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平成25年２月15日 
各  位 
 会 社 名 株式会社デジタルアドベンチャー  
 代 表 者 代表取締役社長  矢島 重比古 
 （JASDAQ・コード  4772） 
 問合せ先 管理本部長    大山 智子  
 ＴＥＬ  03-6809-6118 

 
（訂正・数値データ訂正）「平成24年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正について 
 
当社は、平成25年２月13日15時30分に発表いたしました表記開示資料について訂正がありましたのでお
知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。 
 

記 
 
１．訂正の理由 
  本日発表の「契約解除に伴う営業損失計上についてのお知らせ」のとおり、当社が使用許諾を得てい
たドラマ「都市征伐」の制作中止に伴い、契約先である大韓民国法人株式会社メディア100エンタテイ
ンメントに既に支払い済である権利金について、同社の財務状況から返金が困難であるとの判断から評
価した結果、127百万円を費用処理しております。これに伴い平成25年２月13日発表の連結業績を訂正
し、営業損失１億88百万円、経常損失１億38百万円、当期純損失２億15百万円となりました。 
 
２．訂正の内容 
 
網掛部分が訂正箇所であります。 
 
サマリー１ページ 
１．平成24年12月期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 
＜訂正前＞ 
(1)連結経営成績 
 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 ％ 
24年12月期 4,409 ― △60 ― △11 ― △88 ― 
23年12月期 3,906 ― 94 ― 67 ― △52 ― 
(注）包括利益  24年12月期 △38百万円（－％）   23年12月期 △46百万円（－％） 
 

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 ％ ％ ％ 
24年12月期 △1.63 ― △3.7 △0.3 △1.4 
23年12月期 △0.97 ― △2.2 1.9 2.4 
 
＜訂正後＞ 
(1)連結経営成績 
 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 ％ 
24年12月期 4,409 ― △188 ― △138 ― △215 ― 
23年12月期 3,906 ― 94 ― 67 ― △52 ― 
(注）包括利益  24年12月期 △165百万円（－％）   23年12月期 △46百万円（－％） 
 

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 ％ ％ ％ 
24年12月期 △3.97 ― △9.4 △4.1 △4.3 
23年12月期 △0.97 ― △2.2 1.9 2.4 
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＜訂正前＞ 
(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 
24年12月期 3,541 2,474 66.4 43.31 
23年12月期 3,303 2,494 72.4 44.01 
（参考）自己資本 24年12月期 2,352百万円    23年12月期 2,309百万円 
 
＜訂正後＞ 
(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 
24年12月期 3,414 2,347 65.2 40.97 
23年12月期 3,303 2,494 72.4 44.01 
（参考）自己資本 24年12月期 2,224百万円    23年12月期 2,309百万円 
 
サマリー２ページ 
（参考）個別業績の概要 
１．平成24年12月期の個別業績（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 
＜訂正前＞ 
(1)個別経営成績 
 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 ％ 
24年12月期 3,179 ― △80 ― △10 ― △19 ― 
23年12月期 3,064 ― 83 ― 90 ― △15 ― 
 
 

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 
 円 銭 円 銭 
24年12月期 △0.36 ― 
23年12月期 △0.28 ― 
 
＜訂正後＞ 
(1)個別経営成績 
 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 ％ 
24年12月期 3,179 ― △207 ― △138 ― △146 ― 
23年12月期 3,064 ― 83 ― 90 ― △15 ― 
 
 

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 
 円 銭 円 銭 
24年12月期 △2.70 ― 
23年12月期 △0.28 ― 
 
(2)個別財政状態 
＜訂正前＞ 
 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 
24年12月期 3,412 2,432 67.7  42.54 
23年12月期 2,964 2,384 76.9 41.97 
（参考）自己資本 24年12月期 2,310百万円    23年12月期 2,279百万円 
 
＜訂正後＞ 
 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 
24年12月期 3.284 2,305 66.5 40.20 
23年12月期 2,964 2,384 76.9 41.97 
（参考）自己資本 24年12月期 2,183百万円    23年12月期 2,279百万円 
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○添付資料  
 
２ページ 
１．経営成績・財政状態に関する分析 
(1)経営成績に関する分析 
＜訂正前＞ 
①当期の経営成績 
本文11行目 
一方、利益面については、事業構造改革やグループ事業再編による経費削減効果はあったものの、ＤＡ
ＴＶでの大型ドラマコンテンツ投入等によるコスト増により利益を確保できず減益となっております。   
この結果、売上高は44億９百万円、営業損失60百万円、経常損失11百万円、当期純損失88百万円となりま
した。 
 
＜訂正後＞ 
①当期の経営成績 
本文11行目 
一方、利益面については、事業構造改革やグループ事業再編による経費削減効果はあったものの、ＤＡ
ＴＶでの大型ドラマコンテンツ投入等によるコスト増や一部ドラマの制作中止による費用負担により利
益を確保できず減益となっております。この結果、売上高は44億９百万円、営業損失１億88百万円、経常
損失１億38百万円、当期純損失２億15百万円となりました。 
 
＜訂正前＞ 
（ライツ＆メディアコミュニケーション事業） 
15行目 
利益面では、ＤＡＴＶへのドラマコンテンツ投入、新規事業の先行投資等によりコストが増加してお

り、この結果、売上高は18億67百万円、セグメント損失は３億60百万円となりました。 
 
＜訂正後＞ 
（ライツ＆メディアコミュニケーション事業） 
15行目 
利益面では、ＤＡＴＶへのドラマコンテンツ投入、新規事業の先行投資等によりコストが増加したこと、
一部ドラマの制作中止による費用負担により、この結果、売上高は18億67百万円、セグメント損失は４億
87百万円となりました。 
 
４ページ 
１．経営成績・財政状態に関する分析 
＜訂正前＞ 
(2) 財政状態に関する分析 
①� 資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は35億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億38百万円増加い
たしました。その主な要因は、現金及び預金が12億23百万円減少したものの、前渡金が11億83百万円
増加、および投資有価証券が５億58百万円増加したことによるものであります。 
当連結会計年度末の負債は10億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億58百万円増加いた

しました。その主な要因は、前受金が２億72百万円増加したことによるものであります。 
当連結会計年度末の純資産は24億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ20百万円減少いたし

ました。その主な要因は、利益剰余金が88百万円減少、およびその他有価証券評価差額金が50百万円
増加したことによるものであります。 
     

②  キャッシュ・フローの状況   
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ
７億14万円減少しており、７億95百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フロ
ーの状況と主な要因は、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、８億42百万円の資金の減少（前連結会計年度は４億32百万

円の増加）となりました。 これは、主に前渡金が11億88百万円増加、および前受金が２億72百万円増
加したことによるものであります。 
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（参考）キャッシュ・フロー指標のトレンド 
 平成23年12月期 平成24年12月期 
 期末 期末 
自己資本比率（％） 72.4 66.4 
時価ベースの自己資本比率（％） 42.8 59.9 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.0 ― 
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 196.0 ― 

 
＜訂正後＞ 
(2) 財政状態に関する分析 
① 資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は34億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億11百万円増加い
たしました。その主な要因は、現金及び預金が12億23百万円減少したものの、前渡金が10億56百万円
増加、および投資有価証券が５億58百万円増加したことによるものであります。 
当連結会計年度末の負債は10億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億58百万円増加いた

しました。その主な要因は、前受金が２億72百万円増加したことによるものであります。 
当連結会計年度末の純資産は23億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億47百万円減少い

たしました。その主な要因は、利益剰余金が２億15百万円減少、およびその他有価証券評価差額金が
50百万円増加したことによるものであります。 
     

②  キャッシュ・フローの状況   
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ
７億14万円減少しており、７億95百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フロ
ーの状況と主な要因は、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、８億42百万円の資金の減少（前連結会計年度は４億32百万

円の増加）となりました。 これは、主に前渡金が10億61百万円増加、および前受金が２億72百万円増
加したことによるものであります。 

 
（参考）キャッシュ・フロー指標のトレンド 
 平成23年12月期 平成24年12月期 
 期末 期末 
自己資本比率（％） 72.4 65.2 
時価ベースの自己資本比率（％） 42.8 62.1 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.0 ― 
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 196.0 ― 
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11ページ 
４．連結財務諸表 
＜訂正前＞ 
（1）連結貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 
資産の部   流動資産   現金及び預金 2,018,104 795,051 
受取手形及び売掛金 ※3  531,011 ※3  386,258 
コンテンツ 12,842 16,787 
商品 3,671 25,124 
仕掛コンテンツ 11,046 25,251 
前渡金 179,771 1,363,666 
その他 59,142 30,135 
貸倒引当金 △4,816 △623 
流動資産合計 2,810,774 2,641641 

固定資産   有形固定資産   その他（純額） ※1  52,040 ※1  20,768 
有形固定資産合計 52,040 20,768 
無形固定資産   その他 130,217 88,825 
無形固定資産合計 130,217 88,825 
投資その他の資産   投資有価証券 ※2  131,307 ※2  689,762 
長期貸付金 - 96,277 
その他 223,061 116,559 
貸倒引当金 △44,404 △112,266 
投資その他の資産合計 309,963 790,333 
固定資産合計 492,221 899,926 
繰延資産   株式交付費 27 - 
繰延資産合計 27 - 
資産合計 3,303,023 3,541,577 
負債の部   流動負債   買掛金 391,007 345,886 
短期借入金 - 100,000 
前受金 211,832 484,671 
返品調整引当金 6,202 6,426 
事務所移転損失引当金 35,482 - 
資産除去債務 20,946 - 
その他 139,473 97,197 
流動負債合計 804,945 1,034,181 
固定負債   
その他 3,147 32,728 
固定負債合計 3,147 32,728 
負債合計 808,093 1,066,910 
純資産の部   株主資本   資本金 3,999,492 3,999,492 
利益剰余金 △1,576,691 △1,665,152 
自己株式 △32,348 -32,387 
株主資本合計 2,390,452 2,301,952 

その他の包括利益累計額   その他有価証券評価差額金 - 50,335 
その他の包括利益累計額合計 - 50,335 
新株予約権 104,478 122,379 
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少数株主持分 - - 
純資産合計 2,494,930 2,474,667 
負債純資産合計 3,303,023 3,541,577 
 
＜訂正後＞ 
（1）連結貸借対照表 

（単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年12月31日） 
資産の部   流動資産   現金及び預金 2,018,104 795,051 
受取手形及び売掛金 ※3  531,011 ※3  386,258 
コンテンツ 12,842 16,787 
商品 3,671 25,124 
仕掛コンテンツ 11,046 25,251 
前渡金 179,771 1,236,354 
その他 59,142 30,135 
貸倒引当金 △4,816 △623 
流動資産合計 2,810,774 2,514.339 

固定資産   有形固定資産   その他（純額） ※1  52,040 ※1  20,768 
有形固定資産合計 52,040 20,768 
無形固定資産   その他 130,217 88,825 
無形固定資産合計 130,217 88,825 
投資その他の資産   投資有価証券 ※2  131,307 ※2  689,762 
長期貸付金 - 96,277 
その他 223,061 116,559 
貸倒引当金 △44,404 △112,266 
投資その他の資産合計 309,963 790,333 
固定資産合計 492,221 899,926 
繰延資産   株式交付費 27 - 
繰延資産合計 27 - 

資産合計 3,303,023 3,414,265 
負債の部   流動負債   買掛金 391,007 345,886 
短期借入金 - 100,000 
前受金 211,832 484,671 
返品調整引当金 6,202 6,426 
事務所移転損失引当金 35,482 - 
資産除去債務 20,946 - 
その他 139,473 97,197 
流動負債合計 804,945 1,034,181 
固定負債   その他 3,147 32,728 
固定負債合計 3,147 32,728 
負債合計 808,093 1,066,910 
純資産の部   株主資本   資本金 3,999,492 3,999,492 
利益剰余金 △1,576,691 △1,792,464 
自己株式 △32,348 -32,387 
株主資本合計 2,390,452 2,174,640 

その他の包括利益累計額   



 

7 

 

その他有価証券評価差額金 - 50,335 
その他の包括利益累計額合計 - 50,335 

新株予約権 104,478 122,379 
少数株主持分 - - 
純資産合計 2,494,930 2,347,355 
負債純資産合計 3,303,023 3,414,265 
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＜訂正前＞ 
（2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書）                               （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

売上高 3,906,899 4,409,050 
売上原価 2,952,205 3,546,874 
売上総利益 954,694, 862,176 
販売費及び一般管理費   貸倒引当金繰入額 23 △4,252 
役員報酬 74,705 103,089 
給料及び手当 262,886 267,817 
支払手数料 184,109 200,920 
のれん償却額 16,834 22,446 
その他 321,212 332,943 
販売費及び一般管理費合計 859,772 922,965 
営業利益又は営業損失（△） 94,921 △60,789 
営業外収益   受取利息 2,156 9,158 
為替差益 - 47,161 
持分法による投資利益 8,195 - 
その他 2,006 2,192 
営業外収益合計 12,357 58,512 
営業外費用   持分法による投資損失 - 8,544 
為替差損 33,345 - 
その他 6,396 635 
営業外費用合計 39,741 9,179 
経常利益又は経常損失（△） 67,537 △11,456 
特別利益   投資有価証券売却益 20,000 - 
新株予約権戻入益 14,911 1,807 
事業譲渡益 - 2,462 
その他 1,194 -. 
特別利益合計 36,106 4,269 
特別損失   固定資産除却損 ※1  23,813 ※1  10,489 
減損損失 ※2  13,095 ※2  4,626 
特別退職金 55,645 5,894 
子会社株式売却損 - 55,861 
事務所移転損失引当金繰入額 35,482 - 
その他 6,165 - 
特別損失合計 134,201 76,871 
税金等調整前当期純損失（△） △30,558 △84,058 
法人税、住民税及び事業税 7,817 6,043 
法人税等調整額 7,976 △1,640 
法人税等合計 15,794 4,403 
少数株主損益調整前当期純損失（△） △46,352 △88,461 
少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,569 - 
当期純損失（△） △52,922 △88,461 
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（連結包括利益計算書） 

 

前連結会計年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △46,352 △88,461 
その他の包括利益   その他有価証券評価差額金 - 50,335 
その他の包括利益合計 - ※ 50,335 
包括利益 △46,352 △38,125 
（内訳）   親会社株主に係る包括利益 △52,922 △38,125 
少数株主に係る包括利益 6,569 - 
 
＜訂正後＞ 
（2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円） 

 

前連結会計年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

売上高 3,906,899 4,409,050 
売上原価 2,952,205 3,674,186 
売上総利益 954,694, 734,864 
販売費及び一般管理費   貸倒引当金繰入額 23 △4,252 
役員報酬 74,705 103,089 
給料及び手当 262,886 267,817 
支払手数料 184,109 200,920 
のれん償却額 16,834 22,446 
その他 321,212 332,943 
販売費及び一般管理費合計 859,772 922,965 
営業利益又は営業損失（△） 94,921 △188,101 
営業外収益   受取利息 2,156 9,158 
為替差益 - 47,161 
持分法による投資利益 8,195 - 
その他 2,006 2,192 
営業外収益合計 12,357 58,512 
営業外費用   持分法による投資損失 - 8,544 
為替差損 33,345 - 
その他 6,396 635 
営業外費用合計 39,741 9,179 
経常利益又は経常損失（△） 67,537 △138,768 
特別利益   投資有価証券売却益 20,000 - 
新株予約権戻入益 14,911 1,807 
事業譲渡益 - 2,462 
その他 1,194 -. 
特別利益合計 36,106 4,269 
特別損失   固定資産除却損 ※1  23,813 ※1  10,489 
減損損失 ※2  13,095 ※2  4,626 
特別退職金 55,645 5,894 
子会社株式売却損 - 55,861 
事務所移転損失引当金繰入額 35,482 - 
その他 6,165 - 
特別損失合計 134,201 76,871 
税金等調整前当期純損失（△） △30,558 △211,370 
法人税、住民税及び事業税 7,817 6,043 
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法人税等調整額 7,976 △1,640 
法人税等合計 15,794 4,403 
少数株主損益調整前当期純損失（△） △46,352 △215,773 
少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,569 - 
当期純損失（△） △52,922 △215,773 
 
（連結包括利益計算書） 

（単位：千円） 

 

前連結会計年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △46,352 △215,773 
その他の包括利益   その他有価証券評価差額金 - 50,335 
その他の包括利益合計 - ※ 50,335 
包括利益 △46,352 △165,437 
（内訳）   親会社株主に係る包括利益 △52,922 △165,437 
少数株主に係る包括利益 6,569 - 
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＜訂正前＞ 
（3）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

 

前連結会計年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

株主資本   資本金   当期首残高 3,999,492 3,999,492 
当期末残高 3,999,492 3,999,492 
利益剰余金   当期首残高 △1,523,769 △1,576,691 
当期変動額   当期純損失（△） △52,922 △88,461 
当期変動額合計 △52,922 △88,461 
当期末残高 △1,576,691 △1,665,152 
自己株式   当期首残高 △32,328 △32,348 
当期変動額   自己株式の取得 △20 △38 
当期変動額合計 △20 △38 
当期末残高 △32,348 △32,387 
株主資本合計   当期首残高 2,443,394 2,390,452 
当期変動額   当期純損失（△） △52,922 △88,461 
自己株式の取得 △20 △38 
当期変動額合計 △52,942 △88,500 
当期末残高 2,390,452 2,301,952 

その他の包括利益累計額   その他有価証券評価差額金   当期首残高 - - 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動
額（純額） 

- 50,335 

当期変動額合計 - 50,335 
当期末残高 - 50,335 
その他の包括利益累計額合計   
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当期首残高 - - 
当期変動額   

   
   
   株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
- 50,335 

当期変動額合計 - 50,335 
当期末残高 - 50,335 

新株予約権   当期首残高 113,826 104,478 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△9,348 17,901 

当期変動額合計 △9,348 17,901 
当期末残高 104,478 122,379 
少数株主持分   当期首残高 197,579 - 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△197,579 - 

当期変動額合計 △197,579 - 
当期末残高 - - 
純資産合計   当期首残高 2,754,800 2,494,930 
当期変動額   当期純損失（△） △52,922 △88,461 
自己株式の取得 △20 △38 
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△206,928 68,237 

当期変動額合計 △259,870 △20,262 
当期末残高 2,494,930 2,474,667 

   ＜訂正後＞ 
（3）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

 

前連結会計年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

株主資本   資本金   当期首残高 3,999,492 3,999,492 
当期末残高 3,999,492 3,999,492 
利益剰余金   当期首残高 △1,523,769 △1,576,691 
当期変動額   当期純損失（△） △52,922 △215,773 
当期変動額合計 △52,922 △215,773 
当期末残高 △1,576,691 △1,792,464 
自己株式   当期首残高 △32,328 △32,348 
当期変動額   自己株式の取得 △20 △38 
当期変動額合計 △20 △38 
当期末残高 △32,348 △32,387 
株主資本合計   当期首残高 2,443,394 2,390,452 
当期変動額   当期純損失（△） △52,922 △215,773 
自己株式の取得 △20 △38 
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当期変動額合計 △52,942 △215,812 
当期末残高 2,390,452 2,174,640 

その他の包括利益累計額   その他有価証券評価差額金   当期首残高 - - 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
- 50,335 

当期変動額合計 - 50,335 
当期末残高 - 50,335 
その他の包括利益累計額合計   当期首残高 - - 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
- 50,335 

当期変動額合計 - 50,335 
当期末残高 - 50,335 

新株予約権   当期首残高 113,826 104,478 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△9,348 17,901 

当期変動額合計 △9,348 17,901 
当期末残高 104,478 122,379 
少数株主持分   当期首残高 197,579 - 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△197,579 - 

当期変動額合計 △197,579 - 
当期末残高 - - 
純資産合計   当期首残高 2,754,800 2,494,930 
当期変動額   当期純損失（△） △52,922 △215,773 
自己株式の取得 △20 △38 
株主資本以外の項目の当期変動額

（純額） 
△206,928 68,237 

当期変動額合計 △259,870 △147,574 
当期末残高 2,494,930 2,347,355 
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＜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23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24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（△） △30,558 △84,058 
減価償却費 76,806 48,239 
減損損失 13,095 4,626 
のれん償却額 16,834 22,446 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △861 △4,252 
賞与引当金の増減額（△は減少） 3,894 - 
返品調整引当金の増減額（△は減少） 201 223 
事務所移転損失引当金の増減額（△は
減少） 35,482 △15,930 

受取利息及び受取配当金 △2,196 △9,158 
支払利息 2,207 605 
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固定資産除売却損益（△は益） 26,346 10,489 
投資有価証券売却損 - 55,861 
投資有価証券売却益 △20,000 - 
新株予約権戻入益 △14,911 △1,807 
為替差損益（△は益） 33,345 △47,161 
持分法による投資損益（△は益） △8,195 8,544 
売上債権の増減額（△は増加） △4,059 2,911 
たな卸資産の増減額（△は増加） 19,335 △44,488 
前渡金の増減額（△は増加） 250,466 △1,188,437 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 92,676 11,836 
仕入債務の増減額（△は減少） 39,813 103,647 
前受金の増減額（△は減少） △31,575 272,943 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,215 △37,736 
その他 △4,621 27,238 
小計 466,311 △863,417 
利息及び配当金の受取額 935 5,873 
利息の支払額 △2,187 △521 
法人税等の支払額又は還付額（△は支
払） △32,467 15,596 

営業活動によるキャッシュ･フロー 432,592 △842,468 
投資活動によるキャッシュ･フロー   
貸付けによる支出 - △1,000 
貸付金の回収による収入 30,214 502 
有形固定資産の取得による支出 △9,845 △38,744 
無形固定資産の取得による支出 △52,118 △23,620 
投資有価証券の取得による支出 - △485,800 
投資有価証券の売却による収入 20,000 - 
定期預金の預入による支出 △24,100 - 
定期預金の払戻による収入 135,012 511,028 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出 △28,257 △100,870 

敷金及び保証金の差入による支出 △3,661 △37,979 
敷金及び保証金の回収による収入 906 82,832 
その他の収入 34 - 
その他の支出 △1,099 △2,709 
投資活動によるキャッシュ･フロー 67,085 △96,361 
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 - 130,000 
長期借入れによる収入 50,000 50,000 
長期借入金の返済による支出 △4,263 - 
自己株式の取得による支出 △20 △38 
その他 △16,277 △2,562 
財務活動によるキャッシュ･フロー 29,439 177,398 
現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,615 47,161 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 516,501 △714,270 
現金及び現金同等物の期首残高 992,819 1,509,321 
現金及び現金同等物の期末残高 1,509,321 795,051 
 
＜訂正後＞ 
（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23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24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（△） △30,558 △211,370 
減価償却費 76,806 48,239 
減損損失 13,095 4,626 
のれん償却額 16,834 22,446 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △861 △4,252 
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賞与引当金の増減額（△は減少） 3,894 - 
返品調整引当金の増減額（△は減少） 201 223 
事務所移転損失引当金の増減額（△は
減少） 35,482 △15,930 

受取利息及び受取配当金 △2,196 △9,158 
支払利息 2,207 605 
固定資産除売却損益（△は益） 26,346 10,489 
投資有価証券売却損 - 55,861 
投資有価証券売却益 △20,000 - 
新株予約権戻入益 △14,911 △1,807 
為替差損益（△は益） 33,345 △47,161 
持分法による投資損益（△は益） △8,195 8,544 
売上債権の増減額（△は増加） △4,059 2,911 
たな卸資産の増減額（△は増加） 19,335 △44,488 
前渡金の増減額（△は増加） 250,466 △1,061,125 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 92,676 11,836 
仕入債務の増減額（△は減少） 39,813 103,647 
前受金の増減額（△は減少） △31,575 272,943 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,215 △37,736 
その他 △4,621 27,238 
小計 466,311 △863,417 
利息及び配当金の受取額 935 5,873 
利息の支払額 △2,187 △521 
法人税等の支払額又は還付額（△は支
払） △32,467 15,596 

営業活動によるキャッシュ･フロー 432,592 △842,468 
投資活動によるキャッシュ･フロー   
貸付けによる支出 - △1,000 
貸付金の回収による収入 30,214 502 
有形固定資産の取得による支出 △9,845 △38,744 
無形固定資産の取得による支出 △52,118 △23,620 
投資有価証券の取得による支出 - △485,800 
投資有価証券の売却による収入 20,000 - 
定期預金の預入による支出 △24,100 - 
定期預金の払戻による収入 135,012 511,028 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出 △28,257 △100,870 

敷金及び保証金の差入による支出 △3,661 △37,979 
敷金及び保証金の回収による収入 906 82,832 
その他の収入 34 - 
その他の支出 △1,099 △2,709 
投資活動によるキャッシュ･フロー 67,085 △96,361 
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 - 130,000 
長期借入れによる収入 50,000 50,000 
長期借入金の返済による支出 △4,263 - 
自己株式の取得による支出 △20 △38 
その他 △16,277 △2,562 
財務活動によるキャッシュ･フロー 29,439 177,398 
現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,615 47,161 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 516,501 △714,270 
現金及び現金同等物の期首残高 992,819 1,509,321 
現金及び現金同等物の期末残高 1,509,321 795,051 

 
 
 



 

14 

 

 
28ページ 
４．連結財務諸表 
(12）連結財務諸表に関する注記事項 
＜訂正前＞ 
（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 
 ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他項目の金額に関する情報 
 
当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

（単位：千円） 
 報告セグメント 

その他 
（注１） 合計   デジタル 

コンテンツ
配信 

物販 
ライツ＆メデ
ィアコミュニ
ケーション 

計 

売上高       
外部顧客への売上高 724,022 1,482,739 1,867,306 4,074,068 334,981 4,409,050 
 セグメント間の内部売上高 
又は振替高 ― ― ― ― 1 1 

計 724,022 1,482,739 1,867,306 4,074,068 334.983 4,409,052 
セグメント利益又は損失（△） 93.224 251,907 △360,461 △15,329 △46,462 △61,792 
セグメント資産 268,009 165,211 1,616,030 2,049,251 17,576 2,066,828 
その他の項目       
減価償却費 15,930 5,009 11,336 32,275 4,232 36,507 
のれんの償却額 6,369 ― 16,076 22,446 ― 22,446 
有形固定資産及び無形固定 
資産の増加額 5,487 20,179 13,992 39,660 26,226 65,886 

 
＜訂正後＞ 
（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 
 ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他項目の金額に関する情報 
 
当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日） 

（単位：千円） 
 報告セグメント 

その他 
（注１） 合計   デジタル 

コンテンツ
配信 

物販 
ライツ＆メデ
ィアコミュニ
ケーション 

計 

売上高       
外部顧客への売上高 724,022 1,482,739 1,867,306 4,074,068 334,981 4,409,050 
 セグメント間の内部売上高 
又は振替高 ― ― ― ― 1 1 

計 724,022 1,482,739 1,867,306 4,074,068 334.983 4,409,052 
セグメント利益又は損失（△） 93.224 251,907 △487,773 △142,641 △46,462 △189,104 
セグメント資産 268,009 165,211 １，488,718 1,921,939 17,576 1,939,516 
その他の項目       
減価償却費 15,930 5,009 11,336 32,275 4,232 36,507 
のれんの償却額 6,369 ― 16,076 22,446 ― 22,446 
有形固定資産及び無形固定 
資産の増加額 5,487 20,179 13,992 39,660 26,226 65,886 
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28ページ 
４．連結財務諸表 
(12）連結財務諸表に関する注記事項 
＜訂正前＞ 
（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 
 ４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（再調整に関する事項） 

（単位：千円） 
利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 116,318 △15,329 
「その他」の区分の利益 △21,812 △46,462 
セグメント間取引消去 415 1,002 
連結財務諸表の営業利益又は営業損失（△） 94,921 △60,789 

（単位：千円） 
資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 1,071,752 2,049,251 
「その他」の区分の資産 148,134 17,576 
全社資産（注） 2,083,136 1,474,749 
連結財務諸表の資産合計 3,303,023 3,541,577 
（注）全社資産は、主に提出会社の運用資金（現金及び預金）及び管理部門等に係る資産であります。 
 
＜訂正後＞ 
（セグメント情報等） 
【セグメント情報】 
 ４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（再調整に関する事項） 

（単位：千円） 
利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 116,318 △142,641 
「その他」の区分の利益 △21,812 △46,462 
セグメント間取引消去 415 1,002 
連結財務諸表の営業利益又は営業損失（△） 94,921 △188,101 
 

（単位：千円） 
資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 1,071,752 1,921,939 
「その他」の区分の資産 148,134 17,576 
全社資産（注） 2,083,136 1,474,749 
連結財務諸表の資産合計 3,303,023 3,414,265 
（注）全社資産は、主に提出会社の運用資金（現金及び預金）及び管理部門等に係る資産であります。 
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32ページ 
＜訂正前＞ 
（12）連結財務諸表に関する注記事項 
（税効果会計関係） 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
 当連結会計年度 
（平成24年12月31日） 

繰延税金資産  千円   千円 
未払事業税損金不算入額 1,618   1,254  
貸倒引当金繰入限度超過額 17,646   40,233  
株式報酬費用 37,235   43,616  
事業撤退損失損金不算入額 11,582   11,582  
繰越欠損金 1,722,913   1,757,156  
投資有価証券評価損損金不算入額 117,468   119,779  
映像・音楽化権評価損損金不算入額 79,379   -  
減損損失 3,473   2,239  
その他 22,267   42,558  
繰延資産計 2,013,585   2,018,510  
評価性引当額 △2,013,585   △2,018,510  
繰延税金資産合計 -   -  

 
 

＜訂正後＞ 
（12）連結財務諸表に関する注記事項 
（税効果会計関係） 
１．繰延性金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

 
前連結会計年度 

（平成23年12月31日） 
 当連結会計年度 
（平成24年12月31日） 

繰延税金資産  千円   千円 
未払事業税損金不算入額 1,618   1,254  
貸倒引当金繰入限度超過額 17,646   40,233  
株式報酬費用 37,235   43,616  
事業撤退損失損金不算入額 11,582   11,582  
繰越欠損金 1,722,913   1,757,156  
投資有価証券評価損損金不算入額 117,468   119,779  
映像・音楽化権評価損損金不算入額 79,379   -  
減損損失 3,473   2,239  
その他 22,267   90,949  
繰延資産計 2,013,585   2,066,902  
評価性引当額 △2,013,585   △2,066,902  
繰延税金資産合計 -   -  
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38ページ 
＜訂正前＞ 
（12）連結財務諸表に関する注記事項 
（1株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

1株当たり純資産額        44円01銭 1株当たり純資産額         43円31銭 
1株当たり当期純損失金額     △0円97銭 1株当たり当期純損失金額    △1円63銭 
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
ついては、1株当たり当期純損失金額が計上されて
いるため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
については、1株当たり当期純損失金額が計上さ
れているため、記載しておりません。 

（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前連結会計年度 

（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

当期純損失（△） 千円 △52,922 △88,461 
普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 
普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △52,922 △88,461 
普通株式の期中平均株式数（株） 54,315,338 54,314,082 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益金額の算定に含
めなかった潜在株式の概要 

新株予約権  1,462個 新株予約権   3,026個 

 
＜訂正後＞ 
（12）連結財務諸表に関する注記事項 
（1株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

1株当たり純資産額           44円01銭 1株当たり純資産額          40円97銭 
1株当たり当期純損失金額       △0円97銭 1株当たり当期純損失金額     △3円97銭 
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に
ついては、1株当たり当期純損失金額が計上されて
いるため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
については、1株当たり当期純損失金額が計上さ
れているため、記載しておりません。 

（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前連結会計年度 

（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

当期純損失（△） 千円 △52,922 △215,773 
普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 
普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △52,922 △215,773 
普通株式の期中平均株式数（株） 54,315,338 54,314,082 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益金額の算定に含
めなかった潜在株式の概要 

新株予約権  1,462個 新株予約権   3,026個 
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５．個別財務諸表 
 40ページ 
＜訂正前＞  
（1） 貸借対照表 

（単位：千円）  

 
前事業年度 

（平成23年12月31日） 
当事業年度 

（平成24年12月31日） 
資産の部    流動資産   現金及び預金 1,776,984 727,166 
受取手形             ※1     - ※1  1,341 
売掛金  ※2  397,694 ※2  315,078 
コンテンツ 4,818 2,862 
商品 3,556 25,024 
仕掛コンテンツ 122 188 
原材料及び貯蔵品 1,364 - 
前渡金 155,365 1,363,299 
前払費用 16,948 9,126 
立替金 7,973 24,659 
その他 81,409 15,471 
貸倒引当金 △4,856 △28,451 
流動資産合計 2,441,382 2,455,766 
固定資産   有形固定資産   建物 43,365 8,944 
 減価償却累計額 △18,306 △1,161 
 建物（純額） 25,058 7,782 
機械及び装置 2,162 - 
 減価償却累計額 △1,129 - 
 機械及び装置（純額） 1,033 - 
車両運搬具 1,239 1,239 
 減価償却累計額 △702 △926 
 車両運搬具（純額） 537 313 
工具、器具及び備品 111,007 66,053 
 減価償却累計額 △93,504 △58,136 
 工具、器具及び備品（純額） 17,502 7,916 
土地 639 639 

   リース資産 7,497 7,497 
 減価償却累計額 △4,619 △5,514 
 リース資産（純額） 2,877 1,983 
有形固定資産合計 47,650 18,635 

  無形固定資産   のれん 37,510 21,434 
ソフトウエア 42,410 40,836 
その他 1,049 - 
無形固定資産合計 80,970 62,271 

  投資その他の資産   投資有価証券  21,926 588,926 
関係会社株式 171,505 171,505 
関係会社長期貸付金 576,270 114,266 
破産更生債権等 15,989 15,989 
長期前払費用 3,815 1,940 
敷金及び保証金 168,701 92,179 
その他 2,925 2,925 
貸倒引当金 △566,577 △112,266 
投資その他の資産合計 394,554 875,465 
固定資産合計 523,175 956,372 
繰延資産   株式交付費 27 - 
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繰延資産合計 27  
資産合計 2,964,585 3,412,139 
負債の部    流動負債   買掛金 236,650 345,86 
短期借入金 - 100,000 
リース債務 1,256 1,283 
未払金 40,259 25,430 
未払費用 12,878 6,643 
未払法人税等 - 6,773 
繰延税金負債 1,640 - 
前受金 162,897 467,437 
預り金 65,996 48,745 
事務所移転損失引当金 34,676 - 
資産除去債務 20,946 - 
流動負債合計 577,202 946,512 

 固定負債   リース債務 3,147 1,864 
繰延税金負債 - 30,864 
固定負債合計 3,147 32,728 
負債合計 580,350 979,240 
純資産の部   株主資本   資本金                          3,999,492 3,999,492 

利益剰余金                      その他利益剰余金                繰越利益剰余金              △1,687,386 △1,706,921 
利益剰余金合計                △1,687,386 △1,706,921 
自己株式                        △32,348 -32,387 
株主資本合計 2,279,757 2,260,183 
評価・換算差額等                 その他有価証券評価差額金        - 50,335 
評価・換算差額等合計 - 50,335 
新株予約権 104,478 122,379 
純資産合計 2,384,235 2,432,898 
負債純資産合計 2,964,585 3,412,139 
 
＜訂正後＞ 
（1）貸借対照表  

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成23年12月31日） 
当事業年度 

（平成24年12月31日） 
資産の部    流動資産   現金及び預金 1,776,984 727,166 
受取手形  ※1  - ※1  1,341 
売掛金  ※2  397,694 ※2  315,078 
コンテンツ 4,818 2,862 
商品 3,556 25,024 
仕掛コンテンツ 122 188 
原材料及び貯蔵品 1,364 - 
前渡金 155,365 1,235,987 
前払費用 16,948 9,126 
立替金 7,973 24,659 
その他 81,409 15,471 
貸倒引当金 △4,856 △28,451 
流動資産合計 2,441,382 2,328,454 
固定資産   有形固定資産   建物 43,365 8,944 
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 減価償却累計額 △18,306 △1,161 
 建物（純額） 25,058 7,782 

   
   
   機械及び装置 2,162 - 
 減価償却累計額 △1,129 - 
 機械及び装置（純額） 1,033 - 
車両運搬具 1,239 1,239 
 減価償却累計額 △702 △926 
 車両運搬具（純額） 537 313 
工具、器具及び備品 111,007 66,053 
 減価償却累計額 △93,504 △58,136 
 工具、器具及び備品（純額） 17,502 7,916 
土地 639 639 
リース資産 7,497 7,497 
 減価償却累計額 △4,619 △5,514 
 リース資産（純額） 2,877 1,983 
有形固定資産合計 47,650 18,635 

  無形固定資産   のれん 37,510 21,434 
ソフトウエア 42,410 40,836 
その他 1,049 - 
無形固定資産合計 80,970 62,271 

  投資その他の資産   投資有価証券  21,926 588,926 
関係会社株式 171,505 171,505 
関係会社長期貸付金 576,270 114,266 
破産更生債権等 15,989 15,989 
長期前払費用 3,815 1,940 
敷金及び保証金 168,701 92,179 
その他 2,925 2,925 
貸倒引当金 △566,577 △112,266 
投資その他の資産合計 394,554 875,465 
固定資産合計 523,175 956,372 
繰延資産   株式交付費 27 - 
繰延資産合計 27  
資産合計 2,964,585 3,284,827 
負債の部    流動負債   買掛金 236,650 345,86 
短期借入金 - 100,000 
リース債務 1,256 1,283 
未払金 40,259 25,430 
未払費用 12,878 6,643 
未払法人税等 - 6,773 
繰延税金負債 1,640 - 
前受金 162,897 467,437 
預り金 65,996 48,745 
事務所移転損失引当金 34,676 - 
資産除去債務 20,946 - 
流動負債合計 577,202 946,512 

 固定負債   リース債務 3,147 1,864 
繰延税金負債 - 30,864 
固定負債合計 3,147 32,728 
負債合計 580,350 979,240 
純資産の部   株主資本   
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資本金                          3,999,492 3,999,492 
利益剰余金                      その他利益剰余金                繰越利益剰余金              △1,687,386 △1,834,233 
利益剰余金合計                △1,687,386 △1,834,233 

   
   自己株式                        △32,348 -32,387 
株主資本合計 2,279,757 2,132,871 
評価・換算差額等                 その他有価証券評価差額金        - 50,335 
評価・換算差額等合計 - 50,335 
新株予約権 104,478 122,379 
純資産合計 2,384,235 2,305,586 
負債純資産合計 2,964,585 3,284,827 
 
43ページ 
＜訂正前＞ 
（2）損益計算書  

（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当事業年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

売上高    ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連事業収入 437,642 210,390 
 商品売上高 748,193 1,039,860 
 ﾗｲﾂ&ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業収入 1,736,596 1,867,306 
 その他の収入 141,674 61,893 
 売上高合計 3,064,106 3,179,451 
売上原価     ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連事業原価 235,683 74,261 
 商品売上原価 525,843 721,887 
 ﾗｲﾂ&ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業原価 1,466,689 1,769,038 
 その他の売上原価 109,435 62,312 
 売上原価合計 2,337,652 2,627,500 
売上総利益 726,453, 551,950 
販売費及び一般管理費   貸倒引当金繰入額 774 23,283 
役員報酬 32,919 49,889 
給料及び手当 216.966 169.324 
法定福利費 35,082 30,254 
支払手数料 146,560 155,428 
地代家賃 59,409 51,153 
減価償却費 22,700 7,561 
その他 128,531 145,306 
販売費及び一般管理費合計 642,944 632,201 
営業利益又は営業損失（△） 83,509 △80,250 
営業外収益   受取利息 ※1  10,181 ※1  10,211 
有価証券利息 - 7,322 
受取配当金 30,000 - 
為替差益 - 47,156 
その他 ※2   4,257 ※2   5,070 
営業外収益合計 44,708 69,760 
営業外費用   支払利息 90 324 
為替差損 33,342 - 
その他 3,868 28 
営業外費用合計 37,301 353 
経常利益又は経常損失（△） 90,916 △10,842 



 

22 

 

特別利益    新株予約権戻入益 14,911 1,807 
 事業譲渡益 - 2,462 
 その他 - 0. 
 特別利益合計 14,911 4,269 
特別損失    固定資産除却損 ※3  23,048 ※3  1,786 
 減損損失 ※4  13,095 ※4  4,626 
 特別退職金 43,723 3,294 
 事務所移転損失引当金繰入額 34,676 - 
 その他 ※5   2,533      - 
 特別損失合計 117,076 9,907 
税引前当期純損失（△） △11,247 △16,280 
法人税、住民税及び事業税 4,177 4,895 
法人税等調整額 △316 △1,640 
法人税等合計 3,860 3,255 
当期純損失（△） △15,108 △19,535 
 
＜訂正後＞ 
（2）損益計算書  

（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当事業年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

売上高    ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連事業収入 437,642 210,390 
 商品売上高 748,193 1,039,860 
 ﾗｲﾂ&ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業収入 1,736,596 1,867,306 
 その他の収入 141,674 61,893 
 売上高合計 3,064,106 3,179,451 
売上原価     ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連事業原価 235,683 74,261 
 商品売上原価 525,843 721,887 
 ﾗｲﾂ&ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業原価 1,466,689 1,896,350 
 その他の売上原価 109,435 62,312 
 売上原価合計 2,337,652 2,754,812 
売上総利益 726,453, 424,638 
販売費及び一般管理費   貸倒引当金繰入額 774 23,283 
役員報酬 32,919 49,889 
給料及び手当 216.966 169.324 
法定福利費 35,082 30,254 
支払手数料 146,560 155,428 
地代家賃 59,409 51,153 
減価償却費 22,700 7,561 
その他 128,531 145,306 
販売費及び一般管理費合計 642,944 632,201 
営業利益又は営業損失（△） 83,509 △207,562 
営業外収益    受取利息 ※1  10,181 ※1  10,211 
 有価証券利息 - 7,322 
 受取配当金 30,000 - 
 為替差益 - 47,156 
 その他 ※2   4,257 ※2   5,070 
 営業外収益合計 44,708 69,760 
営業外費用    支払利息 90 324 
 為替差損 33,342 - 
 その他 3,868 28 
営業外費用合計 37,301 353 
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経常利益又は経常損失（△） 90,916 △138,154 
特別利益   新株予約権戻入益 14,911 1,807 
事業譲渡益 - 2,462 
その他 - 0. 
特別利益合計 14,911 4,269 
特別損失   固定資産除却損 ※3  23,048 ※3  1,786 
減損損失 ※4  13,095 ※4  4,626 
特別退職金 43,723 3,294 
事務所移転損失引当金繰入額 34,676 - 
その他 ※5   2,533      - 
特別損失合計 117,076 9,907 
税引前当期純損失（△） △11,247 △143,592 
法人税、住民税及び事業税 4,177 4,895 
法人税等調整額 △316 △1,640 
法人税等合計 3,860 3,255 
当期純損失（△） △15,108 △146,847 
 
45ページ 
＜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23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当事業年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

株主資本   資本金   当期首残高 3,999,492 3,999,492 
  当期末残高 3,999,492 3,999,492 
 利益剰余金     その他利益剰余金      繰越利益剰余金   当期首残高 △1,627,277 △1,687,386 
    当期変動額      当期純損失（△） △15,108 △19,535 

   当期変動額合計 △15,108 △19,535 
当期末残高 △1,687,386 △1,706,921 

  利益剰余金合計   当期首残高 △1,672,277 △1,687,386 
当期変動額   当期純損失（△） △15,108 △19,535 
当期変動額合計 △15,108 △19,535 

当期末残高 △1,687,386 △1,706,921 
自己株式   当期首残高 △32,328 △32,348 
当期変動額   自己株式の取得 △20 △38 
当期変動額合計 △20 △38 
当期末残高 △32,348 △32,387 
株主資本合計   当期首残高 2,294,885 2,279,757 
当期変動額   当期純損失（△） △15,108 △19,535 
自己株式の取得 △20 △38 
当期変動額合計 △15,128 △19,574 

当期末残高 2,279,757 2,260,183 
評価・換算差額等    その他有価証券評価差額金   
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当期首残高 - - 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） 

- 50,335 

当期変動額合計 - 50,335 
当期末残高 -  50,335 

  評価・換算差額等合計   
   当期首残高 - - 
   当期変動額   株主資本以外の項目の当期変

動額（純額） 
- 50,335 

  当期変動額合計 - 50,335 
当期末残高 -  50,335 

新株予約権   当期首残高 113,826 104,478 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動
額（純額） 

△9,348 17,901 

 当期変動額合計 △9,348 17,901 
当期末残高 104,478  122,379 
純資産合計   当期首残高 2,408,711 2,384,235 
当期変動額   当期純損失（△） △15,108 △19,535 
自己株式の取得 △20 △38 
株主資本以外の項目の当期変動
額（純額） 

△9,348 68,237 

当期変動額合計 △24,476 48,663 
当期末残高 2,384,235 2,432,898 

   ＜訂正後＞ 
（3）株主資本等変動計算書  

（単位：千円） 

 

前事業年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当事業年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

株主資本   資本金   当期首残高 3,999,492 3,999,492 
当期末残高 3,999,492 3,999,492 

 利益剰余金   その他利益剰余金   繰越利益剰余金   当期首残高 △1,627,277 △1,687,386 
当期変動額      当期純損失（△） △15,108 △146,847 

   当期変動額合計 △15,108 △146,847 
当期末残高 △1,687,386 △1,834,233 

  利益剰余金合計   当期首残高 △1,672,277 △1,687,386 
当期変動額   当期純損失（△） △15,108 △146,847 
当期変動額合計 △15,108 △146,847 
当期末残高 △1,687,386 △1,834,233 

自己株式   当期首残高 △32,328 △32,348 
当期変動額    自己株式の取得 △20 △38 
 当期変動額合計 △20 △38 
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当期末残高 △32,348 △32,387 
株主資本合計   
当期首残高 2,294,885 2,279,757 
当期変動額   当期純損失（△） △15,108 △146,847 
自己株式の取得 △20 △38 
当期変動額合計 △15,128 △146,886 
当期末残高 2,279,757 2,132,871 
評価・換算差額等    その他有価証券評価差額金   当期首残高 - - 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） 

- 50,335 

当期変動額合計 - 50,335 
当期末残高 -  50,335 

  評価・換算差額等合計   
当期首残高 - - 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） 

- 50,335 

当期変動額合計 - 50,335 
当期末残高 -  50,335 

新株予約権   当期首残高 113,826 104,478 
当期変動額   株主資本以外の項目の当期変動
額（純額） 

△9,348 17,901 

当期変動額合計 △9,348 17,901 
当期末残高 104,478  122,379 
純資産合計   当期首残高 2,408,711 2,384,235 
当期変動額   当期純損失（△） △15,108 △146,847 
自己株式の取得 △20 △38 
株主資本以外の項目の当期変動
額（純額） 

△9,348 68,237 

当期変動額合計 △24,476 △78,648 
当期末残高 2,384,235 2,305,586 
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 51ページ 
＜訂正前＞  
（10）個別財務諸表に関する注記事項 
（税効果会計関係）  
１．繰延性金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

（平成23年12月31日） 
 当事業年度 

（平成24年12月31日） 
繰延税金資産      
未払事業税損金不算入額 1,618 千円  1,254 千円 
貸倒引当金繰入限度超過額 203,659   50,151  
株式報酬費用 37,235   43,616  
繰越欠損金 1,516,643   1,710,383  
子会社株式評価減損金不算入 582,366   582,366  
映像・音楽化権評価減損金不算入額 79,379   -  
投資有価証券評価減損金不算入額 117,468   119,779  
減損損失 3,473   2,239  
その他 19,103   40,138  
繰延税金資産計 2,560,947   2,550,019  
評価性引当額 △2,560,947   △2,550,019  
繰延税金資産合計 -   -  

 
 
＜訂正後＞ 
（10）個別財務諸表に関する注記事項 
（税効果会計関係）  
１．繰延性金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 

 
前事業年度 

（平成23年12月31日） 
 当事業年度 

（平成24年12月31日） 
繰延税金資産      
未払事業税損金不算入額 1,618 千円  1,254 千円 
貸倒引当金繰入限度超過額 203,659   50,151  
株式報酬費用 37,235   43,616  
繰越欠損金 1,516,643   1,710,383  
子会社株式評価減損金不算入 582,366   582,366  
映像・音楽化権評価減損金不算入額 79,379   -  
投資有価証券評価減損金不算入額 117,468   119,779  
減損損失 3,473   2,239  
その他 19,103   88,529  
繰延税金資産計 2,560,947   2,598,410  
評価性引当額 △2,560,947   △2,598,410  
繰延税金資産合計 -   -  
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52ページ 
＜訂正前＞ 
（10）個別財務諸表に関する注記事項 
（1株当たり情報）  

前事業年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当事業年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

1株当たり純資産額          41円97銭 1株当たり純資産額       42円54銭 
1株当たり当期純損失金額      △0円28銭 1株当たり当期純損失金額    △0円36銭 
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、1株当たり当期純損失金額が計上されている
ため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
については、1株当たり当期純損失金額が計上さ
れているため、記載しておりません。 

（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前連結会計年度 

（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 

至平成24年12月31日） 
当期純損失（△） 千円 △15,108 △19,535 
普通株主に帰属しない金額（千円）  - - 
普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △15,108 △19,535 
普通株式の期中平均株式数（株） 54,315,338 54,313,762 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益金額の算定
に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権  1,462個 新株予約権   3,026個 

 
＜訂正後＞ 
（10）個別財務諸表に関する注記事項 
（1株当たり情報）  

前連結会計年度 
（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 
至平成24年12月31日） 

1株当たり純資産額            44円01銭 1株当たり純資産額       40円20銭 
1株当たり当期純損失金額           △0円97銭 1株当たり当期純損失金額   △2円70銭 
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、1株当たり当期純損失金額が計上されている
ため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
については、1株当たり当期純損失金額が計上さ
れているため、記載しておりません。 

（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前連結会計年度 

（自平成23年４月31日 
至平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自平成24年１月31日 

至平成24年12月31日） 
当期純損失（△） 千円 △52,922 △146,847 
普通株主に帰属しない金額（千円）  - - 
普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △52,922 △146,847 
普通株式の期中平均株式数（株） 54,315,338 54,313,762 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益金額の算定
に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権  1,462個 新株予約権   3,026個 

 
 

以 上  


