株式交付費償却 6,013 2,839

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △249 －

新株予約権戻入益 △30,423 －

投資有価証券評価損益（△は益） 116 360,165

固定資産除却損 40,259 18,926

売上債権の増減額（△は増加） 44,691 33,531

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,628 1,240

仕入債務の増減額（△は減少） △1,431 △16,730

未収消費税等の増減額（△は増加） △12,064 △77,581

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,757 －

その他 129,652 △43,854

小計 △355,885 △322,277

利息及び配当金の受取額 667 44

利息の支払額 △510 △153

法人税等の支払額 △3,497 △4,503

営業活動によるキャッシュ・フロー △359,225 △326,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 70,124 －

投資有価証券の売却による収入 1,456 －

有形固定資産の取得による支出 △27,571 △14,310

無形固定資産の取得による支出 △110,199 △36,783

長期前払費用の取得による支出 △155,238 －

差入保証金の差入による支出 △2,464 △21,650

保証金の返還による収入 68,233 55,753

貸付けによる支出 △8,403 △14,125

著作権の取得による支出 △697,500 △6,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △861,562 △37,615

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

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） 17,000 △12,100

長期借入れによる収入 － 299,222

長期借入金の返済による支出 △20,528 －

社債の償還による支出 △25,000 －

株式の発行による収入 1,071,981 132,200

新株予約権の発行による収入 30,354 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,073,807 419,283

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,940 △8,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,039 46,281

現金及び現金同等物の期首残高 216,479 647

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △89,791 －

現金及び現金同等物の期末残高 647 46,928



  

(訂正前) 

 
(訂正後) 

 
  

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(連結貸借対照表)

   前連結会計年度において流動資産「その他」に含め

て表示しておりました「前渡金」(前連結会計年度

2,552千円)は、総資産の5/100を超えることとなった

ため、当連結会計年度におい区分掲記することといた

しました。

――――――

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

（連結貸借対照表）

１.前連結会計年度において流動資産「その他」に含め

て表示しておりました「前渡金」（前連結会計年度

2,552千円）は、総資産の100分の５を超えることと

なっため、当連結会計年度において区分掲記するこ

とといたしました。

（連結貸借対照表）

1. 前連結会計年度において流動資産「その他」に含め

て表示しておりました「未収還付消費税」（前連結

会計年度89,646千円）は、総資産の100分の５を超え

ることとなっため、当連結会計年度において区分掲

記することといたしました。

2. 前連結会計年度において流動負債「その他」に含め

て表示しておりました「預り金」(前連結会計年度

12,042千円)は負債及び純資産の合計額の100分の５

を超えることとなったため、当連結会計年度におい

て区分掲記することとなりました。

（連結損益計算書）

1. 前連結会計年度において営業外収益において「その

他」に含めて表示しておりました「消費税等精算差

額」及び「労働保険料精算差額」は重要性が増した

ため区分掲記することとなりました。



  

(訂正前) 

 
(訂正後) 

 
  

【継続企業の前提に関する事項】

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21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、前連結会計年度に引き続き、当

連結会計年度においても、659,446千円の営業損失及

び1,418,296千円の当期純損失を計上し、現金及び現

金同等物が215,831千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、527,759千円の営業損失、 

3,052,300千円の当期純損失を計上した結果、

666,256千円の債務超過となり、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)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21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、前連結会計年度に引き続き、当

連結会計年度においても、659,446千円の営業損失及

び1,418,296千円の当期純損失を計上し、現金及び現

金同等物が215,831千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、507,283千円の営業損失、 

3,052,300千円の当期純損失を計上した結果、

666,256千円の債務超過となり、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) 

 
  

【注記事項】

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

                    (前略)              (前略)

 

※５ 減損損失 
   当社グループは、当連結会計年度において、以 
  下の資産及び資産グループについて減損損失を計 
  上しております。

  主な用途 種類 減損損失額

  のれん 連結子会社のれん 680,456千円

 
千社貼札機器

工具器具備品
51,598千円

  建設仮勘定

  計 － 732,054千円

 のれんにつきましては、連結子会社（Beijing Lele
Interactive Science and Technology  Co.,Ltd.）の
株式取得に伴い発生したものの回収可能性を考慮し、の
れん全額を減損損失として特 別損失に計上しておりま
す。   
 千社貼札機器につきましては、その営業損益が継続し
てマイナスとなっている資産グループの帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。 
その種類毎の減損損失は以下のとおりであります。 
 種類及びその減損損失額 
    工具器具備品   45,456千円 
    建設仮勘定     6,142千円 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は主として使
用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー見
積額を2.4％で割引いて算定しております。

 

※４ 減損損失
   当社グループは、当連結会計年度において、以下 
   の資産及び資産グループについて減損損失を計上し 
   ております。

主な用途 場所 種類
減損損失額 
(千円）

①千社貼札機器 全国各地
工具器具備品 23,462

建設仮勘定 238,875

②黒澤コンテンツ 本社 著作権 1,630,662

③共有資産 本社

建物 22,412

工具器具備品 76,911

コンテンツ 74,217

ソフトウェア 59,157

無形固定資産そ
の他

3,511

長期前払費用 98,095

計 － 2,227,780

①千社貼札機器につきましては、その営業損益が継続 
してマイナスとなっている資産グループの帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しております。 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は主とし
て使用価値により測定しており、将来キャッシュ・
フロー見積額を1.8％で割引いて算定しております。
②当社は、故黒澤明監督の手掛けた全脚本の50％の著
作権を保有し、事業計画を策定のうえ当該著作権の
映画化、リメイク化、アニメ化及びゲーム化を実現
させるべく努めて参りました。しかし、日本国内に
留まらず世界的な経済悪化の影響が続き、営業損益
が継続してマイナスとなっているため、資産グルー
プの帳簿価額を全額減損損失として特別損失に計上
しております。
 ③固定資産の共有資産につきまして、当社は営業損
失が継続してマイナスが続いていることから、帳簿
価額を全額減額しております。
 なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用
価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー
見積額を1.8％で割引いて算定しております。



  
(訂正後) 

 
  

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

                    (前略)              (前略)

 

※５ 減損損失 
   当社グループは、当連結会計年度において、以 
  下の資産及び資産グループについて減損損失を 
  計上しております。

  主な用途 種類 減損損失額

  のれん 連結子会社のれん 680,456千円

 
千社貼札機器

工具器具備品
51,598千円

  建設仮勘定

  計 － 732,054千円

 のれんにつきましては、連結子会社（Beijing Lele
Interactive Science and Technology  Co.,Ltd.）の
株式取得に伴い発生したものの回収可能性を考慮し、の
れん全額を減損損失として特 別損失に計上しておりま
す。   
 千社貼札機器につきましては、その営業損益が継続し
てマイナスとなっている資産グループの帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。 
その種類毎の減損損失は以下のとおりであります。 
 種類及びその減損損失額 
    工具器具備品   45,456千円 
    建設仮勘定     6,142千円 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は主として使
用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー見
積額を2.4％で割引いて算定しております。

 

※４ 減損損失
 当社グループは、当連結会計年度において、以下の資
産及び資産グループについて減損損失を計 上しており
ます。

主な用途 場所 種類
減損損失額 
(千円）

①千社貼札機器 全国各地
工具器具備品 23,462

建設仮勘定 238,875

②黒澤コンテンツ 本社
著作権 1,630,662

長期前払費用 20,476

③共有資産 本社

建物 22,412

工具器具備品 76,911

コンテンツ 74,217

ソフトウェア 59,157

無形固定資産そ
の他

3,511

④IICV事業 本社 長期前払費用 98,095

計 － 2,247,780

①千社貼札機器につきましては、その営業損益が継続 
してマイナスとなっている資産グループの帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しております。 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は主とし
て使用価値により測定しており、将来キャッシュ・
フロー見積額を1.65％で割引いて算定しておりま
す。
②当社は、故黒澤明監督の手掛けた全脚本の50％の著
作権を保有し、事業計画を策定のうえ当該著作権の
映画化、リメイク化、アニメ化及びゲーム化を実現
させるべく努めて参りました。しかし、日本国内に
留まらず世界的な経済悪化の影響が続き、営業損益
が継続してマイナスとなっているため、資産グルー
プの帳簿価額を全額減損損失として特別損失に計上
しております。
 ③固定資産の共有資産につきまして、当社は営業損
失が継続してマイナスが続いていることから、帳簿
価額を全額減額しております。
 ④IICV事業については、その営業損益が継続してマ
イナスとなってなっているため、資産グループの帳
簿価格を全額減損損失として計上しております。
 なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用
価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー
見積額を1.65％で割引いて算定しております。



  

当連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 当連結会計年度から平成18年10月17日公表の「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適

用指針第13号）を適用しております。 

 (訂正前) 

 １．連結財務諸表提出会社の役員及び個人株主等 

 
      (後略) 

 (訂正後) 

   連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等 

 
    (後略) 

【関連当事者情報】

種類
会社等 
の名称

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合

関連当事者と

の関係
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

役員 森谷一彦
－ －

代表取締役
( 被 所 有 )
直 接
11.72％

金銭の貸付
金銭の貸付

（注１）
19,354

短期貸付金 3,932

長期貸付金 15,422

金銭の借入
金銭の借入

（注２）
1,700長期借入金 1,700

役員
黒澤久雄 － －

㈱黒澤プロ
ダクション
代表取締役

      － 
    （－） 著作権の取得 著作権の取得 6,500 著作権 857,142

種類
会社等 
の名称

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合

関連当事者と

の関係
取引の内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高 
(千円)

役員 森谷一彦
－ －

代表取締役
( 被 所 有 )
直 接
11.72％

金銭の貸付
金銭の貸付

（注１）
20,000

短期貸付金 3,932

長期貸付金 15,422

第三者割当増

資
新株発行 29,700 ― ―

金銭の借入
金銭の借入

（注２）
12,350長期借入金 1,700

役員
黒澤久雄 － －

㈱黒澤プロ
ダクション
代表取締役

      － 
    （－） 著作権の取得 著作権の取得 6,500 未払金 136,000



   (訂正前) 

２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２ 99 46,447

受取手形 7,875 7,875

売掛金 87,291 56,653

商品 775 －

製品 464 －

前渡金 239,925 29,206

前払費用 223 2,662

未収還付消費税 97,778 89,646

短期貸付金 － 3,932

その他 13,463 5,100

貸倒引当金 △6 △1

流動資産合計 447,836 241,521

固定資産

有形固定資産

建物 36,390 25,585

減価償却累計額 △6,761 △3,173

減損損失累計額 － △22,412

建物（純額） 29,628 －

工具、器具及び備品 341,878 316,371

減価償却累計額 △143,034 △170,541

減損損失累計額 △45,456 △145,829

工具、器具及び備品（純額） 153,388 －

有形固定資産合計 183,017 －

無形固定資産

商標権 2,054 －

特許権 700 －

電話加入権 1,448 －

ソフトウエア 81,957 －

ソフトウエア仮勘定 594 －

コンテンツ 109,271 －

著作権 1,672,473 －

無形固定資産合計 1,868,501 －

投資その他の資産

投資有価証券 225,978 554

長期貸付金 － 15,422

関係会社株式 118,094 118,094

長期前払費用 143,650 4,619

差入保証金 59,181 25,058



 

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

求償権 － 74,000

破産更生債権等 ※１ 34,199 ※１ 29,969

貸倒引当金 △34,199 △103,969

投資損失引当金 － △15,000

投資その他の資産合計 546,905 148,750

固定資産合計 2,598,423 148,750

繰延資産

株式交付費 4,119 1,319

繰延資産合計 4,119 1,319

資産合計 3,050,379 391,590

負債の部

流動負債

支払手形 － 2,410

買掛金 30,042 14,182

短期借入金 17,000 4,900

未払金 612,251 553,595

未払費用 1,897 4,405

未払法人税等 12,398 6,991

預り金 112,042 118,172

返品調整引当金 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 197 928

流動負債合計 895,530 740,477

固定負債

長期支払手形 － 3,816

長期借入金 － 398,444

退職給付引当金 10,752 3,113

長期未払金 － 13,850

固定負債合計 10,752 419,224

負債合計 906,286 1,159,701

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,165,970 2,232,070

資本剰余金

資本準備金 1,896,320 314,609

その他資本剰余金 723,178 23,178

資本剰余金合計 2,619,499 337,788

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △2,463,623 △3,294,958

利益剰余金合計 △2,463,623 △3,294,958

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 2,278,857 △768,089

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △134,763 △21

評価・換算差額等合計 △134,763 △21

純資産合計 2,144,093 △768,110

負債純資産合計 3,050,379 391,590



  
(訂正後) 

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２ 99 46,447

受取手形 7,875 7,875

売掛金 87,291 56,653

商品 775 －

製品 464 －

前渡金 239,925 29,206

前払費用 223 2,662

未収還付消費税 97,778 89,646

短期貸付金 － 3,932

その他 13,463 5,100

貸倒引当金 △6 △1

流動資産合計 447,887 241,521

固定資産

有形固定資産

建物 36,390 25,585

減価償却累計額 △6,761 △3,173

減損損失累計額 － △22,412

建物（純額） 29,628 －

工具、器具及び備品 341,878 316,371

減価償却累計額 △143,034 △170,541

減損損失累計額 △45,456 △145,829

工具、器具及び備品（純額） 153,388 －

有形固定資産合計 183,017 －

無形固定資産

商標権 2,054 －

特許権 700 －

電話加入権 1,448 －

ソフトウエア 81,957 －

ソフトウエア仮勘定 594 －

コンテンツ 109,271 －

著作権 1,672,473 －

無形固定資産合計 1,868,501 －

投資その他の資産

投資有価証券 225,978 554

役員長期貸付金 － 15,422

関係会社株式 118,094 118,094

長期前払費用 143,650 4,619

差入保証金 59,181 25,058



 

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

求償権 － 74,000

破産更生債権等 ※１ 34,199 ※１ 29,969

貸倒引当金 △34,199 △103,969

投資損失引当金 － △15,000

投資その他の資産合計 546,905 148,750

固定資産合計 2,598,423 148,750

繰延資産

株式交付費 4,119 1,319

繰延資産合計 4,119 1,319

資産合計 3,050,379 391,590

負債の部

流動負債

支払手形 － 2,410

買掛金 30,042 14,182

短期借入金 17,000 4,900

未払金 612,251 553,595

未払費用 1,897 4,405

未払法人税等 12,398 6,991

預り金 112,042 118,172

返品調整引当金 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 197 928

流動負債合計 895,530 740,477

固定負債

長期支払手形 － 3,816

関係会社長期借入金 － 392,743

退職給付引当金 10,752 3,113

長期未払金 － 13,850

固定負債合計 10,752 413,523

負債合計 906,286 1,154,000

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,165,970 2,232,070

資本剰余金

資本準備金 1,896,320 314,609

その他資本剰余金 723,178 23,178

資本剰余金合計 2,619,499 337,788

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △2,463,623 △3,289,257

利益剰余金合計 △2,463,623 △3,289,257

自己株式 △42,989 △42,989

株主資本合計 2,278,857 △762,388

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △134,763 △21

評価・換算差額等合計 △134,763 △21

純資産合計 2,144,093 △762,409

負債純資産合計 3,050,379 391,590



  

  (訂正前) 

②【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

売上高 775,141 365,849

売上原価 391,763 200,159

売上総利益 383,377 165,689

販売費及び一般管理費

発送運賃 8,548 1,040

広告宣伝費 35,330 24,032

貸倒引当金繰入額 6 －

研究開発費 ※１ 16,986 －

役員報酬 82,323 65,030

給料手当及び賞与 242,556 129,501

退職給付費用 6,831 2,276

法定福利費 29,801 19,171

旅費交通費及び通信費 28,604 12,691

支払手数料 208,918 154,066

地代家賃 95,722 61,848

消耗品費 22,262 5,942

減価償却費 92,807 92,755

通信費 8,209 6,603

修繕費 12,560 20,111

その他 103,516 97,466

販売費及び一般管理費合計 994,989 692,538

営業損失（△） △611,611 △526,847

営業外収益

受取利息 267 44

受取配当金 2 －

為替差益 76,625 －

その他 613 700

営業外収益合計 77,508 745

営業外費用

支払利息 510 2,018

為替差損 － 11,758

株式交付費償却 6,013 －

貸倒引当金繰入額 15,876 －

違約金 － 2,376

その他 1,034 2,839

営業外費用合計 23,434 18,994

経常損失（△） △557,537 △545,098



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

特別利益

新株予約権戻入益 30,423 －

返品調整引当金戻入益 － 1,436

その他 ※２ 7,199 －

特別利益合計 37,623 1,436

特別損失

固定資産除却損 ※３ 40,259 ※１ 18,926

たな卸資産廃棄損 3,072 5,240

投資有価証券評価損 116 360,165

貸倒損失 － 5,955

関係会社株式評価損 688,929 －

減損損失 ※４ 51,598 ※２ 2,227,304

債務保証損失引当金繰入額 74,000 －

投資損失引当金繰入額 － 15,000

特別損失合計 857,974 2,632,592

税引前当期純損失（△） △1,377,891 △3,176,254

法人税、住民税及び事業税 5,391 2,891

法人税等合計 5,391 2,891

当期純損失（△） △1,383,282 △3,179,146



  
(訂正後) 

 

                                                                               (単位：千円）           

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

売上高 775,141 365,849

売上原価 391,763 200,159

売上総利益 383,377 165,689

販売費及び一般管理費

発送運賃 8,548 1,040

広告宣伝費 35,330 3,556

貸倒引当金繰入額 6 －

研究開発費 ※１ 16,986 －

役員報酬 82,323 65,030

給料手当及び賞与 242,556 129,501

退職給付費用 6,831 2,276

法定福利費 29,801 19,171

旅費交通費及び通信費 28,604 12,691

支払手数料 208,918 154,066

地代家賃 95,722 61,848

消耗品費 22,262 5,942

減価償却費 92,807 92,755

通信費 8,209 6,603

修繕費 12,560 20,111

その他 103,516 97,466

販売費及び一般管理費合計 994,989 672,062

営業損失（△） △611,611 △506,373

営業外収益

受取利息 267 44

受取配当金 2 －

為替差益 76,625 －

消費税精算差額 － 310

労働保険料精算還付金 － 321

その他 613 69

営業外収益合計 77,508 745

営業外費用

支払利息 510 2,018

為替差損 － 6,057

株式交付費償却 6,013 2,839

貸倒引当金繰入額 15,876 －

違約金 － 2,376

その他 1,034 －

営業外費用合計 23,434 13,293

経常損失（△） △557,537 △518,921

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

特別利益

新株予約権戻入益 30,423 －

返品調整引当金戻入益 － 1,436

その他 ※２ 7,199 －

特別利益合計 37,623 1,436

特別損失

固定資産除却損 ※３ 40,259 ※１ 18,926

たな卸資産廃棄損 3,072 5,240

投資有価証券評価損 116 360,165

貸倒損失 － 5,955

関係会社株式評価損 688,929 －

減損損失 ※４ 51,598 ※２ 2,247,780

債務保証損失引当金繰入額 74,000 －

投資損失引当金繰入額 － 15,000

特別損失合計 857,974 2,653,069

税引前当期純損失（△） △1,377,891 △3,170,553

法人税、住民税及び事業税 5,391 2,891



法人税等合計 5,391 2,891

当期純損失（△） △1,383,282 △3,173,445



  

(訂正前) 

③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
 至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,620,855 2,165,970

当期変動額

新株の発行 545,115 66,100

当期変動額合計 545,115 66,100

当期末残高 2,165,970 2,232,070

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,351,355 1,896,320

当期変動額

新株の発行 544,965 66,100

資本準備金の取崩 － △1,647,811

当期変動額合計 544,965 △1,581,711

当期末残高 1,896,320 314,609

その他資本剰余金

前期末残高 723,178 723,178

当期変動額

資本準備金の取崩 － △700,000

当期変動額合計 － △700,000

当期末残高 723,178 23,178

資本剰余金合計

前期末残高 2,074,523 2,619,499

当期変動額

新株の発行 544,965 66,100

資本準備金の取崩 － △2,347,811

当期変動額合計 544,965 △2,281,711

当期末残高 2,619,499 337,788

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,080,340 △2,463,623

当期変動額

資本準備金の取崩 － 2,347,811

当期純損失（△） △1,383,282 △3,179,146

当期変動額合計 △1,383,282 △831,335

当期末残高 △2,463,623 △3,294,958

利益剰余金合計

前期末残高 △1,080,340 △2,463,623



 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
 至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当期変動額

資本準備金の取崩 － 2,347,811

当期純損失（△） △1,383,282 △3,179,146

当期変動額合計 △1,383,282 △831,335

当期末残高 △2,463,623 △3,294,958

自己株式

前期末残高 △42,989 △42,989

当期末残高 △42,989 △42,989

株主資本合計

前期末残高 2,572,058 2,278,857

当期変動額

新株の発行 1,090,081 132,200

資本準備金の取崩 － －

当期純損失（△） △1,383,282 △3,179,146

当期変動額合計 △293,201 △3,046,946

当期末残高 2,278,857 △768,089

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △102 △134,763

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△134,661 134,741

当期変動額合計 △134,661 134,741

当期末残高 △134,763 △21

評価・換算差額等合計

前期末残高 △102 △134,763

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△134,661 134,741

当期変動額合計 △134,661 134,741

当期末残高 △134,763 △21

新株予約権

前期末残高 9,009 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,009 －

当期変動額合計 △9,009 －

当期末残高 － －

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

純資産合計

前期末残高 2,580,965 2,144,093

当期変動額

新株の発行 1,090,081 132,200

当期純損失（△） △1,383,282 △3,179,146

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △143,671 134,741

当期変動額合計 △436,872 △2,912,204

当期末残高 2,144,093 △768,110



  
(訂正後) 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
 至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,620,855 2,165,970

当期変動額

新株の発行 545,115 66,100

当期変動額合計 545,115 66,100

当期末残高 2,165,970 2,232,070

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,351,355 1,896,320

当期変動額

新株の発行 544,965 66,100

資本準備金の取崩 － △1,647,811

当期変動額合計 544,965 △1,581,711

当期末残高 1,896,320 314,609

その他資本剰余金

前期末残高 723,178 723,178

当期変動額

資本準備金の取崩 － △700,000

当期変動額合計 － △700,000

当期末残高 723,178 23,178

資本剰余金合計

前期末残高 2,074,523 2,619,499

当期変動額

新株の発行 544,965 66,100

資本準備金の取崩 － △2,347,811

当期変動額合計 544,965 △2,281,711

当期末残高 2,619,499 337,788

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,080,340 △2,463,623

当期変動額

資本準備金の取崩 － 2,347,811

当期純損失（△） △1,383,282 △3,173,445

当期変動額合計 △1,383,282 △825,634

当期末残高 △2,463,623 △3,289,257

利益剰余金合計

前期末残高 △1,080,340 △2,463,623



 

 
  

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
 至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当期変動額

資本準備金の取崩 － 2,347,811

当期純損失（△） △1,383,282 △3,173,445

当期変動額合計 △1,383,282 △825,635

当期末残高 △2,463,623 △3,289,257

自己株式

前期末残高 △42,989 △42,989

当期末残高 △42,989 △42,989

株主資本合計

前期末残高 2,572,058 2,278,857

当期変動額

新株の発行 1,090,081 132,200

資本準備金の取崩 － －

当期純損失（△） △1,383,282 △3,173,445

当期変動額合計 △293,201 △3,041,245

当期末残高 2,278,857 △762,388

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △102 △134,763

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△134,661 134,741

当期変動額合計 △134,661 134,741

当期末残高 △134,763 △21

評価・換算差額等合計

前期末残高 △102 △134,763

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△134,661 134,741

当期変動額合計 △134,661 134,741

当期末残高 △134,763 △21

新株予約権

前期末残高 9,009 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,009 －

当期変動額合計 △9,009 －

当期末残高 － －

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

純資産合計

前期末残高 2,580,965 2,144,093

当期変動額

新株の発行 1,090,081 132,200

当期純損失（△） △1,383,282 △3,173,445

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △143,671 134,741

当期変動額合計 △436,872 △2,906,503

当期末残高 2,144,093 △762,409



 （訂正前) 

 
  (訂正後) 

【継続企業の前提に関する事項】

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21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 

 当社は当事業年度において、611,611千円の営業損

失及び1,383,282千円の当期純損失を計上いたしまし

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 

 当社は、前事業年度に引き続き、当事業年度にお

いても、526,847千円の営業損失、3,179,146千円の

当期純損失を計上した結果768,110千円の債務超過と

なり、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)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21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 

 当社は当事業年度において、611,611千円の営業損

失及び1,383,282千円の当期純損失を計上いたしまし

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 

 当社は、前事業年度に引き続き、当事業年度にお

いても、506,373千円の営業損失、3,173,445千円の

当期純損失を計上した結果762,409千円の債務超過と

なり、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) 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

                    (前略)              (前略)

 

※５ 減損損失 
 当社は、当事業年度において、以下の資産及び資産グ
ループについて減損損失を計上しております。

  主な用途 種類 減損損失額

 
千社貼札機器

工具器具備品
51,598千円

  建設仮勘定

  計 － 51,598千円

 千社貼札機器につきましては、その営業損益が継続し
てマイナスとなっている資産グループの帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。 
その種類毎の減損損失は以下のとおりであります。 
 種類及びその減損損失額 
    工具器具備品   45,456千円 
    建設仮勘定     6,142千円 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は主として使
用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー見
積額を2.4％で割引いて算定しております。

 

※４ 減損損失
 当社は、当事業年度において、以下の資産及び資産グ
ループについて減損損失を計 上しております。

主な用途 場所 種類
減損損失額 
(千円）

①千社貼札機器 全国各地
工具器具備品 23,462

建設仮勘定 238,875

②黒澤コンテンツ 本社 著作権 1,630,662

③共有資産 本社

建物 22,412

工具器具備品 76,911

コンテンツ 74,217

ソフトウェア 59,157

無形固定資産そ
の他

3,511

長期前払費用 98,095

計 － 2,227,780

①千社貼札機器につきましては、その営業損益が継続 
してマイナスとなっている資産グループの帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しております。 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は主とし
て使用価値により測定しており、将来キャッシュ・
フロー見積額を1.8％で割引いて算定しております。

②当社は、故黒澤明監督の手掛けた全脚本の50％の著
作権を保有し、事業計画を策定のうえ当該著作権の
映画化、リメイク化、アニメ化及びゲーム化を実現
させるべく努めて参りました。しかし、日本国内に
留まらず世界的な経済悪化の影響が続き、営業損益
が継続してマイナスとなっているため、資産グルー
プの帳簿価額を全額減損損失として特別損失に計上
しております。

③固定資産の共有資産につきまして、当社は営業損失
が継続してマイナスが続いていることから、帳簿価
額を全額減額しております。
 なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用
価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー
見積額を1.8％で割引いて算定しております。



  
(訂正後) 

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

                    (前略)              (前略)

 

※５ 減損損失 
  当社は、当事業年度において、以下の資産及び資産
グループについて減損損失を計上しております。

  主な用途 種類 減損損失額

 
千社貼札機器

工具器具備品
51,598千円

  建設仮勘定

  計 － 51,598千円

 千社貼札機器につきましては、その営業損益が継続し
てマイナスとなっている資産グループの帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。 
その種類毎の減損損失は以下のとおりであります。 
 種類及びその減損損失額 
    工具器具備品   45,456千円 
    建設仮勘定     6,142千円 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は主として使
用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー見
積額を2.4％で割引いて算定しております。

 

※４ 減損損失
 当社は、当事業年度において、以下の資産及び資産グ
ループについて減損損失を計 上しております。

主な用途 場所 種類
減損損失額 
(千円）

①千社貼札機器 全国各地
工具器具備品 23,462

建設仮勘定 238,875

②黒澤コンテンツ 本社
著作権 1,630,662

長期前払費用 20,476

③共有資産 本社

建物 22,412

工具器具備品 76,911

コンテンツ 74,217

ソフトウェア 59,157

無形固定資産そ
の他

3,511

④IICV事業 本社 長期前払費用 98,095

計 － 2,247,780

①千社貼札機器につきましては、その営業損益が継続 
してマイナスとなっている資産グループの帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上しております。 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は主とし
て使用価値により測定しており、将来キャッシュ・
フロー見積額を1.65％で割引いて算定しておりま
す。
②当社は、故黒澤明監督の手掛けた全脚本の50％の著
作権を保有し、事業計画を策定のうえ当該著作権の
映画化、リメイク化、アニメ化及びゲーム化を実現
させるべく努めて参りました。しかし、日本国内に
留まらず世界的な経済悪化の影響が続き、営業損益
が継続してマイナスとなっているため、資産グルー
プの帳簿価額を全額減損損失として特別損失に計上
しております。
 ③固定資産の共有資産につきまして、当社は営業損
失が継続してマイナスが続いていることから、帳簿
価額を全額減額しております。
④IICV事業については、その営業損益が継続してマ
イナスとなってなっているため、資産グループの帳
簿価格を全額減損損失として計上しております。
 なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用
価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー
見積額を1.65％で割引いて算定しております。


