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（１）経営成績に関する定性的情報 

   当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益において一部改善がみられるものの、円高の長期化

や、東日本大震災の影響により経済活動が停滞し先行き不透明感を拭えない状況が続いております。 

   当社の事業領域であるデジタルコンテンツ市場では、スマートフォン（高機能携帯電話）やタブレット型携帯

端末機器の急速な普及による新サービスの登場やSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）領域のさらなる拡

大などの影響により、デジタルコンテンツの需要がますます拡大していくことが見込まれます。 

   このような環境下において、当社では、常に「変化＝進歩」することを社員心得に掲げ、市場環境への的確な

対応体制の構築及び新たなサービスの創造へ向けた体制の整備を図りました。 

   法人向け営業では、札幌オフィスの法人制作部署を東京本社へ移し、クライアントのニーズに合ったコンテン

ツが迅速かつ大量に制作できる体制へと変化しました。また、コンシューマ向けサービスでは、当社オンライン

ゲームの第９作目となる「エリュシオン（ELYSION）」を平成23年8月にリリースし、同時運営のタイトルが3本と

なり、顧客層の幅を広げる体制へ変化しました。 

   このように、着実に黒字化へ向けた体制へと変化しているものの、さらなる企業成長への礎となるインフラ整

備に費用を要しました。 

   この結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高291,064千円（前年同期比24.7％減少）、営業損失

64,467千円（前年同期は営業損失65,574千円）、経常損失67,682千円（前年同期は経常損失69,236千円）四半期

純損失70,617千円（前年同期は四半期純損失73,925千円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債、純資産の状況 

   当第３四半期会計期間末の総資産は、前期末比148,008千円の減少し172,633千円（前期末320,642千円）となり

ました。そのうち流動資産は、前期末比117,256千円減少し131,658千円（前期末248,915千円）となりました。こ

れは主に現金及び預金、売掛金の減少によるものであります。固定資産は、前期末比30,751千円減少し、40,975

千円（前期末71,726千円）となりました。 

    負債は、前期末比8,262千円減少し228,969千円（前期末237,231千円）となりました。 

   流動負債が前期末比10,249千円減少し143,455千円（前期末133,205千円）となり、固定負債が前期末比18,512

千円減少し85,514千円（前期末104,026千円）となりました。これらは主に借入金の返済による減少であります。 

   純資産は、前期末比139,746千円減少し、△56,335千円（前期末83,410千円）となりました。これは主に利益剰

余金の減少によるものであります。  

 ②キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という」の残高は、前期末に比べて

105,310千円減少し、80,471千円となりました。なお、当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動によるキャッシュ・フローは69,300千円の資金の減少（前年同四半期は6,126千円の増加）となりまし

た。これは主に、税引前四半期純損失を69,192千円計上したことによるものであります。 

（投資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・フローは16,064千円の資金の減少（前年同四半期は47,246千円の減少）となりま

した。これは主に、無形固定資産の取得による支出13,650千円によるものであります。 

（財務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・フローは19,945千円の資金の減少（前年同四半期は28,248千円の減少）となりま

した。これは主に長期借入金の返済による支出16,930千円によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

    当社は、平成23年10月25日付けの「第三者調査委員会設置等に関するお知らせ」で公表したとおり、当社の旧

経営陣により行われた過去の取引において、不適切な会計処理が行われていたとの疑義が生じたため、第三者調

査委員会を設置し、事実の解明に取り組んでまいりました。そして、同委員会から受領した報告書の内容を受け

て、過年度の有価証券報告書等を訂正することといたしました。これにより、過去に提出している有価証券報告

書等及び当四半期報告書について訂正報告書を提出することにより、課徴金など損失の発生する可能性がありま

すが、現時点において当局の処分内容が確定していないため、その金額を合理的に見積もることは困難であり、

当該事象が今後の財政状態及び経営成績に及ぼす影響は明らかでありません。 

    このため、平成23年12月期の業績予想につきましては、課徴金などの損失金額の確定後、迅速に開示をいたし

ます。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

   簡便な会計処理 

   ａ．棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算出する方法によっております。 

   ｂ．固定資産の減価償却の算定方法 

  定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。 

   ｃ．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、

前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   （資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

   第３四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用しており

ます。これによる営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。 

 （表示方法の変更） 

 前第３四半期会計期間末において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」は、資産総額

の100分の10を超えたため、当第３四半期会計期間では区分掲記することといたしました。なお、前第３四半期会

計期間の流動負債その他に含まれる「未払金」は、９百万円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   当社は、当第３四半期累計期間において、四半期純損失70,617千円計上を計上した結果、56,335千円の債務超

過になっております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在してお

ります。当該状況を解消する為の対応策といたしましては、企画提案型の案件の獲得及び新規事業開発の迅速化

に注力することで収益力の向上を図り、販売管理費についても再度徹底した見直しにより、経費削減を図ること

で営業利益の改善に努める所存でおります。一方、当社では可能な限り顧客の要望に応えるべく、制作業務の充

実化をより一層進め、商品クオリティと価格競争力の強化を継続的に行ってまいります。 

   このような施策を具現化することにより、デジタルコンテンツ事業の法人営業及びコンシューマ向けサービスが

ともに拡充され、業績の拡大及び赤字要因であった固定費の回収が可能となり、営業利益が確保できる体制へと転

換して参ります。  

   また、当社はこれまでも、大株主である河端繁氏より金融支援を受けておりますが、同氏より、今後とも、全

面的な支援を継続する旨、表明をいただいております。 

   しかしながら、平成18年から平成21年の旧経営陣により、不適切な取引及び会計処理が過去数年度にわたり行

われていたため、過去に提出している有価証券報告書等について訂正報告書を提出する予定でおります。これに

より、課徴金など損失の発生する可能性があります。現時点において証券取引等監視委員会事務局の処分内容が

確定していないため、その金額を合理的に見積もることは困難であるとともに、上記施策の実行には不確実な要

素があり、当該事象が今後の財政状態及び経営成績に及ぼす影響は明らかでないため、継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められます。なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提

に関する重要な不確実性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。  

  

 (４）追加情報 

    ①過年度の不適切な取引及び会計処理について 

   当社において、平成18年から平成21年の旧経営陣の共謀と外部の協力者の協力のもとで、不適切な取引及び会

計処理が過去数年にわたり行われていたことが判明いたしました。このため、当社は、外部の独立機関として第

三者調査委員会を設置し、調査を実施して参りました。  

     その結果、過去に行われた取引の一部に関して不適切な会計処理が行われ、これに伴う過年度訂正に係る利益剰

余金の減少額70,082千円を当第３四半期累計期間に計上しております。 

   ②過年度決算の訂正について 

    上記①の不適切な会計処理について、当社は金融商品取引法及び旧証券取引法に基づく連結財務諸表及び財務

諸表の訂正を行うことを決定し、第７期（平成18年12月期）以降の財務諸表及び第９期（平成20年12月期）の連

結財務諸表を遡及処理しております。なお、過年度連結財務諸表及び財務諸表の訂正事項に関する監査について

２．その他の情報
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は、第７期（平成18年12月期）、 第８期（平成19年12月期）並びに第10期（平成21年12月期）から第12期第2四半期

（平成23年12月期第２四半期）までは、監査法人ハイビスカスにより監査を受けており、第９期（平成20年12月

期）は、聖橋監査法人により監査を受けております。  

   しかしながら、当第３四半期報告書提出日現在において、過年度の訂正後連結財務諸表及び訂正後財務諸表の

監査が未了であり、過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書を提出していないため、前事業年度（平成22年

12月期）、前第３四半期累計期間及び前第３四半期会計期間の四半期財務諸表の数値については、当初提出時の

数値（訂正事項を反映させる前の数値）を記載しております。 

   一方、当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間に係る数値については、過年度に係る訂正事項を反映

させて作成しております。当第３四半期累計期間における株主資本の利益剰余金の前期末残高については、過年

度訂正反映後は70,082千円減少の△1,106,795千円となります。 

   過年度の訂正後連結財務諸表及び訂正後財務諸表の監査が完了し次第、過去に提出している有価証券報告書等

及び当四半期報告書について訂正報告書を提出する予定であります。 

   また、過去に提出している有価証券報告書等及び当四半期報告書について訂正報告書を提出することにより、

課徴金など損失の発生する可能性がありますが、現時点において当局の処分内容が確定していないため、その金

額を合理的に見積もることは困難であり、当該事象が今後の財政状態及び経営成績に及ぼす影響は明らかであり

ません。 

 ③過年度に行った会計方針の変更の取消について 

   当社は、第７期（平成18年12月期）に、従来、取得した画像等のコンテンツに係る費用につきましては、取得

した事業年度に全額費用計上しておりましたが、無形固定資産へ計上する方法に変更いたしました。この変更

は、画像等のコンテンツの販売が従来は取得した事業年度に、発注した顧客に対して１回のみでありましたが、

複数の顧客に対して販売することにより、翌事業年度以降も継続して複数回にわたってコンテンツを販売・提供

することとなったため、当該コンテンツに係る費用を取得事業年度に全額費用計上するよりも、コンテンツとし

て無形固定資産に計上し、減価償却を通じて売上との対応を図っていくことがより適切な処理であると判断した

ものであります。しかしながら、外部の独立機関として設置した第三者調査委員会の調査の実施により、第７期

（平成18年12月期）及び第８期（平成19年12月期）に計上した二次利用販売による売上の大半を取消すこととい

たしました。 

   このため、第７期（平成18年12月期）に会計方針の変更を行うための前提であった二次利用販売の実績が不十

分となり、第７期（平成18年12月期）に遡って、取得したコンテンツに係る費用を発生時に費用処理するのが妥

当であると判断いたしました。この訂正の影響により、第11期（平成22年12月期）末の株主資本の利益剰余金が

70,082千円減少し、第７期（平成23年12月期）第３四半期累計期間における営業損失、経常損失及び当期四半期

純損失が6,848千円減少しております。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 80,471 185,782 

売掛金 47,633 53,303 

商品及び製品 177 45 

原材料及び貯蔵品 5 840 

その他 4,978 10,336 

貸倒引当金 △1,608 △1,392 

流動資産合計 131,658 248,915 

固定資産   

有形固定資産 8,758 7,460 

無形固定資産   

ソフトウエア 7,913 10,148 

コンテンツ － 39,556 

その他 14,045 395 

無形固定資産合計 21,958 50,100 

投資その他の資産 10,257 14,165 

固定資産合計 40,975 71,726 

資産合計 172,633 320,642 

負債の部   

流動負債   

株主、役員又は従業員からの短期借入金 70,000 70,000 

1年内返済予定の長期借入金 18,623 20,316 

未払金 24,082 7,308 

未払法人税等 2,163 3,255 

その他 28,586 32,328 

流動負債合計 143,455 133,205 

固定負債   

長期借入金 84,790 100,027 

長期リース債務 724 3,999 

固定負債合計 85,514 104,026 

負債合計 228,969 237,231 

純資産の部   

株主資本   

資本金 775,405 775,405 

資本剰余金 344,719 344,719 

利益剰余金 △1,177,412 △1,036,713 

株主資本合計 △57,288 83,410 

新株予約権 952 － 

純資産合計 △56,335 83,410 

負債純資産合計 172,633 320,642 
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 386,359 291,064 

売上原価 186,065 113,051 

売上総利益 200,294 178,012 

販売費及び一般管理費 265,869 242,479 

営業損失（△） △65,574 △64,467 

営業外収益   

受取利息 47 35 

その他 41 360 

営業外収益合計 89 396 

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 － 785 

支払利息 3,534 2,561 

その他 216 266 

営業外費用合計 3,750 3,612 

経常損失（△） △69,236 △67,682 

特別利益   

償却債権取立益 70 － 

固定資産売却益 － 799 

特別利益合計 70 799 

特別損失   

貸倒損失 － 496 

固定資産除却損 3,324 183 

事業整理損 － 1,628 

特別損失合計 3,324 2,309 

税引前四半期純損失（△） △72,490 △69,192 

法人税、住民税及び事業税 1,434 1,425 

法人税等合計 1,434 1,425 

四半期純損失（△） △73,925 △70,617 
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 127,458 100,924 

売上原価 63,107 39,199 

売上総利益 64,351 61,724 

販売費及び一般管理費 91,756 82,118 

営業損失（△） △27,405 △20,393 

営業外収益   

受取利息 16 13 

その他 － 47 

営業外収益合計 16 60 

営業外費用   

支払利息 1,133 825 

その他 3 0 

営業外費用合計 1,136 825 

経常損失（△） △28,525 △21,159 

特別利益   

償却債権取立益 40 － 

貸倒引当金戻入額 △26 － 

特別利益合計 13 － 

特別損失   

固定資産除却損 3,324 183 

特別損失合計 3,324 183 

税引前四半期純損失（△） △31,835 △21,343 

法人税、住民税及び事業税 478 475 

法人税等合計 478 475 

四半期純損失（△） △32,313 △21,818 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △72,490 △69,192 

減価償却費 34,037 5,965 

株式報酬費用 － 844 

コンテンツ償却費 35,716 － 

著作権利用許諾使用料 805 211 

事業整理損失 － 1,628 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,034 593 

受取利息及び受取配当金 △47 △35 

支払利息 3,534 2,561 

固定資産売却損益（△は益） － △799 

固定資産除却損 3,324 183 

売上債権の増減額（△は増加） 4,325 5,669 

たな卸資産の増減額（△は増加） 222 △7 

外注未払金の増減額（△は減少） 3,988 △3,545 

未払金の増減額（△は減少） △5,221 △5,984 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,437 2,066 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,145 △4,202 

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,017 943 

小計 12,435 △63,098 

利息及び配当金の受取額 47 35 

利息の支払額 △3,761 △2,709 

事業整理に伴う支出 － △1,628 

法人税等の還付額 531 － 

法人税等の支払額 △3,127 △1,900 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,126 △69,300 

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 － △4,701 

有形固定資産の売却による収入 － 800 

無形固定資産の取得による支出 △45,972 △13,650 

長期前払費用の取得による支出 △1,000 △1,000 

貸付けによる支出 △1,900 △100 

貸付金の回収による収入 1,626 1,706 

敷金及び保証金の回収による収入 － 880 

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,246 △16,064 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △25,270 △16,930 

新株予約権の発行による収入 － 107 

リース債務の返済による支出 △2,978 △3,123 

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,248 △19,945 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69,369 △105,310 

現金及び現金同等物の期首残高 114,576 185,782 

現金及び現金同等物の四半期末残高 45,207 80,471 
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   当社は、当第３四半期累計期間において、四半期純損失70,617千円計上を計上した結果、56,335千円の債務超過

になっております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりま

す。当該状況を解消する為の対応策といたしましては、企画提案型の案件の獲得及び新規事業開発の迅速化に注力

することで収益力の向上を図り、販売管理費についても再度徹底した見直しにより、経費削減を図ることで営業利

益の改善に努める所存でおります。一方、当社では可能な限り顧客の要望に応えるべく、制作業務の充実化をより

一層進め、商品クオリティと価格競争力の強化を継続的に行ってまいります。 

   このような施策を具現化することにより、デジタルコンテンツ事業の法人営業及びコンシューマ向けサービスが

ともに拡充され、業績の拡大及び赤字要因であった固定費の回収が可能となり、営業利益が確保できる体制へと転

換して参ります。  

   また、当社はこれまでも、大株主である河端繁氏より金融支援を受けておりますが、同氏より、今後とも、全面

的な支援を継続する旨、表明をいただいております。 

   しかしながら、平成18年から平成21年の旧経営陣により、不適切な取引及び会計処理が過去数年度にわたり行

われていたため、過去に提出している有価証券報告書等について訂正報告書を提出する予定でおります。これに

より、課徴金など損失の発生する可能性があります。現時点において証券取引等監視委員会事務局の処分内容が

確定していないため、その金額を合理的に見積もることは困難であるとともに、上記施策の実行には不確実な要

素があり、当該事象が今後の財政状態及び経営成績に及ぼす影響は明らかでないため、継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められます。なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提

に関する重要な不確実性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。  

  

   当社は、デジタルコンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

      （追加情報） 

    第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

   月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

   年３月21日）を適用しております。 

  

  当社は、当第３四半期累計期間において、70,617千円の四半期純損失を計上いたしました。これにより、当

第３四半期会計期間末において利益剰余金が前事業年度末と比べて70,617千円減少し、当第３四半期会計期間

末における株主資本は△57,288千円となっております。 

  なお、利益剰余金について、過去に行われた取引の一部に関して不適切な会計処理に伴う過年度訂正に係る

利益剰余金の減少額70,082千円を当第３四半期累計期間に計上しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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