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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成15年10月平成16年10月平成17年10月平成18年３月平成19年３月平成20年３月

売上高 （千円） 3,042,698 3,057,877 4,358,562 2,319,747 9,784,224 14,286,518

経常利益又は経常損失

（△）
（千円） △79,742 160,653 473,431 △30,609 594,354 414,154

当期純利益又は当期純損

失（△）
（千円） △103,178 160,447 116,484 △139,714 147,613 293,090

純資産額 （千円） 996,560 2,063,893 3,994,013 3,853,535 4,019,586 4,206,705

総資産額 （千円） 2,736,138 3,744,158 5,370,165 5,147,303 8,804,813 13,519,540

１株当たり純資産額 （円） 111,484.61 149,362.65 190,881.94 183,781.74 190,887.71 198,220.41

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額（△）

（円） △11,401.93 13,102.52 6,311.65 △6,675.66 7,039.77 13,962.80

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） － 12,815.50 6,235.67 － 6,978.54 13,794.12

自己資本比率 （％） 36.4 55.1 74.4 74.9 45.5 30.8

自己資本利益率 （％） △9.6 10.5 3.8 △3.6 3.8 7.2

株価収益率 （倍） △14.56 16.87 52.60 △51.38 40.48 18.05

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △549,454 697,428 △156,753 △735,306 △1,166,692 △2,222,466

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △55,010 △542,482 △315,448 △75,323 △16,565 △398,316

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 692,695 654,988 918,546 210,007 2,572,501 3,319,647

現金及び現金同等物の期

末残高
（千円） 566,037 1,374,846 1,858,993 1,275,210 2,694,551 3,113,197

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（人）

21

(１)

33

(１)

52

(１)

63

(－)

80

(19)

140

(０)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第12期及び第15期につきましては、１株当たり当期純損失が計上されているため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額は記載しておりません。

３．第15期は、決算期変更により平成17年11月１日から平成18年３月31日までの５ヶ月間となっております。

４．第16期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成15年10月平成16年10月平成17年10月平成18年３月平成19年３月平成20年３月

売上高 （千円） 2,968,902 2,994,810 3,836,496 1,428,932 903,334 2,681,028

経常利益又は経常損失

（△）
（千円） 31,116 210,250 652,981 296,132 143,706 △45,585

当期純利益 （千円） 7,385 93,914 232,203 168,228 66,880 166,660

資本金 （千円） 409,937 824,947 1,728,394 1,733,485 1,733,989 1,737,864

発行済株式総数 （株） 9,150 13,850 20,956 21,000 21,006 21,037

純資産額 （千円） 1,212,951 2,171,351 4,204,921 4,370,777 4,442,919 4,630,921

総資産額 （千円） 2,939,688 3,750,603 5,400,393 5,245,029 7,591,495 11,692,795

１株当たり純資産額 （円） 135,692.06 157,139.33 200,961.63 208,449.91 211,227.23 218,619.66

１株当たり配当額

(うち１株当たり中間配

当額) 

（円）
－

(－)

400

(－)

600

(－)

400

(－)

600

(－)

2,800

(－)

１株当たり当期純利益

金額
（円） 816.17 7,669.32 12,581.89 8,038.09 3,189.55 7,939.68

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） 815.81 7,501.31 12,430.43 7,932.73 3,161.81 7,843.77

自己資本比率 （％） 41.3 57.9 77.9 83.3 58.4 39.3

自己資本利益率 （％） 0.6 5.6 7.3 3.9 1.5 3.7

株価収益率 （倍） 203.39 28.82 26.39 42.67 89.35 31.74

配当性向 （％） － 5.2 4.8 5.0 18.8 35.3

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（人）

18

(１)

23

(－)

33

(－)

34

(－)

11

(－)

13

(－)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第15期は、決算期変更により平成17年11月１日から平成18年３月31日までの５ヶ月間となっております。

３．第16期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

４．当社は、平成18年４月１日に会社分割を行い、持株会社体制に移行しました。これに伴い第16期より、当社の

主たる事業が、子会社へのライセンス、ブランド使用許諾及び経営管理等となりましたので、前事業年度と比

べて上記経営指標等が変動しております。
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２【沿革】

年　　月 沿　　　　　　　　　　　革

平成４年２月 不動産売買、仲介、管理を主要事業目的にシー・アイ・エム・ジャパン株式会社を資本金1,000万円

で設立。本店を東京都渋谷区富ヶ谷に置く。

平成４年３月 本店を東京都中央区日本橋浜町に移転。

平成６年４月 本店を東京都千代田区九段南に移転。

平成９年２月 本店を東京都板橋区大山町に移転。

平成９年10月 商号を株式会社インターナショナル・シグナルに変更。

平成11年６月 商号を株式会社ディースリー・パブリッシャーに変更。

本店を東京都渋谷区神宮前に移転。

平成11年７月 カルチュア・パブリッシャーズ株式会社より同社のゲーム事業部の営業権を譲り受ける。

平成13年３月 本店を東京都港区六本木に移転。

平成14年１月 日本証券業協会に株式を店頭登録。（資本金を４億743万円に増資）

平成16年８月 本店を東京都港区虎ノ門に移転。

本社事務所を東京都渋谷区道玄坂に移転。

株式会社エンターテインメント・ソフトウェア・パブリッシング（現・連結子会社）株式を取得。

平成16年11月 D3Publisher of America,Inc.（現・連結子会社）を設立。

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成17年２月 本店を東京都渋谷区道玄坂に移転。

 D3DB S.r.l.（現・連結子会社）を設立。

平成17年３月 フィールズ株式会社を割当先とする第三者割当により、資本金を17億2,696万円に増資し、同社の連

結子会社となる。

平成17年11月 D3Publisher of Europe Ltd.（現・連結子会社）を設立。

平成18年４月 会社分割を実施。

（商号を株式会社ディースリーに変更し、新たに株式会社ディースリー・パブリッシャー（現・連

結子会社）設立・事業承継を行い、当社は持株会社へ移行。）

平成19年６月 連結子会社D3Publisher of America,Inc.によりVicious Cycle Software,Inc.（現・連結子会社）株式を

取得。
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社（株式会社ディースリー）、及び子会社６社により構成されており、家庭用ゲームソフト及び

携帯電話向けゲームコンテンツ等の企画、販売・配信を主たる事業としております。また、当社の親会社であるフィー

ルズ株式会社は遊技機の企画開発、仕入・販売等を営んでおり、当社と業務提携を行っております。

　当社グループは1999年の事業開始以来、開発部門を持たないゲームパブリッシャーとして多くの外部開発会社へ開発

委託を行い、様々な家庭用ゲームソフトの発売を行ってまいりましたが、海外事業の強化に伴い、今後の海外向けゲー

ムソフトのVicious Cycle Software, Inc.（ＶＣＳ社、以下同じ。）への開発委託が増加することが見込まれているため、プ

レイステーション３・Xbox360 を筆頭に様々なゲーム専用機での開発ノウハウを所有するＶＣＳ社を、当社の孫会社（

D3Publisher of America, Inc.の子会社）といたしました。 

  当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 　

区分 主な事業内容 会社名

コンシューマ事業
家庭用ゲームソフト等の企画、販売及び関連事業

当社

㈱ディースリー・パブリッシャー

㈱エンターテインメント・ソフトウェア・パ

ブリッシング

D3Publisher of America, Inc.

D3Publisher of Europe Ltd.

D3DB S.r.l.

家庭用ゲームソフト等の開発及び関連事業 Vicious Cycle Software, Inc.

モバイル事業
携帯電話向けゲームコンテンツ等の企画、配信及

び関連事業
㈱ディースリー・パブリッシャー

以上の当社グループの状況を図示すると次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

(1）連結子会社

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

㈱ディースリー・パブ

リッシャー 

 （注）２、３

東京都渋谷区
 千円

100,000

コンシューマ事

業、モバイル事業
100.0

経営指導、管理業務受

託、ライセンス及びブラ

ンド使用許諾。

 役員の兼任３名。

資金援助あり。

㈱エンターテインメン

ト・ソフトウェア・パ

ブリッシング

 （注）４

東京都渋谷区
 千円

90,000
コンシューマ事業

100.0

(100.0) 
 役員の兼任２名。

D3Publisher of America,

Inc.

 （注）２、５

米国 

カリフォルニア州 

ＵＳＤ

975,000
コンシューマ事業 100.0

経営指導、ライセンス及

びブランド使用許諾。

 役員の兼任３名。

 出向者１名。

資金援助あり。

D3Publisher of Europe Lt

d.

 （注）２、６

英国

ケンブリッジ

ＧＢＰ

270,000
コンシューマ事業 100.0

経営指導、ライセンス及

びブランド使用許諾。

 役員の兼任３名。

 出向者１名。

資金援助あり。

D3DB S.r.l.

 （注）７

イタリア共和国

ミラノ 

ＥＵＲ

10,000
コンシューマ事業 50.0  役員の兼任１名。

Vicious Cycle Software,

Inc.

 （注）２、４

米国

ノースカロライナ州

ＵＳＤ

230
コンシューマ事業

100.0

(100.0) 

当社家庭用ゲームソフ

トの開発。

役員の兼任１名。

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．売上高（連結会社相互間の内部取引高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

主要な損益情報等　　　(1) 売上高　　　　　4,376,480千円

　　　　　　　　　　　(2) 経常利益　　　　  565,820千円

　　　　　　　　　　　(3) 当期純利益　　　　240,063千円

　　　　　　　　　　　(4) 純資産額　　　　1,729,128千円

　　　　　　　　　　　(5) 総資産額　　　　3,203,953千円

４．議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合の内数であります。

５．売上高（連結会社相互間の内部取引高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております

が、当連結会計年度における所在地別セグメント（北米）の売上高に占める当該連結子会社の売上高（セグ

メント間の内部売上高又は振替高を含む。）の割合が100分の90を超えるため、主要な損益情報等の記載を省

略しております。

６．売上高（連結会社相互間の内部取引高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております

が、当連結会計年度における所在地別セグメント（欧州）の売上高に占める当該連結子会社の売上高（セグ

メント間の内部売上高又は振替高を含む。）の割合が100分の90を超えるため、主要な損益情報等の記載を省

略しております。

７．持分は100分の50でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
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(2）親会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容

議決権の
被所有割合

 （％）
関係内容

フィールズ㈱

 （注）
東京都渋谷区 7,948,036

遊技機の企画開

発、仕入、販売
57.1

役員の兼任２名。

資金借入あり。

　（注）有価証券報告書を提出しております。

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

コンシューマ事業  120  (０)  

モバイル事業  8　(－)  

全社（共通）  12　(－)  

合計 140　(０)  

　（注）１．従業員数は就業人員（役員及び使用人兼務役員を除く。）であり、臨時雇用者数は、（　）内に年間の平均人員

を外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。

３．従業員が前連結会計年度末に比し、60名増加いたしましたのは、連結子会社の増加及び営業の拡大よるもの

であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

13 (－) 32.2 3.5 5,540,562

　（注）１．従業員数は就業人員（役員、使用人兼務役員及び、当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数

は、（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　　　　２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3）労働組合の状況

労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

　(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴う設備投資の増加、雇用情勢の改善等による堅調な

個人消費を背景に、景気は回復基調に推移してまいりましたが、サブプライムローン問題をきっかけに、不透明感を

増した米国経済、急激な円高や原油価格の高騰などにより、景気の先行き不透明感が増してきております。

当業界におきましては、コンシューマゲームの分野では、新型据置型ハードの普及が進み、据置型ハード向けソフ

トの販売が堅調に推移したものの、一部の人気タイトルを除いて、携帯型ハード向けソフトの販売が減速傾向に転

じるなど、市場全体としては、やや落ち着き感が見られました。

　また、モバイルゲームの分野では、携帯電話端末の高機能化、通信速度の高速化及びパケット定額サービスや料金

体系の多様化により、高機能・大容量で多種多様なゲームコンテンツが続々と配信されるなど、競争はより一層激

しくなってまいりました。

このような状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）は、コンシューマゲーム及びモバイ

ルゲームの両分野において、それぞれのハードや携帯電話端末が持つ異なる特徴を活かしつつ、ゲームユーザーの

嗜好に応じて差別化した多種多様な商品・サービスを継続して提供し、既存のゲームユーザーの満足度の向上を図

ることはもとより、潜在的なゲームユーザーを掘り起こし、獲得するため、事業間シナジーの創出に注力しながら、

コンテンツのマルチ展開及びグローバル展開を進めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高14,286,518千円（前年同期比46.0％増）、営業利益1,069,828千円（同

97.3％増）、経常利益414,154千円（同30.3％減）、当期純利益293,090千円（同98.6％増）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

[コンシューマ事業]

国内では、主力商品であるライトユーザー向け低価格ゲームソフト「SIMPLEシリーズ」を36タイトル発売する

とともに、フルプライスゲームソフトとして、『CR新世紀エヴァンゲリオン～奇跡の価値は～』、『西遊記～金角・

銀角の陰謀～』、『はじめの一歩 PORTABLE VICTORIOUS SPIRITS』等を発売いたしました。また、女性向けゲー

ムソフトとして『VitaminX Evolution』他５タイトルを発売いたしました。

　海外では、北米、欧州及び日本においてグローバルコンテンツ『darkSector』を発売いたしました。また、『BEN 10

～PROTECTOR OF EARTH～』の販売が好調に推移し、北米及び欧州合計で96万本を超える出荷実績を記録いたし

ました。その他、北米におきましては、「ニンテンドーDS」及び「Wii」向けに「NARUTO」シリーズを４タイトル

発売するとともに、『Puzzle Quest～Challenge of the Warlords～』を各ハード向けに適時発売いたしました。また、欧

州におきましては、日本及び北米から供給されたタイトルの販売に注力してまいりました。

　この結果、当連結会計年度におけるコンシューマゲームソフトの販売実績は498万本（新作67タイトル及び旧作の

合計。当社グループ内でのローカライズ製品は除く。）となり、売上高13,293,237千円（前年同期比45.7％増）、営業

利益605,787千円（同132.1％増）となりました。

[モバイル事業]

低価格ゲームコンテンツ「SIMPLE100シリーズ」（月額課金制）では、直感対応など携帯電話端末の最新機能に

対応したゲームコンテンツを随時配信するなど、継続的にコンテンツの充実を図ってまいりました。この結果、当連

結会計年度末における会員数がモバイル事業全体で120万人となりました。特にコンテンツのラインナップが充実

いたしましたKDDI株式会社の「EZweb」及びソフトバンクモバイル株式会社の「Yahoo!ケータイ」向けに配信し

ております「SIMPLE100シリーズ」は、好調に会員数を伸ばしております。

　リッチゲームコンテンツ「SIMPLE500シリーズ」（ダウンロード課金制）は、コンテンツのラインナップの見直

しによる一層の集客力の強化を目的として「SIMPLEシリーズ DX」にサイト名称を変更し、引き続きコンテンツを

配信してまいりました。

　この結果、売上高993,281千円（同49.9％増）、営業利益723,622千円（同42.5％増）となりました。
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所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

[日本]

コンシューマ事業におきましては、低価格ゲームソフト「SIMPLEシリーズ」を36タイトル発売し、「ニンテン

ドーDS」向けタイトルを中心に商品展開を行うとともに、フルプライスゲームソフトでは、『西遊記～金角・銀角

の陰謀～』が約７万本、『CR新世紀エヴァンゲリオン～奇跡の価値は～』は15万本を超える出荷を記録するなどに

より、当連結会計年度における国内販売実績は131万本となりました。

　モバイル事業におきましては、「SIMPLE100シリーズ」の会員数は３キャリア合計で117万人を突破いたしまし

た。

　この結果、売上高6,192,780千円（同29.9％増）、営業利益643,541千円（同28.8％減）となりました。

[北米]

　新作として「ニンテンドーDS」向けの『NARUTO～Ninja Council ３～』、「Wii」向けの『NARUTO～Clash of 

Ninja Revolution～』他フルプライスゲームソフトを13タイトル発売し、262万本の出荷を行いました。特に販売が好

調な「NARUTO」シリーズは、シリーズ合計で100万本を超える出荷を行いました。また、グローバルコンテンツ『

darkSector』、『BEN 10～PROTECTOR OF EARTH～』及び『Puzzle Quest～Challenge of the Warlords～』につきまし

ても、順調な出荷実績を記録いたしました。

　この結果、売上高7,685,400千円（同73.0％増）、営業利益299,926千円（前年同期は営業損失216,055千円）となりま

した。

[欧州]

グローバルコンテンツ『darkSector』、『BEN 10～PROTECTOR OF EARTH～』を発売するとともに、日本及び北

米から供給されたゲームソフトを19タイトル発売いたしました。この結果、売上高2,643,883千円（前年同期比

112.1％増）、営業利益326,000千円（同268.0％増）となりました。

(2) キャッシュ・フロー

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、売上債権の増加、たな卸資産の増加、

法人税等の支払等の減少要因がありましたが、借入金による資金調達等により、前連結会計年度末に比べ418,646千

円増加（前年同期比15.5％増）し、当連結会計年度末には3,113,197千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動の結果使用した資金は、2,222,466千円（同90.5％増）となりました。これは、税金等調整前当期純利益

417,147千円、仕入債務の増加433,831千円及び未払金の増加440,285千円並びに為替差損625,780千円等がありました

が、売上債権の増加2,899,326千円、たな卸資産の増加597,196千円及び法人税等の支払額994,637千円等があったこと

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]

投資活動の結果使用した資金は、398,316千円（同2,304.6％増）となりました。これは、新規連結子会社の取得によ

る支出268,826千円、有形固定資産の取得による支出114,112千円等があったこと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]

財務活動の結果得られた資金は、3,319,647千円（同29.0％増）となりました。これは、長期借入金の返済による支

出753,997千円等がありましたが、短期借入金の純増額4,168,000千円等があったことによるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

 コンシューマ事業（千円） 9,876,179 +58.6

 モバイル事業（千円） 149,364 +69.8

合計（千円） 10,025,543  +58.8

　（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

 コンシューマ事業 45,776 +328.5 － －

 モバイル事業 3,200 － － －

合計 48,976 +358.5 － －

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

コンシューマ事業（千円） 13,293,237 +45.7

 モバイル事業（千円） 993,281 +49.9 

合計（千円） 14,286,518 +46.0

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

GameStop Corporation 1,012,216 10.3 2,029,751 14.2

株式会社ソニー・コンピュータエ

ンタテインメント
2,258,188 23.1 1,681,475 11.8

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．総販売実績に対する割合が10％未満の場合は記載を省略しております。
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３【対処すべき課題】

 (1) 当社グループの現状の認識について

　現在の当社グループは、国内コンシューマ事業におきましては、当社主力商品である「SIMPLEシリーズ」を「ニン

テンドーDS」向けタイトルを中心に展開しており、低価格ゲームソフト市場において高い実績を挙げております。ま

た、海外コンシューマ事業におきましては、北米地域では、フルプライスゲームソフトを中心に展開し、欧州地域につ

きましては、各地域からのローカライズ製品を中心に展開しており、両地域において順調に販売実績を伸ばしており

ます。

　また、「SIMPLE100シリーズ」等の携帯電話向けゲームコンテンツの配信を中心に展開するモバイル事業に関しま

しても、コンシューマ事業との連携により、低価格ゲームコンテンツ分野での優位性を維持しております。

 (2) 当面対処すべき課題の内容

　コンシューマ事業の分野に関しましては、新型据置型ハードへの移行における開発費の高騰や携帯型ハードの拡大

によるゲームユーザー数の増加やユーザー層の拡大によるユーザーのニーズの多様化など、事業環境は著しく変化

しております。「多様化するユーザーのニーズ」、「事業環境の変化への対応」、「新型据置型ハード対応ゲームソ

フトの開発費の高騰」など、当社グループ及び当業界においては、重要かつ長期にわたる課題が数多く存在します。

当社グループは、ゲームという枠に囚われない商品のリリースや、コアユーザーをターゲットにした商品の制作、販

売を行い、かつプロモーション活動の強化を図るなど、具体的にそれら課題に取り組んでまいります。

　一方、モバイル事業の分野に関しましては、携帯電話端末の高機能化、通信速度の高速化及びサービス内容の向上が

依然著しく、ユーザーニーズを満たすコンテンツの開発がますます重要になっており、「技術革新による携帯電話向

けコンテンツの急速な多様化への迅速な対応」が取り組むべき課題であると考えております。

 (3) 対処方針

　当社グループは、多様化するユーザーのニーズに応えるために、各事業間・各地域間のシナジーの追求を図ること

により、保有する経営資源であるゲームコンテンツを有効に組み合わせて最大限活用して展開してまいります。さら

に経営理念である「革新的な挑戦」のもと、事業環境の変化に対応するべく、経営基盤の強化を図る一方で、既存の

ビジネスにおける革新とともに、積極的に新たなビジネスに挑戦することにより、より柔軟かつ堅実な収益構造の構

築を確立すべく邁進してまいります。

 (4) 具体的な取組状況等

①　当社グループは、少数精鋭の人員で組織されております。そのため、限られた人的資源を有効に活用することが非

常に重要な要因となっております。そこで、当社グループでは、経営環境の変化に柔軟に対処できるよう、中途採用

の積極的活用や年功序列を排した戦略的組織編成等を実践しております。

②　コンシューマ事業におきましては、国内市場におきましては、「SIMPLEシリーズ」については発売タイトルを吟

味しながら、市場のニーズに即したタイトルを中心に展開してまいります。また、フルプライスゲームソフトにお

きましては、すでにコアファンを獲得しております「乙女ゲーム」（主に女性をターゲットとした商品）や「必

勝パチンコ★パチスロ攻略シリーズ」（主にパチンコ・パチスロファンをターゲットとした商品）で、既存ユー

ザーの満足度の向上に努めながら、安定した収益を確保するとともに、映画やテレビ番組などとタイアップした商

品展開の強化やテレビコマーシャルなどプロモーションを積極的に行い、高い利益率の獲得を目指した挑戦を行

い、飛躍的な成長を目指してまいります。

　また、海外におけるコンシューマ事業につきましては、北米及び欧州の各拠点において、引き続きそれぞれの地域

特性を活かした展開を行っていくとともに、「グローバルコンテンツ」（国内市場及び海外市場で展開する商

品）の展開を推進し、当社グループ内でのシナジーの追及を図ってまいります。

③　モバイル事業におきましては、サービス内容の向上や技術革新が著しく急速な変化に対応することを求められる

中、引き続き「SIMPLE100シリーズ」のコンテンツの充実を図るとともに、新たなコンテンツの企画・制作・自社

配信や海外配信等により、当社グループが保有する多様なゲームコンテンツその他の経営資源を最大限活用して

展開しております。また、女性向けコンテンツサイト「こちら胸キュン乙女」において、コンシューマゲーム等と

連動した展開を一層強化するとともに、より一層の市場シェアの拡大を目指し、新規に女性向けコンテンツサイト

のオープンを予定しております。そして、リッチゲームコンテンツ「SIMPLEシリーズ DX」におきましても、料金

体系の多様化や新規タイトルの積極的な投入をすることにより、多様化するユーザーのニーズに対応した展開を

推進しております。

EDINET提出書類

株式会社ディースリー(E05224)

有価証券報告書

 11/112



４【事業等のリスク】

  有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの経営成績、財務状況及び

株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、その内容には、政治社会情勢、経済環境、市

場動向が含まれます。また当社グループといたしましては、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと

して当社グループが判断したものを記載しておりますが、その内容を限定するものではありません。

　なお、当社グループでは、積極的な情報開示の観点から情報を開示しており、将来に関する記述を含んでおりますが、

その内容につきましては、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(a）事業特性に関するリスク

　当社グループの主要な事業であるコンシューマ事業及びモバイル事業における主要な製品・サービスは家庭用

ゲームソフトや携帯電話向けゲームコンテンツ等であり、その売上はその時々の流行等に大きく左右されるビジネ

スであります。そのため、仕様・内容及び発売時期に関して的確な製品供給・サービス展開ができない場合には、当

社グループの財政状態、経営成績等に重要な悪影響が生じる可能性があります。

　特に、流行等を的確に捉えて適切な発売時期に効率的かつ効果的に製品を発売することが重要でありますが、発売

時期が事業年度内において変更される場合には四半期又は中間期の業績に重大な悪影響が生じる可能性がありま

す。また、当初より事業年度末近くに発売を予定している製品について、その発売時期が変更される場合には、当該

事業年度の財政状態、経営成績等に重要な悪影響が生じる可能性があります。

(b）市場競争に関するリスク

　当社グループの主要な事業に係る家庭用ゲームソフト、携帯電話向けゲームコンテンツ及びその他の製品・サー

ビスは市場の競争が激しく、新製品及びプラットフォーム等のライフサイクルが短く、市場に投入される製品のう

ち、他社の製品・サービスと比較して優位性を発揮できるのは一部の製品に限られます。

　また、家庭用ゲームソフトにおきましては、ハードウェア製品がそのライフサイクルの成熟期に入ると、著しい価

格競争と利益率の低下を生じる可能性が高く、携帯電話向けゲームコンテンツ等におきましては、プラットフォー

ムとなる携帯電話における新技術や新サービスの開発等によって新たな競争が生まれ、それにより当社グループが

従来競争を行ってきた市場の需要が減少する可能性もあります。

　従って、それらの影響による需要の減少や価格競争等により当社グループの業績に悪影響が生じる可能性があり

ます。

(c）景気動向等に伴うリスク

　当社グループ製品の売上は、ユーザーの消費動向に大きく影響を受ける可能性があります。景気の動向により、消

費者の消費支出を減少させるような経済情勢の著しい低迷が長期化する場合、エンターテインメント関連の製品・

サービスに対する需要を著しく低減させる恐れがあります。特に当社グループの家庭用ゲームソフト製品の販売動

向は、当社グループが当該製品を供給している各ゲーム機の普及動向によって大きく影響を受ける傾向があります

ので、ゲーム機の普及動向によっては、当社グループの事業が悪影響を受ける可能性があります。

(d）人口動態による市場規模の減少に関するリスク

　当社グループの製品・サービスのターゲットである10代から30代の人口は、今後日本国内におきましては減少に

向かうことが予想されます。当社グループの製品・サービスにおける人口が減少し、それに伴い市場規模も減少し

た場合、当社グループの製品・サービスの売上高が相対的に減少し、当社グループが見込む売上・収益が達成でき

ない可能性があります。

(e）ライセンス契約に関するリスク

　当社グループの製品は、第三者から許諾を受けたキャラクターやコンテンツに係る製品が多数あります。また、家

庭用ゲームソフト及び携帯電話向けゲームコンテンツにおきましては、各プラットフォームメーカー等との製造、

販売に関する許諾を受けており、これらのライセンスに関してはその契約条件等は競合他社の状況やその他の様々

な要因により決定されているため、当社グループが予定しているライセンス等の新規契約や契約更新等ができない

可能性があります。また、新規契約、契約更新等ができたとしても当社グループが予定している契約条件にならない

可能性があります。更に、ライセンス契約に係る当社グループの重大な契約違反、ライセンサーに支払うべき金額の

期限までの不払い、又は破産若しくは支払不能等、様々な要因の発生により契約解除となる可能性や、その他の権利

侵害に関するリスク等も伴っております。これらライセンスに関する様々なリスクにより当社グループの事業に重

大な影響が生じる可能性があります。
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(f）製品の瑕疵に関するリスク

　当社グループの家庭用ゲームソフト製品及び携帯電話向けゲームコンテンツ等の製品・サービスにおける技術は

年々複雑になっており、発売当初あるいは新バージョンのリリース時には検知されない欠陥が含まれている可能性

があります。当社グループは、リリース前に広範な検査を行っておりますが、出荷した製品に、欠陥等の瑕疵があっ

た場合、当社グループの事業及び経営成績に著しい損害を与える可能性があります。

　また、家庭用ゲームソフトをはじめとする当社グループの製品・サービスの一部には暴力シーンなどの刺激的な

描写を含むものがあります。将来においては、更なる技術の向上や社会的な規律・規範の厳格化等により、刺激的描

写を含む製品・サービスであると判断されやすくなる可能性があります。そのような状況において少年犯罪等が発

生した場合には、ゲームとの関連性を指摘され中傷される可能性があります。その結果、このような製品・サービス

の内容に関する瑕疵を原因として、当社グループの事業に重大な悪影響が生じる可能性があります。 

(g）グループ全体の戦略に伴うリスク

　当社グループの経営戦略上、企業買収や新規子会社・合弁会社の設立等、当社グループの会社に異動が行われる場

合があります。企業買収や新規子会社・合弁会社の設立等の当社グループの異動につきましては当社グループとし

て経営の効率化や様々な相乗効果を発揮させるために行っておりますが、当社グループが予定した経営の効率化や

相乗効果が得られない場合、当社グループの業績に重要な悪影響が生じる可能性があります。

(h）海外での事業展開に伴うリスク

　当社グループの事業展開に伴い、今後も海外での売上高の比率が継続的に高まることが見込まれます。

　当社グループでは海外展開にあたっては現地法人を設立し現地採用を積極的に進める等、現地主導で事業を行っ

ていく体制を整え、海外事業に伴うリスクを低減するよう努力しておりますが、海外での事業展開には、現地政府に

よる様々な規制や外国為替の停止、関税の引き上げ、及び政府の公用収用による財産の没収等の様々なカントリー

リスクや為替レートの変動リスク等があります。また、事業をさらに拡大し、国際ネットワークを拡張し、当社グ

ループのベンダーや顧客を増やす過程において、製造物責任、設備責任、製品の欠陥、又は労働問題等の訴訟リスク

や予期しない破産のリスク、多国間税制度における不統一性・税法解釈の多様性等における租税リスク（移転価格

に関するリスク等を含む。）に晒される可能性もあります。海外での事業展開に特有のこれらの要因及びその他の

要因により、当社グループの業績に悪影響が生じる可能性があります。

(i）個人情報の漏洩によるリスク

　当社グループは、グッズ販売サイトの会員情報など、ユーザーに関する個人情報を保有しております。プライバ

シーポリシー（個人情報保護ポリシー）に則った管理体制の強化に努めておりますが、万一これら個人情報が漏洩

した場合や第三者に不正使用された場合には、訴訟の提起や企業イメージの低下を招く恐れがあり、当社グループ

の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(j）有利子負債依存に関するリスク

　当社グループ製品の開発費は、ゲーム機の高機能化に伴い増加する傾向にあります。

　開発資金は主に有利子負債により調達しており、その返済の原資は製品の販売代金を想定しております。その為、

当社グループが見込む売上・収益が達成できない場合は、資金繰りに影響を与え、事業に重大な悪影響が生じる可

能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

(1）技術の提携

相 手 先 の 名 称 期　　　間 契　約　内　容

株式会社ソニー・コンピュー

タ

エンタテインメント

平成12年４月７日から

平成14年３月31日まで

以後１年毎の自動更新

提携会社が開発した「プレイステーション２」を付し

て販売される128ビット家庭用コンピュータエンタテイ

ンメントシステム向けアプリケーションソフトウェア

のCD-ROM又はDVD-ROM加工・製造・販売に関する技

術情報の供与及び商標使用並びにOEM生産

株式会社ソニー・コンピュー

タ

エンタテインメント

平成17年４月28日から

平成18年３月31日まで

以後１年毎の自動更新

提携会社が開発した「プレイステーション・ポータブ

ル」規格のコンピュータエンタテインメントシステム

向けアプリケーションソフトウェアのUMD加工・製造

・販売に関する技術情報の供与及び商標使用並びに

OEM生産

株式会社ソニー・コンピュー

タ

エンタテインメント

平成19年３月７日から

平成20年３月31日まで

以後１年毎の自動更新

提携会社が開発した「プレイステーション３」規格の

コンピュータエンタテインメントシステム向けアプリ

ケーションソフトウェアのBD-ROM加工・製造・販売並

びに配信に関する技術情報の供与及び商標使用並びに

OEM生産

任天堂株式会社

平成17年２月１日から

平成18年１月31日まで

以後１年毎の自動更新

提携会社が独自に開発し、製造・販売する「ニンテン

ドーDS」に適合するゲームプログラムを内蔵したゲー

ムプログラムカードの製造に関する技術情報の供与及

び商標使用並びにOEM生産

任天堂株式会社

平成19年３月１日から

平成20年２月28日まで

以後１年毎の自動更新

提携会社が独自に開発し、製造・販売する「Wii」に適合

する光ディスクの製造に関する技術情報の供与及び商

標使用並びにOEM生産

Sony Computer Entertainment 

America Inc.

平成17年３月７日から

平成19年３月31日まで

以後１年毎の自動更新

北米地域における「プレイステーション２」向けソフ

トウェアの製造・販売に関する技術情報の供与及び商

標使用並びにOEM生産

Sony Computer Entertainment 

America Inc.

平成17年７月22日から

平成19年３月31日まで

以後１年毎の自動更新

北米地域における「プレイステーション・ポータブ

ル」向けソフトウェアの製造・販売に関する技術情報

の供与及び商標使用並びにOEM生産

Sony Computer Entertainment 

America Inc.

平成19年９月28日から

平成24年３月31日まで

以後１年毎の自動更新

北米地域における「プレイステーション３」向けソフ

トウェアの製造・販売・配信に関する技術情報の供与

及び商標使用並びにOEM生産

Nintendo of America Inc.
平成17年２月22日から

平成23年２月22日まで

北米地域における「ニンテンドーDS」向けソフトウェ

アの製造に関する技術情報の供与及び商標使用並びに

OEM生産

Nintendo of America Inc.

平成19年２月21日から

契約解除の意思がある

ときまで

北米地域における「Wii」向けソフトウェアの製造に関

する技術情報の供与及び商標使用並びにOEM生産

Sony Computer Entertainment 

Europe Limited.

平成18年３月13日から

平成23年３月31日まで

以後１年毎の自動更新

欧州地域における「プレイステーション・ポータブ

ル」向けソフトウェアの製造・販売に関する技術情報

の供与及び商標使用並びにOEM生産

Sony Computer Entertainment 

Europe Limited.

平成18年８月８日から

平成19年３月31日まで

以後１年毎の自動更新

欧州地域における「プレイステーション２」向けソフ

トウェアの製造・販売に関する技術情報の供与及び商

標使用並びにOEM生産

Sony Computer Entertainment 

Europe Limited.

平成20年１月７日から

平成24年３月31日まで

以後１年毎の自動更新

欧州地域における「プレイステーション３」向けソフ

トウェアの製造・販売・配信に関する技術情報の供与

及び商標使用並びにOEM生産
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相 手 先 の 名 称 期　　　間 契　約　内　容

Nintendo Co., Ltd.
平成18年２月15日から

３年間

欧州地域における「ニンテンドーDS」向けソフトウェ

アの製造に関する技術情報の供与及び商標使用並びに

OEM生産

Nintendo Co., Ltd.
平成20年１月９日から

３年間

欧州地域における「Wii」向けソフトウェアの製造に関

する技術情報の供与及び商標使用並びにOEM生産

Microsoft Licensing, GP

平成18年３月７日から

XBox360米国発売日よ

り３年間が経過する日

まで。

以後１年毎に自動更新

日本、北米及び欧州地域における提携会社が独自に開発

した「Xbox360」及び「Xbox360」を利用して提供され

るオンラインサービスXbox Live!に適合するゲームプロ

グラムの開発、ディスクの製造・販売、及びオンライン

サービスの提供にあたり、その商標及び技術情報の使

用。 

(2）販売の提携

相 手 先 の 名 称 期　　　間 契　約　内　容

株式会社ソニー・コンピュー

タエンタテインメント

平成17年８月１日から

平成20年７月31日まで

以後３年毎の自動更新

「プレイステーション２」、「プレイステーション・

ポータブル」用のソフトウェアの販売

株式会社ソニー・コンピュー

タエンタテインメント

平成19年５月１日から

平成22年３月31日まで

以後１年毎の自動更新

「プレイステーション３」用のソフトウェアの販売

(3）シンジケートローン契約

当社は、平成19年３月13日開催の取締役会決議に基づき、資金調達の効率化を目的として、平成19年４月27日付で

シンジケートローン契約を締結いたしました。

　契約の内容につきましては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（重要な後発

事象）」に記載のとおりであります。

　なお、本契約は平成20年３月31日に契約期間を満了しております。

(4）コミットメントライン契約

当社は、平成19年４月13日開催の取締役会決議に基づき、資金調達の効率化を目的として、平成19年４月27日付で

コミットメントライン契約を締結いたしました。

　契約の内容につきましては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（重要な後発

事象）」に記載のとおりであります。

　なお、本契約は平成20年３月31日に契約期間を満了しておりますが、借入残高1,000,000千円があります。

(5）株式取得

当社は、海外事業の強化に伴い、Vicious Cycle Software, Inc.（VCS社、以下同じ。）への海外向けゲームソフトの開発

委託が増加することが見込まれることから、平成19年６月20日開催の取締役会において、当社子会社である

D3Publisher of America, Inc.がVCS社株式を取得し、D3Publisher of America, Inc.の子会社（当社の孫会社）とする決議

を行い、同日に株式譲渡契約を締結いたしました。

　株式取得の概要につきましては、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（重要な

後発事象）」に記載のとおりであります。
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６【研究開発活動】

　当社グループは、個々のゲームソフト制作費と直接関係しない基礎研究に関連して発生した費用を研究開発費とし

て認識しております。

　当連結会計年度における研究開発費の総額は34,235千円であり、当連結会計年度における各セグメント別の研究開発

活動の状況及び研究開発費は次のとおりであります。なお、モバイル事業につきましては、当連結会計年度において研

究開発費は計上しておりません。

　コンシューマ事業

　当連結会計年度につきましては、「プレイステーション３」「Xbox360」といった新型据置型ハード向けゲームソフ

ト制作に向けて、構造や特性などの機能分析及び自社開発ツールの制作のための研究を行い、研究開発費を34,235千円

を計上しております。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されておりま

す。この連結財務諸表の作成に当たりましては、過去の実績やその時点の状況に応じた合理的と考えられる情報に基

づき、見積り及び判断を行っておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異な

る場合があります。

(2）当連結会計年度の経営成績の分析

　各項目の分析は、以下のとおりであります。

① 売上高

　売上高は前連結会計年度の9,784,224千円から4,502,293千円（46.0％）増加し、14,286,518千円となりました。これは

主に、コンシューマ事業において、北米、欧州及び日本においてグローバルコンテンツ『darkSector』を発売する等海

外を中心にゲームソフトの販売本数が伸長したこと、モバイル事業において、携帯電話向けゲームコンテンツ「

SIMPLE100シリーズ」の会員数が順調に増加したことが増収に寄与したこと等によっております。

② 売上原価

　売上原価は前連結会計年度の6,632,978千円に比べ2,882,481千円（43.5％）増加し、9,515,459千円となりました。これ

は主に、グローバルコンテンツ『darkSector』等、当連結会計年度に発売した67タイトルの制作費の原価計上等によっ

ております。

③ 売上総利益

　以上により、売上総利益は前連結会計年度の3,151,246千円に比べ1,619,811千円（51.4％）増加し、4,771,058千円とな

りました。

④ 販売費及び一般管理費

　販売費及び一般管理費は前連結会計年度の2,608,894千円に比べ1,092,335千円（41.9％）増加し、3,701,229千円とな

りました。これは主に広告宣伝費の増加374,668千円、販売促進費の増加142,597千円、販売手数料の増加85,141千円等

によっております。

⑤ 営業利益

　以上により、営業利益は前連結会計年度の542,352千円に比べ527,476千円（97.3％）増加し、1,069,828千円となりま

した。

⑥ 営業外収益

　営業外収益は前連結会計年度の97,326千円に比べ60,587千円（62.3％）減少し、36,739千円となりました。これは主

に、前連結会計年度は為替差益74,222千円があったこと等によっております。

⑦ 営業外費用

　営業外費用は前連結会計年度の45,324千円に比べ647,088千円（1,427.7％）増加し、692,413千円となりました。これ

は主に、当連結会計年度には為替差損が591,444千円あったこと等によっております。

⑧ 経常利益

　以上により、経常利益は前連結会計年度の594,354千円に比べ180,199千円（30.3％）減少し、414,154千円となりまし

た。

⑨ 特別利益

　特別利益は前連結会計年度の535千円に比べ2,457千円増加し、2,993千円となりました。これは主に、当連結会計年度

には新株予約権戻入益が2,545千円あったこと等によっております。

⑩ 特別損失

　特別損失は前連結会計年度は34,120千円がありましたが、当連結会計年度は該当計上分がありませんでした。前連結

会計年度は主に、事業整理損20,791千円の計上があったこと等によっております。
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⑪ 税金等調整前当期純利益

　以上により、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度の560,769千円に比べ143,621千円減少し、417,147千円となり

ました。

⑫ 税金費用

　税金費用は前連結会計年度の413,540千円に比べ289,482千円減少し、124,057千円となりました。これは、法人税、住民

税及び事業税の増加259,615千円、法人税等調整額の減少549,097千円によっております。

⑬ 少数株主損失

  少数株主損失は前連結会計年度は384千円を計上いたしましたが、当連結会計年度は該当計上分はありませんでし

た。

⑭ 当期純利益

　以上により、当期純利益は前連結会計年度の147,613千円に比べ145,476千円増加し、293,090千円となりました。

(3）財政状態の分析

① 資産、負債及び純資産の分析

　資産の合計は前連結会計年度末の8,804,813千円に比べて4,714,726千円増加し、13,519,540千円となりました。その主

な要因は、売掛金が2,446,980千円増加したことなどによります。

　負債の合計は前連結会計年度末の4,785,227千円から4,527,607千円増加し、9,312,835千円となりました。その主な要

因は、長期借入金が753,997千円減少したものの、短期借入金が4,168,000千円増加したことなどによります。

　純資産の合計は前連結会計年度末の4,019,586千円から187,118千円増加し、4,206,705千円となりました。その主な要

因は、為替換算調整勘定が128,315千円減少したものの、利益剰余金が280,506千円増加したことなどによります。

　以上の結果により自己資本比率30.8％、１株当たり純資産額198,220円41銭となりました。

② キャッシュ・フローの分析

　「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

③ 流動性及び資金の源泉についての分析

　当社グループにおける資金需要は、主に家庭用ゲームソフトの制作費、広告宣伝費等の販売費及び一般管理費の支

払、家庭用ゲームソフトを生産委託しているハードメーカーへの製造代金及びロイヤリティの支払、従業員への給与

・賞与等の支払、借入債務の返済、並びに納税等であります。

　また、当社グループは、事業の拡大や新規事業への参入の機会について常に検討しており、様々な資金需要が発生い

たします。なお、当連結会計年度におきましては、通常の事業運営、特にグローバルコンテンツの制作費において資金

需要があった他、株式取得による会社の買収のために使用する資金需要がありました。

　当社グループの資金の源泉は、主に手許現預金、現在及び将来の営業活動により得られる資金、銀行その他からの借

入及び資本調達によるものであり、これらは現在予想される当社グループの資本的支出及びその他の支出に対応す

る充分な資金源泉になるものと考えております。

(4）当社グループの業績に重要な影響を与える要因

　「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載のとおりであります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループでは、家庭用ゲームソフトの開発環境の急速な変化に対応するため、コンシューマ事業を中心に総額

144,689千円の設備投資を実施しました。コンシューマ事業においては、家庭用ゲームソフトの開発機材への投資を実

施しました。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

平成20年３月31日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

建物及び構築物
（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

本社

(東京都渋谷区)
全社 管理業務設備 6,397 4,328 10,726

13　

(－)　

　（注）従業員数の(　)内は、臨時従業員数の年間の平均人員を外書で記載しております。

(2）国内子会社

平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

建物及び構
築物
（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

㈱ディースリー

・パブリッ

シャー

本社

(東京都渋谷区)

コンシューマ

事業・モバイ

ル事業

開発機材及び

販売・管理業

務設備等

－ 24,336 24,336
28　

(－)　

㈱エンターテイ

ンメント・ソフ

トウェア・パブ

リッシング

本社

(東京都渋谷区)

コンシューマ

事業

開発機材設備

等
－ 2,139 2,139

 －　

(－)　

　（注）１．従業員数の(　)内は、臨時従業員数の年間の平均人員を外書で記載しております。

　　　　２．㈱ディースリー・パブリッシャーの帳簿価額「その他」には、貸与中の家庭用ゲームソフトの開発機材20,377千

円を含んでおり、当社の開発委託先へ貸与しております。

　　　　３．㈱エンターテインメント・ソフトウェア・パブリッシングの帳簿価額「その他」には、貸与中の家庭用ゲームソ

フトの開発機材2,071千円を含んでおり、開発委託先へ貸与しております。
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 (3）在外子会社

平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの
名称

 設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

建物及び構
築物
（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

D3Publisher of

America,Inc.

本社

(米国カリフォ

ルニア州)

コンシューマ

事業

開発機材及び

販売・管理業

務設備等

1,830 77,429 79,260
40　

(０)　

D3Publisher of

Europe Ltd.

本社

(英国ケンブ

リッジ)

コンシューマ

事業

開発機材及び

販売・管理業

務設備等

2,552 32,340 34,892
８　

(－)　

Vicious Cycle

Software,Inc.

本社

(米国ノースカ

ロライナ州)

コンシューマ

事業

開発機材及び

管理業務設備

等

－ 37,206 37,206
51　

(－)　

　（注）１．従業員数の(　)内は、臨時従業員数の年間の平均人員を外書で記載しております。

　　　　２．D3Publisher of America,Inc.の帳簿価額「その他」には、貸与中の家庭用ゲームソフトの開発機材27,446千円を含ん

でおり、開発委託先へ貸与しております。

　　　　３．D3Publisher of Europe Ltd.の帳簿価額「その他」には、貸与中の家庭用ゲームソフトの開発機材28,177千円を含ん

でおり、開発委託先へ貸与しております。

３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して検討しておりますが、当

連結会計年度末において重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

　①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 84,000

計 84,000

　②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年６月23日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 21,037 21,037 ジャスダック証券取引所 －

計 21,037 21,037 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権（旧商法に基

づく新株予約権を含む。）の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

（イ）旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成15年１月30日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数    461個　    461個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    461株　    461株　

新株予約権の行使時の払込金額    168,210円　 同左

新株予約権の行使期間
自　平成17年２月１日

至　平成22年１月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　 168,210円

資本組入額　　84,105円
同左

新株予約権の行使の条件

平成15年１月30日開催の

定時株主総会決議並びに平

成15年２月28日及び平成15

年３月３日開催の取締役会

決議に基づき、当社と当社及

び当社子会社の取締役、監査

役、従業員並びに開発委託契

約を締結している開発会社

との間で締結する新株予約

権の付与に関する契約によ

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(1）新株予約権は譲渡でき

ないものとする。

(2）新株予約権を付与され

た者が新株予約権の行

使期間到来後に死亡し

た場合には、その相続人

が権利を相続するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

② 平成17年１月28日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数    291個　    291個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    291株　    291株　

新株予約権の行使時の払込金額    335,000円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年２月１日

至　平成24年１月31日
同左
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事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　 335,000円

資本組入額 　167,500円
同左

新株予約権の行使の条件

平成17年１月28日開催の

定時株主総会決議及び平成

17年９月13日開催の取締役

会決議に基づき、当社と当社

及び当社子会社の取締役、監

査役、従業員との間で締結す

る新株予約権の付与に関す

る契約による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(1）新株予約権は譲渡でき

ないものとする。

(2）新株予約権を付与され

た者が新株予約権の行

使期間到来後に死亡し

た場合には、その相続人

が権利を相続するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

③ 平成18年１月27日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数    398個　    390個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    398株　 390株　

新株予約権の行使時の払込金額    379,005円　 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年２月１日

至　平成25年１月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格 　　379,005円

資本組入額 　189,503円
同左

新株予約権の行使の条件

平成18年１月27日開催の

定時株主総会決議及び平成

18年３月14日開催の取締役

会決議に基づき、当社と当社

及び当社子会社の取締役、従

業員との間で締結する新株

予約権の付与に関する契約

による。

同左
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事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の譲渡に関する事項

(1）新株予約権は譲渡でき

ないものとする。

(2）新株予約権を付与され

た者が新株予約権の行

使期間到来後に死亡し

た場合には、その相続人

が権利を相続するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（ロ）会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成18年６月22日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数    110個　    110個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    110株　    110株　

新株予約権の行使時の払込金額    320,650円　 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年10月18日

至　平成25年10月17日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格 　　444,214円

資本組入額 　283,889円
同左

新株予約権の行使の条件

平成18年６月22日開催の

定時株主総会決議及び平成

18年10月17日開催の取締役

会決議に基づき、当社と当社

取締役との間で締結する新

株予約権の付与に関する契

約による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(1）新株予約権は譲渡でき

ないものとする。

(2）新株予約権を付与され

た者が新株予約権の行

使期間到来後に死亡し

た場合には、その相続人

が権利を相続するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

(注) 発行価格は、新株予約権の払込金額123,564円と行使時の払込金額320,650円を合算しております。なお、新株予約権

の払込金額123,564円につきましては、当社取締役が当社に対して有する報酬請求権の対当額をもって相殺されま

す。
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② 平成18年６月22日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数    231個　    224個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    231株　    224株　

新株予約権の行使時の払込金額    320,650円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年６月23日

至　平成25年５月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格 　　320,650円

資本組入額 　160,325円
同左

新株予約権の行使の条件

平成18年６月22日開催の

定時株主総会決議及び平成

18年10月17日開催の取締役

会決議に基づき、当社と当社

従業員並びに当社子会社の

取締役及び従業員との間で

締結する新株予約権の付与

に関する契約による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(1）新株予約権は譲渡でき

ないものとする。

(2）新株予約権を付与され

た者が新株予約権の行

使期間到来後に死亡し

た場合には、その相続人

が権利を相続するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

(注) 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行

使時の払込金額と同額であります。
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③ 平成19年６月21日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数    120個　 120個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 120株　 120株　

新株予約権の行使時の払込金額 268,635円　 同左

新株予約権の行使期間
自　平成22年１月９日

至　平成27年１月８日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格 　　379,708円

資本組入額 　245,391円
同左

新株予約権の行使の条件

平成19年６月21日開催の

定時株主総会決議及び平成

19年12月18日開催の取締役

会決議に基づき、当社と当社

取締役との間で締結する新

株予約権の付与に関する契

約による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(1）新株予約権は譲渡でき

ないものとする。

(2）新株予約権を付与され

た者が新株予約権の行

使期間到来後に死亡し

た場合には、その相続人

が権利を相続するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) ２ 同左

(注) １．発行価格は、新株予約権の払込金額111,073円と行使時の払込金額268,635円を合算しております。なお、新株予

約権の払込金額111,073円につきましては、当社取締役が当社に対して有する報酬請求権の対当額をもって相

殺されます。

２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、当該組織再編成の内

容に応じて、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」とい

う。）の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社

は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、組織再編成行為に際して定める契約書又は計画書等に、

再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限るものとする。
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④ 平成19年６月21日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数    225個　 218個　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 225株　 218株　

新株予約権の行使時の払込金額 268,635円　 同左

新株予約権の行使期間
自　平成21年６月22日

至　平成26年５月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格 　　268,635円

資本組入額 　134,318円
同左

新株予約権の行使の条件

平成19年６月21日開催の

定時株主総会決議及び平成

19年12月18日開催の取締役

会決議に基づき、当社と当社

従業員並びに当社子会社の

取締役及び従業員との間で

締結する新株予約権の付与

に関する契約による。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(1）新株予約権は譲渡でき

ないものとする。

(2）新株予約権を付与され

た者が新株予約権の行

使期間到来後に死亡し

た場合には、その相続人

が権利を相続するもの

とする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) ２ 同左

(注) １．当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格

は行使時の払込金額と同額であります。

２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、当該組織再編成の内

容に応じて、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」とい

う。）の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社

は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、組織再編成行為に際して定める契約書又は計画書等に、

再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限るものとする。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成15年10月31日

（注）１
26 9,150 325 409,937 331 286,272

平成16年２月25日

（注）２
4,700 13,850 415,010 824,947 415,010 701,282

平成17年３月８日

（注）３
7,000 20,850 893,550 1,718,497 893,550 1,594,832

平成17年10月31日

（注）４
106 20,956 9,896 1,728,394 9,896 1,604,729

平成18年３月31日

（注）５
44 21,000 5,091 1,733,485 5,091 1,609,820

平成19年３月31日

（注）６
6 21,006 504 1,733,989 504 1,610,324

平成20年３月31日

（注）７
31 21,037 3,875 1,737,864 3,875 1,614,199

　（注）１．新株引受権の権利行使（平成14年11月１日～平成15年10月31日）によるものであります。

 　　　 ２．第三者割当

発行価格　　　176,600円

資本組入額　 　88,300円

割当先　　 フィールズ㈱

 　　　 ３．第三者割当

 　　　　　　　　発行価格　　　255,300円

 　　　　　　　　資本組入額　　127,650円

 　　　　　　　　割当先　   フィールズ㈱

 　　 　４．新株引受権及び新株予約権の権利行使（平成16年11月１日～平成17年10月31日）によるものであります。

 　　 　５．新株引受権及び新株予約権の権利行使（平成17年11月１日～平成18年３月31日）によるものであります。

 　　 　６．新株予約権の権利行使（平成18年４月１日～平成19年３月31日）によるものであります。

 　　 　７．新株引受権の権利行使（平成19年４月１日～平成20年３月31日）によるものであります。

（５）【所有者別状況】

平成20年３月31日現在

区分

株式の状況
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他
の法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － ５　 ７　 25 ３　 －　 634 674 －

所有株式数

（株）
－ 265 78 12,671 630 － 7,393 21,037 －

所有株式数の

割合（％）
－ 1.26 0.37 60.23 2.99 － 35.15 100 －

（注）自己株式32株は、「個人その他」に含めて記載しております。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

フィールズ株式会社 東京都渋谷区円山町3-6 12,000 57.04

伊藤　裕二 東京都目黒区 3,600 17.11

エイチエスビーシーファンドサービシィズク

ライアンツアカウント500

（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

LEVEL 13, 1 QUEEN’S ROAD CENTRAL,

 HONG KONG

（東京都中央区日本橋3-11-1）

627 2.98

柿木　淳 愛媛県新居浜市 230 1.09

ＧＶＣ２号投資事業組合 東京都港区虎ノ門3-20-4 220 1.04

西川　桃子 東京都大田区 212 1.00

岡島　信幸 東京都渋谷区 141 0.67

株式会社ソロ 東京都目黒区中根1-15-7 134 0.63

資産管理サービス信託銀行株式会社

（信託Ｂ口）
東京都中央区晴海1-8-12 132 0.62

株式会社タカデン 東京都板橋区大山町14-1 76 0.36

計 － 17,372 82.57

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　　32　　　　 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　21,005　　　 21,005 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 21,037 － －

総株主の議決権 － 21,005 －

　

　　　②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ディースリー
東京都渋谷区

道玄坂1-9-5
32 － 32 0.15

計 － 32 － 32 0.15
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（８）【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行

する方法によるものであります。

　当該制度の内容は次のとおりであります。

① 平成15年１月30日定時株主総会決議

旧商法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに開発委託契約を締結している開発会社

に付与することを平成15年１月30日開催の第11回定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日 平成15年１月30日

付与対象者の区分及び人数

 　当社取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　５名

 　当社監査役　　　　　　　　　　　　　　　　　２名

 　当社子会社取締役　　　　　　　　　　　　　　１名　

 　当社従業員　　　　　　　　　　　　　　　　　18名

 　当社子会社従業員　　　　　　　　　　　　　　４名

 　開発委託契約を締結している開発会社　　　　　16名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

株式の数 同上　(注) １

新株予約権の行使時の払込金額 同上　(注) ２

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
－ 

 (注) １．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。　ただ

し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率

２．新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新

株予約権証券の行使の場合は除く。）を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。

調 整 後

払込価額
＝

調 整 前

払込価額
 ×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

また、新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合、それぞれの効力発生の時をもっ

て次の算式により払込価額を調整し、調整後生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

② 平成17年１月28日定時株主総会決議

旧商法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に付与することを平成17年１月28日開催の第

13回定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日 平成17年１月28日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　５名

当社監査役　　　　　　　　　　　　　　　　　３名

当社子会社取締役　　　　　　　　　　　　　　１名

当社従業員　　　　　　　　　　　　　　　　　６名

当社子会社従業員　　　　　　　　　　　　　　４名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

株式の数 同上　（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額 同上　（注）２

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上
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代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
－ 

（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株

式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じた１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率

２．新株予約権発行以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行（処分）株式数 × １株当たりの払込金額

調 整 後

払込価額
＝
調 整 前

払込価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行（処分）株式数

また、新株予約権発行以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

③ 平成18年１月27日定時株主総会決議

旧商法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に付与することを平成18年１月27日開催の第

14回定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日  　平成18年１月27日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　６名

当社子会社取締役　　　　　　　　　　　　　　１名

当社従業員　　　　　　　　　　　　　　　　　11名

当社子会社従業員　　　　　　　　　　　　　　９名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

株式の数 同上　（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額 同上　（注）２

新株予約権の行使期間  　同上

新株予約権の行使の条件  　同上

新株予約権の譲渡に関する事項  　同上

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
 －

（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じた１株未満の端数は、これを切り捨てるものと

する。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率

２．新株予約権発行以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次

の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋　　

新規発行（処分）株式数 × １株当たりの払込金額

調 整 後

払込価額
＝
調 整 前

払込価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数　＋　新規発行（処分）株式数

④ 平成18年６月22日定時株主総会決議

会社法施行に伴い、取締役の報酬等とは別枠で、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額として、

年額２千万円を上限として当社取締役に付与することを平成18年６月22日開催の第15回定時株主総会において決
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議されたものであります。

決議年月日  　平成18年６月22日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　５名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

株式の数 同上　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 同上　（注）２

新株予約権の行使期間 　 同上

新株予約権の行使の条件 　 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 　 同上

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
 －

（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じた１株未満の端数は、これを切り捨てるものと

する。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が継承される場合、又は当社

　が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

　　　２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使によ

り新株式を発行する場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切上げる。

    
既発行株式数 ＋　　

新規発行（処分）株式数 × １株当たりの払込金額

調 整 後

行使価額
＝
調 整 前

行使価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数　＋　新規発行（処分）株式数

⑤ 平成18年６月22日定時株主総会決議

会社法に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に付与することを平成18年６月22日開催の第

15回定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日  　平成18年６月22日

付与対象者の区分及び人数

当社子会社取締役　　　　　　　　　　　　　　３名

当社従業員　　　　　　　　　　　　　　　　　３名

当社子会社従業員　　　　　　　　　　　　　　17名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

株式の数 同上　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 同上　（注）２

新株予約権の行使期間 　 同上

新株予約権の行使の条件 　 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 　 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
－

（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するも

のとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じた１株未満の端数は、これを切り捨てるものと

する。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が継承される場合、又は当社

　が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
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　　　２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使によ

り新株式を発行する場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切上げる。

    
既発行株式数 ＋　　

新規発行（処分）株式数 × １株当たりの払込金額

調 整 後

行使価額
＝
調 整 前

行使価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数　＋　新規発行（処分）株式数

⑥ 平成19年６月21日定時株主総会決議

会社法に基づき、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額として、年額５千万円を上限として当

社取締役に付与することを平成19年６月21日開催の第16回定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日  　平成19年６月21日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　５名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

株式の数 同上　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 同上　（注）２

新株予約権の行使期間 　 同上

新株予約権の行使の条件 　 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 　 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の

数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率

また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的

　な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。

　　　２．当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権

の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切上げる。

    
既発行株式数 ＋　　

新規発行（処分）株式数 × １株当たりの払込金額

調 整 後

行使価額
＝
調 整 前

行使価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数　＋　新規発行（処分）株式数

上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場

合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調

整するものとする。
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⑦ 平成19年６月21日定時株主総会決議

会社法に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に付与することを平成19年６月21日開催の第

16回定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日  　平成19年６月21日

付与対象者の区分及び人数

当社子会社取締役　　　　　　　　　　　　　　３名

当社従業員　　　　　　　　　　　　　　　　　５名

当社子会社従業員　　　　　　　　　　　　　　12名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

株式の数 同上　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 同上　（注）２

新株予約権の行使期間 　 同上

新株予約権の行使の条件 　 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 　 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の

数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（又は併合）の比率

また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的

　な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。

　　　２．当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権

の行使により新株式を発行する場合を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切上げる。

    
既発行株式数 ＋　　

新規発行（処分）株式数 × １株当たりの払込金額

調 整 後

行使価額
＝
調 整 前

行使価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数　＋　新規発行（処分）株式数

上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場

合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調

整するものとする。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

（　－　）
－ － － －

保有自己株式数 32 － 32 －
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３【配当政策】

　当社は株主への利益還元を経営の重要な課題の中の１つとして位置付けて、経営基盤及び財務体質の強化を図りな

がら、当社を取り巻く環境及び業績の進展状況、配当性向等を勘案し利益還元を行うことを基本方針としております。

　当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、株主総会であ

ります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり2,800円の配当を実施することを決定いたしました。

この結果、当事業年度の配当性向は35.3％、配当性向（連結）は20.1％となりました。

　内部留保につきましては、海外事業の強化等による将来の企業価値向上の投資原資とし、中長期的な株主利益の拡大

のために活用してまいります。

　当社は、「毎年９月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め

ております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）

平成20年６月20日

定時株主総会決議 
58,814 2,800

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成15年10月 平成16年10月 平成17年10月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 240,000 460,000 502,000 390,000 370,000 420,000

最低（円） 140,000 140,000 182,000 302,000 180,000 204,000

（注）１．最高・最低株価は、平成16年12月12日までは日本証券業協会におけるものであり、平成16年12月13日以降は

ジャスダック証券取引所におけるものであります。なお、日本証券業協会は平成16年12月13日付でジャス

ダック証券取引所に移行しております。

２．第15期は、決算期変更により平成17年11月１日から平成18年３月31日までの５ヶ月間となっております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 平成19年11月 平成19年12月 平成20年１月 平成20年２月 平成20年３月

最高（円） 398,000 348,000 270,000 255,000 260,000 270,000

最低（円） 298,000 204,000 244,000 239,000 227,000 215,000

　（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役社長

(代表取締役)
－ 伊藤　裕二 昭和39年４月20日生

昭和62年４月 株式会社リクルート入社

平成元年４月 株式会社エーブイ生活総合研究所

入社

平成３年８月 エフツウ株式会社入社

平成９年４月 カルチュア・パブリッシャーズ株

式会社入社

平成11年６月 当社代表取締役社長（現任）

平成16年11月 D3Publisher of America,Inc.　代表取

締役社長CEO（現任）

平成17年２月 D3DB S.r.l. 代表取締役社長CEO

（現任）

平成17年11月 D3Publisher of Europe Ltd.　

代表取締役社長CEO（現任）

平成18年４月 株式会社ディースリー・パブリッ

シャー代表取締役社長（現任）

(注) ３ 3,600

常務取締役 管理部担当 小寺　健治 昭和26年６月１日生

平成元年２月 トウシュ・ロス会計事務所入所

平成６年５月 デロイト・トウシュ会計事務所

監査担当パートナー

平成12年９月 株式会社バーテックス　スタン

ダード入社

平成13年６月 同社取締役

平成16年11月 当社入社　管理部部長

平成17年１月 当社取締役

平成17年７月 D3Publisher of America,Inc.　取締役

（現任）

平成17年11月 D3Publisher of Europe Ltd.　

取締役CFO（現任）

平成18年１月 当社常務取締役 

平成18年４月 株式会社ディースリー・パブリッ

シャー取締役（現任）

当社管理部担当常務取締役

（現任）

平成18年６月 株式会社エンターテインメント・

ソフトウェア・パブリッシング取

締役（現任）

(注) ３ －

取締役

グローバルビジ

ネスプランニン

グ・欧米地域担

当

竹中　洋二 昭和29年12月21日生

平成12年１月 THQ Inc. 入社 事業開発部長

平成16年11月 D3Publisher of America,Inc.

取締役COO（現任）

平成17年11月 D3Publisher of Europe Ltd.

取締役COO（現任）

平成18年４月 当社入社　執行役員

平成19年６月 Vicious Cycle Software,Inc. 取締役

（現任）

当社グローバルコンテンツストラ

テジ・欧米地域担当取締役

平成20年４月 当社グローバルビジネスプランニ

ング・欧米地域担当取締役（現

任）

(注) ３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 経営企画室室長 小嶋　正樹 昭和46年２月６日生

平成６年４月 東京トヨペット株式会社入社

平成８年１月 公盛会計事務所入所

平成９年２月 三陽建物株式会社入社

平成12年３月 当社入社

平成14年11月 当社経営企画室室長（現任）

平成17年１月 当社取締役（現任）

平成18年４月 株式会社ディースリー・パブリッ

シャー監査役（現任）

平成18年６月 株式会社エンターテインメント・

ソフトウェア・パブリッシング取

締役（現任）

(注) ３ 24

取締役 － 大屋　高志 昭和40年12月25日生

昭和63年４月 日本勧業角丸証券株式会社入社

平成11年５月 ドイツ証券株式会社入社

平成19年４月 フィールズ株式会社入社　執行役員

　社長室

平成19年６月 フィールズピクチャーズ株式会社

取締役（現任）

株式会社シンクアーツ　取締役（現

任）

当社取締役（現任）

フィールズ株式会社　代表取締役社

長（現任）

平成19年10月 ルーセント・ピクチャーズエンタ

テインメント株式会社　取締役（現

任）

平成20年１月 新日テクノロジー株式会社　取締役

（現任）

(注) ３ －

取締役 － 山口　善輝 昭和36年７月19日生

昭和62年４月 株式会社リクルート入社

平成11年５月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ入社

平成13年７月 同社ゲートウェイビジネス部コン

テンツ担当部長

平成16年６月 ドコモ・サポート株式会社　取締役

平成19年10月 プライムワークス株式会社　取締

役（現任）

フィールズ株式会社入社　執行役員

　社長室　グループCVO

平成20年４月 同社執行役員グループ戦略本部長

（現任）

平成20年６月 当社取締役（現任）

(注) ３ －

取締役 － 香山　哲 昭和35年６月20日生

昭和60年４月 株式会社リクルート入社

平成８年６月 株式会社マリーガルマネジメント

設立　取締役

平成９年４月 株式会社メディアファクトリー　取

締役

平成11年７月 同社常務取締役

平成12年11月 株式会社セガ　特別顧問

平成13年６月 同社代表取締役兼最高執行責任者

（COO）

株式会社セガトイズ　取締役

株式会社トムス・エンタテインメ

ント　取締役

平成14年４月 株式会社セガアミューズメント　取

締役

平成15年４月 株式会社セガ　代表取締役COO

平成15年６月 同社取締役

平成17年１月 当社取締役（現任）

(注) ３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常勤監査役 － 中条　稔夫 昭和10年２月21日生

昭和33年４月 日興證券株式会社入社

昭和62年12月 同社取締役

平成２年６月 菱光証券株式会社　専務取締役

平成13年６月 株式会社シンプレクス・テクノロ

ジー　監査役（現任）

平成17年１月 当社常勤監査役（現任）

(注) ４ －

監査役 － 青木　茂宏 昭和31年11月22日生

昭和54年４月 株式会社西友入社

昭和59年４月 小松会計事務所入所

平成元年３月 日本税理士連合会登録

平成元年11月 青木会計事務所設立

平成４年２月 当社監査役（現任）

平成14年４月 中央税理士法人設立　代表社員（現

任）

平成15年５月 株式会社マッドハウス　監査役（現

任）

(注) ５ 23

監査役 － 金本　光博 昭和45年６月17日生

平成５年４月 太田昭和監査法人入所

平成11年２月 金本公認会計士事務所設立　代表

（現任）

平成12年１月 当社監査役（現任）

(注) ５ 17

計 　 3,664

（注）１．監査役中条稔夫、青木茂宏及び金本光博は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．取締役大屋高志、山口善輝及び香山哲は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３．平成20年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．平成20年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．平成18年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

　(1)　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、企業の社会的責任と使命を果たすことができる経営組織体制を整備することを念頭に置くとともに、多様

に変化する経営環境に適切に対応するため、迅速かつ的確な意思決定が可能な仕組みを整備することが必要と考

え、コーポレート・ガバナンスは経営上大変重要な課題と受け止めております。

　また、当社では、グローバルで革新的な経営により持続的な成長を目指し、企業価値の向上を実現することにより

ステークホルダーと相互に発展する関係を構築・維持することを、経営の基本方針に掲げており、その実現のため

にはコーポレート・ガバナンスへの積極的な取り組みが必要不可欠と考えております。

　当社としましては、「株主権利の保護」、「株主の平等性（少数株主の保護等）の保持」、「ステークホルダーと

の公正な関係の構築」、「適切な情報開示とアカウンタビリティー（透明性）の向上」、「適正かつ効率的な業務

執行体制と適切な経営監督体制及び企業倫理・法令遵守に関するシステムの機能」という５つの側面から、コーポ

レート・ガバナンスを充実できるよう、継続的に取り組んでおります。

  (2)　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等

  当社は、取締役会による取締役及び執行役員の業務執行状況の監督並びに内部監査、監査役監査及び会計監査人

監査による監査を内部統制システムの基本とした体制を構築しております。当事業年度における状況は次のとおり

であります。

① 取締役会による監督

　取締役会は取締役７名、うち社外取締役３名で構成され（平成20年３月31日現在）、定例取締役会を毎月１回開

催するほか、臨時にも開催することにより、経営上重要な事項につき迅速かつ的確な意思決定を行うとともに、社

外取締役を含めた各取締役による意見交換等による相互牽制により業務執行権のある取締役の監督を適切に

行っております。

　当事業年度においては、国内子会社の取締役が当社定例取締役会において事業の状況等を報告することとし、海

外子会社についても、当社取締役及び海外子会社の取締役が定期的にミーティング・情報交換を行い、重要な事

項については当社定例取締役会にて報告することとするなど、国内外の子会社の監督体制の強化を図っておりま

す。

② 各監査機関による監査

　当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は監査役３名、全て社外監査役で構成されております（平成20年

３月31日現在）。また、三優監査法人が金融商品取引法及び会社法に基づく会計監査を実施しております。

　内部監査につきましては経営企画室の人員１名が監査業務を兼務し、年間監査計画に基づき、必要に応じて監査

役及び会計監査人と連携して内部監査を実施する体制により、リスクマネジメントに努めております。

　また、監査役会を構成する当社監査役３名（うち１名は常勤監査役）は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席

して必要に応じて取締役に対して説明を求めるなど日常的に業務監査を実施するほか、監査役会にて定めた監査

方針に基づき、必要に応じて内部監査を担当する部門及び会計監査人と連携をとりながら監査を行っておりま

す。　

③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

　管理部と経営企画室が連携して法令遵守の徹底や適正な情報管理等、企業倫理の確立に努めております。また、

顧問弁護士と顧問契約を締結し、重要な法務的課題及びコンプライアンスにかかわる事象については適宜アドバ

イスを受けております。

　さらに、当社は「内部統制システム構築の基本方針」に関しまして、平成18年５月２日開催の取締役会において

以下の決議を行っており、内部統制システムの有効的かつ効率的な運用が行えるよう取り組んでおります。

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 イ．取締役の職務執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、コンプライアン

　　 ス・ポリシーを定め、周知徹底させる。

 ロ．経営企画室担当役員をコンプライアンス担当役員に任命し、経営企画室がコンプライアンス担当部署とし

     て、コンプライアンス・プログラムを策定し、運用を推進する。

 ハ．取締役に対しては、コンプライアンス・ポリシーの徹底を図るため、コンプライアンス・プログラムにお

　　 いて、コンプライアンスに対する知識を深め、意識を高める施策を導入する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

重要な意思決定及び報告に関しては、議事録等を作成し、文書管理規程に従って適切に取り扱う。
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理に対する詳細な事項について、新たにリスク管理規程を定め、様々なリスクに対応できる体制の構

築及び運用を行う。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  イ．社外取締役を選任し、取締役会の意思決定に対する妥当性を高める。

　ロ．必要に応じて執行役員を選任し、取締役の職務執行が効率的に行える体制の構築に努める。

　ハ．取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、その他取締役の職務遂行に関わる社内規程につ

　　　いては、取締役の職務の執行が効率的に行われるよう必要に応じて見直しを行う。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  イ．使用人の職務執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、コンプライアン

　　　ス・ポリシーを定め、周知徹底させる。

　ロ．使用人に対し、コンプライアンスに関する研修を実施し、コンプライアンスに対する知識を深め、意識を

　　　高めるよう努める。

　ハ．使用人がコンプライアンス・ポリシーを徹底できるよう、取締役が率先してコンプライアンスに対する取

　　　組みを行うとともにコンプライアンス・プログラムにおいて使用人の法令遵守を確保する体制の構築を行

　　　う。

６．会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  イ．新たに定めるコンプライアンス・ポリシーについてグループ各社に適用し、周知徹底させる。

　ロ．コンプライアンス担当役員は、グループ各社のコンプライアンス体制の構築に対して積極的に協力する。

　ハ．グループ各社がコンプライアンス・ポリシーを徹底できるよう、コンプライアンス・プログラムにおいて

　　　グループ各社の法令遵守を確保する体制の構築を行う。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

  監査役会が監査役を補助すべき使用人が必要と判断した場合は、監査役会の決定に基づき、必要な人員を配

置する。

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

  前号の使用人に対する指揮・命令は監査役が行い、採用及び人事異動、人事評価、懲戒等については、監査役

会の同意を得るものとする。

９．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

  イ．取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与える事項が発生し又は発生する恐れのある時、取締役及び使

　　　用人による違法又は不正な行為を発見した時、その他監査役会が別途定めた事項に関しては、監査役に報

　　　告する。

　ロ．監査役は、取締役及び使用人に対して、通常の業務を妨げない範囲で報告を求めることができ、監査役が

　　　報告を求めた場合、取締役及び使用人は監査役に対する報告の義務を負う。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  イ．監査役が監査を実効的に行えるよう監査役の求めに応じ必要な環境の整備に努める。

　ロ．監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、

　　　監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相

　　　互認識を深めるよう努めるものとする。

　ハ．取締役及び使用人は、監査役の監査が実効的に行われるよう、監査業務の遂行に協力する。
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コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。（平成20年３月31日現在）

  (3)　役員報酬及び監査報酬の内容

　当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬、監査法人に対する監査報酬は以下のとおりで

あります。

役員報酬 　 　 監査報酬 　

 取締役に支払った報酬

 （うち社外取締役

68,223千円　　　　　

　　3,174千円）

　

　

 公認会計士法第２条第１項に

 規定する業務に基づく報酬
13,200千円 

 監査役に支払った報酬 7,200千円 　 上記以外の報酬

 

－千円 

　 （うち社外監査役 7,200千円） 　

 計 75,423千円 　  計 13,200千円 

 （注）１．取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

 ２．取締役の報酬限度額は、平成14年１月30日開催の第10回定時株主総会において年額150,000千円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議しております。なお、当該報酬限度額には、ストック・

オプションによる報酬の限度額は含まれておりません。

 ３．監査役の報酬限度額は、平成14年１月30日開催の第10回定時株主総会において年額30,000千円以内と

決議しております。

 ４．取締役の報酬額には、ストック・オプションによる報酬額8,462千円（うち社外取締役　1,374千円）

が含まれております。なお、ストック・オプションによる報酬の限度額は、平成19年６月21日開催の

第16回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
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 　(4)　会計監査の状況

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、川野佳範及び岩田亘人の２名であり、いずれも三優監査法人に所

属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士１名及び会計士補等５名で構成されてお

ります。

　なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありま

せん。また、継続監査年数が７年を超えるものはおりません。

  (5)　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　社外取締役大屋高志は、当社の親会社であるフィールズ株式会社の代表取締役社長を兼務しております。当社は

同社から金銭の借入を行っております。また、社外監査役２名は、当社株式を合計で40株（平成20年３月31日現

在）保有しておりますが、取引関係その他の利害関係については、該当事項はありません。

  (6)　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円又は法令が定める額の

いずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の

原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

  (7)　取締役の定数

　当社には、７名以内の取締役を置く旨定款に定めております（平成20年３月31日現在）。

  (8)　取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

  (9)　株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項

① 自己株式取得の決定機関

　当社は、会社法第165条第２項の定めにより、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を

定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。

② 取締役及び監査役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の定めにより、取締役会の決議によって、会社法第423条第１項の取締役（取締

役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の定める限度におい

て免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発

揮できることを目的とするものであります。

③ 中間配当

　当社は、会社法第454条第５項の定めにより、取締役の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を

行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするも

のであります。

  (10) 株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う旨定款に定めて

おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと

を目的とするものであります。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当

連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、並びに、金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の

連結財務諸表及び当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について、三優監査法人に

より監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※２  2,775,941   3,260,688  

２．売掛金   1,668,546   4,115,527  

３．たな卸資産   2,517,238   3,074,284  

４．前渡金   595,487   －  

５．繰延税金資産   615,462   1,507,150  

６．その他   57,508   582,617  

７．貸倒引当金   △1,719   △2,576  

流動資産合計   8,228,464 93.5  12,537,691 92.7

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 ※１  11,449   10,781  

(2) 機械装置及び運搬具 ※１  1,830   －  

(3) その他 ※１  118,541   177,780  

有形固定資産合計   131,822 1.5  188,561 1.4

２．無形固定資産        

(1) のれん   118,407   370,107  

(2) その他   35,606   149,605  

無形固定資産合計   154,014 1.7  519,713 3.9

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   5,000   5,000  

(2) 繰延税金資産   231,924   223,394  

(3) その他   58,264   54,146  

(4) 貸倒引当金   △4,675   △8,966  

投資その他の資産合計   290,512 3.3  273,574 2.0

固定資産合計   576,348 6.5  981,849 7.3

資産合計   8,804,813 100.0  13,519,540 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   622,535   978,339  

２．短期借入金 ※３  1,400,000   5,568,000  

３．１年以内返済予定長期
借入金

  753,997   664,000  

４．未払金   101,338   575,073  

５．未払法人税等   774,806   787,112  

６．その他   107,318   214,384  

　流動負債合計   3,759,994 42.7  8,786,910 65.0

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   1,004,000   340,000  

２．退職給付引当金   21,232   27,213  

３．その他   －   158,712  

　固定負債合計   1,025,232 11.6  525,925 3.9

負債合計   4,785,227 54.3  9,312,835 68.9

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,733,989 19.7  1,737,864 12.8

２．資本剰余金   1,616,325 18.4  1,620,200 12.0

３．利益剰余金   634,587 7.2  915,093 6.8

４．自己株式   △5,010 △0.1  △5,010 △0.0

　　株主資本合計   3,979,891 45.2  4,268,147 31.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

　為替換算調整勘定   23,786 0.3  △104,528 △0.8

　　評価・換算差額等合計   23,786 0.3  △104,528 △0.8

Ⅲ　新株予約権   15,907 0.2  43,085 0.3

純資産合計   4,019,586 45.7  4,206,705 31.1

負債純資産合計   8,804,813 100.0  13,519,540 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,784,224 100.0  14,286,518 100.0

Ⅱ　売上原価   6,632,978 67.8  9,515,459 66.6

売上総利益   3,151,246 32.2  4,771,058 33.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,608,894 26.7  3,701,229 25.9

営業利益   542,352 5.5  1,069,828 7.5

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  15,716   27,360   

２．為替差益  74,222   －   

３．賃貸収入  －   6,987   

４．その他  7,386 97,326 1.0 2,391 36,739 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  36,167   75,968   

２．為替差損  －   591,444   

３．株式交付費  64   215   

４．定期預金解約損  6,918   －   

５．その他  2,173 45,324 0.4 24,785 692,413 4.9

経常利益   594,354 6.1  414,154 2.9

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※３ －   447   

２．貸倒引当金戻入益  535   －   

３．新株予約権戻入益  － 535 0.0 2,545 2,993 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．制作中止損  13,329   －   

２．事業整理損  20,791 34,120 0.4 － － －

税金等調整前当期純利益   560,769 5.7  417,147 2.9

法人税、住民税及び事業税  761,109   1,020,724   

法人税等調整額  △347,569 413,540 4.2 △896,666 124,057 0.8

少数株主損失   △384 △0.0  － －

当期純利益   147,613 1.5  293,090 2.1
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,733,485 1,615,821 495,360 △5,010 3,839,656

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 504 504   1,009

剰余金の配当（注）   △8,387  △8,387

当期純利益   147,613  147,613

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

504 504 139,226 － 140,235

平成19年３月31日　残高（千円） 1,733,989 1,616,325 634,587 △5,010 3,979,891

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
為替換算調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 13,879 13,879 － 554 3,854,089

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     1,009

剰余金の配当（注）     △8,387

当期純利益     147,613

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

9,907 9,907 15,907 △554 25,260

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

9,907 9,907 15,907 △554 165,496

平成19年３月31日　残高（千円） 23,786 23,786 15,907 － 4,019,586

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 1,733,989 1,616,325 634,587 △5,010 3,979,891

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 3,875 3,875   7,750

剰余金の配当   △12,584  △12,584

当期純利益   293,090  293,090

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

3,875 3,875 280,506 － 288,256

平成20年３月31日　残高（千円） 1,737,864 1,620,200 915,093 △5,010 4,268,147

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
為替換算調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高（千円） 23,786 23,786 15,907 4,019,586

連結会計年度中の変動額     

新株の発行    7,750

剰余金の配当    △12,584

当期純利益    293,090

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△128,315 △128,315 27,178 △101,137
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
為替換算調整勘定

評価・換算
差額等合計

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△128,315 △128,315 27,178 187,118

平成20年３月31日　残高（千円） △104,528 △104,528 43,085 4,206,705
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  560,769 417,147

減価償却費  85,982 87,036

のれん償却額  45,835 73,390

株式交付費  64 215

退職給付引当金の増加額  3,290 5,980

貸倒引当金の増加額  1,108 5,172

新株予約権戻入益  － △2,545

受取利息及び受取配当金  △15,716 △27,360

支払利息  36,167 75,968

為替差損益（差益：△）  △23,239 625,780

定期預金解約損  6,918 －

固定資産売却益  － △447

売上債権の増加額  △645,639 △2,899,326

たな卸資産の増加額  △1,285,051 △597,196

前渡金の減少額  19,800 39,852

仕入債務の増加額  155,115 433,831

未払金の増減額（減少：△）  △74,845 440,285

その他  106,459 125,609

小計  △1,022,982 △1,196,604

利息及び配当金の受取額  15,916 27,417

利息の支払額  △38,530 △58,642

法人税等の支払額  △121,096 △994,637

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,166,692 △2,222,466
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金解約による収入  93,081 －

新規連結子会社の取得による支出 ※２ － △268,826

有形固定資産の取得による支出  △76,566 △114,112

有形固定資産の売却による収入  － 1,677

無形固定資産の取得による支出  △22,961 △26,558

貸付けによる支出  △20,000 △7,000

貸付金の回収による収入  21,449 13,993

その他  △11,567 2,510

投資活動によるキャッシュ・フロー  △16,565 △398,316

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増額  1,100,000 4,168,000

長期借入れによる収入  2,000,000 －

長期借入金の返済による支出  △438,668 △753,997

担保の提供による支出  △81,390 △89,424

株式の発行による収入  944 7,534

配当金の支払額  △8,385 △12,464

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,572,501 3,319,647

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  30,097 △280,218

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 1,419,340 418,646

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,275,210 2,694,551

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,694,551 3,113,197
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事

項

連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

㈱ディースリー・パブリッシャー 

㈱エンターテインメント・ソフトウェア

・パブリッシング

D3Publisher of America, Inc.

D3Publisher of Europe Ltd.

D3DB S.r.l.

上記のうち、㈱ディースリー・パブリッ

シャーにつきましては、当連結会計年度に

おいて会社分割により新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。

連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

㈱ディースリー・パブリッシャー 

㈱エンターテインメント・ソフトウェア

・パブリッシング

D3Publisher of America, Inc.

D3Publisher of Europe Ltd.

Vicious Cycle Software, Inc.

D3DB S.r.l.

上記のうち、Vicious Cycle Software, 

Inc.につきましては、当連結会計年度におい

て株式を取得し、連結子会社となりました

ので、連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する

事項

該当事項はありません。 同　　左

  

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同　　左

４．会計処理基準に関する

事項

  

(1）重要な資産の評価基

準及び評価方法

イ. 有価証券

その他有価証券

時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

イ. 有価証券

その他有価証券

時価のないもの

同　　左

 ロ. たな卸資産

製品

　　　先入先出法による原価法

ロ. たな卸資産

製品

同　　左

 仕掛品・コンテンツ

  個別法による原価法

なお、コンテンツについては、見積

回収期間にわたり、会社所定の償却

率によって償却しております。

仕掛品・コンテンツ

同　　左

 貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同　　左

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法を

採用し、在外連結子会社は定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物　　　８～15年 

機械装置及び運搬具　　　６年 

その他　　　　　　　４～15年

イ. 有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法を

採用し、在外連結子会社は定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物　　　５～15年 

その他　　　　　　　３～15年
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  （会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

　なお、セグメント情報に与える影響は軽

微であるため、当該箇所への記載は省略

しております。

  （追加情報）

当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

　なお、セグメント情報に与える影響は軽

微であるため、当該箇所への記載は省略

しております。

 ロ. 無形固定資産

販売目的のソフトウェア

見積回収期間（ゲーム用のソフト

ウェアは12ヶ月、その他は36ヶ月）

にわたり、会社所定の償却率によっ

て償却しております。

ロ. 無形固定資産

――――――――

 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（３年

又は５年）に基づく定額法

(3) 重要な引当金の計上

基準

イ. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般の債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収の可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

イ. 貸倒引当金

同　　左

 ロ. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。

ロ. 退職給付引当金

同　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(4) 重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算基準

  外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、為替差額は

損益として処理しております。

  なお、在外連結子会社の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。

同　　左

(5) 重要なリース取引の

処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

同　　左

(6) 重要なヘッジ会計の

方法

イ. ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利ス

ワップについては、特例処理を採用し

ております。

イ. ヘッジ会計の方法

同　　左

 ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　金利スワップ取引

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　　左

 ヘッジ対象

　借入金利息

ヘッジ対象

同　　左

 ハ. ヘッジ方針

変動金利による調達コスト（支払利

息）に及ぼす影響を回避する為、ヘッ

ジを行う方針であります。

ハ. ヘッジ方針

同　　左

 ニ. ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引について、特例処

理の要件に該当すると判断されたた

め、その判定をもって有効性の判定に

代えています。

ニ. ヘッジ有効性評価の方法

同　　左

 ホ. その他のリスク管理

ヘッジ会計に係る契約締結業務は管

理部が担当しております。取引に関す

る規定は特に設けておりませんが、一

般の職務権限規程に従い管理されてお

ります。

ホ. その他のリスク管理

同　　左

(7) その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同　　左

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同　　左

６．のれん及び負ののれん

の償却に関する事項

のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っております。

のれんの償却については、合理的にその

効果が発現すると見積もられる期間（５年

間又は10年間）で定額法により償却を行っ

ております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

７．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同　　左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日） 

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
 至　平成20年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は4,003,678千

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連

結財務諸表規則により作成しております。

――――――――

（企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）

並びに「企業結合会計基準及び事業分離会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月

27日）を適用しております。

――――――――

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益が、それぞれ15,877千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ております。

――――――――

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告19号　平成18年８月11日）を適

用しております。

　これに伴い、前連結会計年度における営業外費用の「新株

発行費」は、当連結会計年度より「株式交付費」として処

理する方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「新株発行費」は、当連結会計年度より「株式交付

費」として表示する方法に変更しております。

――――――――
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日） 

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
 至　平成20年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「のれん」とし

て表示しております。

 

（連結貸借対照表） 

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「前渡

金」（当連結会計年度末の残高513,760千円）は、資産の

総額の100分の５以下となったため、流動資産の「その

他」に含めて表示することにいたしました。

―――――――― （連結損益計算書） 

　前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「賃貸収入」は、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前連結会計年度における「賃貸収入」の金額は

4,380千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん

償却額」として表示しております。  

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産

償却費」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏

しくなったため「減価償却費」に含めております。

　なお、当連結会計年度の「減価償却費」に含まれている

「無形固定資産償却費」は43,232千円であります。

―――――――― 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

139,855千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

       186,077千円

※２．担保に供している資産

 定期預金　 　　　　  　　　　  　 81,390千円

 　　　銀行取引保証のため、担保に供しております。

※２．担保に供している資産

 定期預金　 　　　　  　　　　  　147,490千円

 　　　銀行取引保証のため、担保に供しております。

※３．　　　　　　　―――――― ※３．財務制限条項

短期借入金のうち、1,000,000千円には下記の財務

制限条項が付されております。

(1）契約締結日以降の中間期を含む決算期の末日

における連結貸借対照表及び貸借対照表にお

ける純資産の部の金額を、前年同期比75％以上

に維持すること。

(2）契約締結日以降の中間期を含む決算期におけ

る連結損益計算書及び損益計算書の営業損益

を２期連続して損失とならないようにするこ

と。

４．当座貸越契約

当社グループは、運転資金の機動的な調達を行うた

め取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

４．当座貸越契約

当社グループは、運転資金の機動的な調達を行うた

め取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

契約の総額 1,500,000千円

借入実行残高 1,400,000千円

差引未実行残高 100,000千円

契約の総額    568,000千円

借入実行残高    568,000千円

差引未実行残高        －千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
　　至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

広告宣伝費 851,652千円

給与手当 496,031千円

販売促進費 263,026千円

退職給付費用 14,360千円

広告宣伝費  1,226,320千円

給与手当    563,708千円

販売促進費    405,623千円

退職給付費用    18,492千円

貸倒引当金繰入額    5,956千円

※２．　　　　　　　―――――― ※２．一般管理費に含まれる研究開発費    34,235千円

※３．　　　　　　　―――――― ※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 機械装置及び運搬具　 447千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 21,000 6 － 21,006

合計 21,000 6 － 21,006

自己株式     

普通株式 32 － － 32

合計 32 － － 32

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加６株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 12,639

連結子会社  － － － － － － 3,267

合計  － － － － － 15,907

 （注）ストック・オプションとしての新株予約権及び連結子会社の新株予約権は、当連結会計年度末において権利行使

　　　 期間の初日が到来しておりません。　　　　 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 8,387 400 平成18年３月31日 平成18年６月22日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日

定時株主総会
普通株式 12,584 利益剰余金 600 平成19年３月31日 平成19年６月22日

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 21,006 31 － 21,037

合計 21,006 31 － 21,037

自己株式     

普通株式 32 － － 32

合計 32 － － 32
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 （注）普通株式の発行済株式総数の増加31株は、新株引受権の権利行使による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 38,815

連結子会社  － － － － － － 4,270

合計  － － － － － 43,085

 （注）ストック・オプションとしての新株予約権は、当連結会計年度末において権利行使期間の初日が到来しておりま

せん。　　　　 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月21日

定時株主総会
普通株式 12,584 600 平成19年３月31日 平成19年６月22日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月20日

定時株主総会
普通株式 58,814 利益剰余金 2,800 平成20年３月31日 平成20年６月23日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,775,941千円

担保提供定期預金 △81,390千円

現金及び現金同等物 2,694,551千円

現金及び預金勘定  3,260,688千円

担保提供定期預金  △147,490千円

現金及び現金同等物  3,113,197千円

※２．　　　　　　　―――――― ※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たにVicious Cycle Software,

Inc.（以下、ＶＣＳ社という。）を連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得のための支出（純額）との関係は次のと

おりであります。

 流動資産  126,506千円

固定資産  167,746千円

のれん  367,409千円

流動負債  △72,576千円

ＶＣＳ社の取得価額  589,086千円

ＶＣＳ社の保有する現金及び現金同等物  △96,480千円

ＶＣＳ社取得に係る未払金 △223,779千円

ＶＣＳ社取得のための支出（差引）  268,826千円

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。 同　　左

（有価証券関係）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

　 その他有価証券   

　その他 5,000 5,000

　　　　合計 5,000 5,000
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

であります。

(1）取引の内容

同　　左

(2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

(2）取引に対する取組方針

同　　左

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利

用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについて

は、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 … 金利スワップ

ヘッジ対象 … 借入金利息 

ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引について、特例処理の要件に該当

すると判断されたため、その判定をもって有効性の判

定に代えています。

(3）取引の利用目的

同　　左

(4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため信用リスクはほとんどないと認識しており

ます。

(4）取引に係るリスクの内容

同　　左

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引については、契約締結業務は管理部

が担当しております。取引に関する規定は特に設けてお

りませんが、一般の職務権限規程に従い管理されており

ます。

　

(5）取引に係るリスク管理体制

同　　左

　２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平

成20年3月31日）における当社グループのデリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略

しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。一部の在外連結

子会社は、確定拠出型の制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

退職給付債務（千円）

退職給付引当金（千円）

△21,232

21,232

△27,213

27,213

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

勤務費用（千円）

退職給付費用合計（千円）

14,360

14,360

18,492

18,492

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社グループは、従業員数が300人未満であるため、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法（簡便

法）を採用しております。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　　　15,877千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成12年

ストック・オプション①

平成12年
ストック・オプション②

平成13年
ストック・オプション

発行会社 提出会社 提出会社 提出会社

付与対象者の区分及

び数

当社取締役　３名

当社従業員　８名
社外協力者　12名 当社従業員　３名

ストック・オプショ

ン数（注）
普通株式　102株 普通株式　76株 普通株式　28株

付与日 平成12年９月22日 平成12年９月22日 平成13年１月31日

権利確定条件 権利確定条件の定めはありません。 同　　左
権利行使時まで継続して勤務してい

ること。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同　　左 同　　左

権利行使期間
自　平成14年11月１日

至　平成19年９月28日

自　平成13年11月１日

至　平成19年９月28日

自　平成15年４月１日

至　平成19年９月28日

 
平成15年

ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション①

発行会社 提出会社 提出会社 提出会社

付与対象者の区分及

び数

当社取締役及び監査役　７名

当社子会社取締役　　　１名

当社従業員　　　　　　18名

当社子会社従業員　　　４名

社外協力者　　　　　　16名

当社取締役及び監査役　８名

当社子会社取締役　　　１名

当社従業員　　　　　　６名

当社子会社従業員　　　４名

当社取締役　　　　　　６名

当社子会社取締役　　　１名

当社従業員　　　　　　11名

当社子会社従業員　　　９名

ストック・オプショ

ン数（注）
普通株式　594株 普通株式　350株 普通株式　500株

付与日 平成15年３月３日 平成17年９月14日 平成18年３月15日

権利確定条件

当社及び当社子会社の取締役、監査

役、従業員については、権利行使時ま

で継続して勤務していること。

社外協力者については、当社と競合関

係にある他の会社の子会社になった

場合もしくは当該他の会社の傘下会

社になった場合は、権利を喪失する。

権利行使時まで継続して勤務してい

ること。
同　　左

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同　　左 同　　左

権利行使期間
自　平成17年２月１日

至　平成22年１月29日

自　平成19年２月１日

至　平成24年１月31日

自　平成20年２月１日

至　平成25年１月31日

 
平成18年

ストック・オプション②

平成18年
ストック・オプション③

平成17年 
ストック・オプション

発行会社 提出会社 提出会社 D3Publisher of America,Inc.

付与対象者の区分及

び数
当社取締役　５名

当社子会社取締役　　　３名

当社従業員　　　　　　３名

当社子会社従業員　　　17名　

当社取締役　　　　　　３名

当社子会社取締役　　　１名

当社従業員　　　　　　２名

当社子会社従業員　　　９名

ストック・オプショ

ン数（注）
普通株式　110株 普通株式　280株 普通株式　1,521,900株

付与日 平成18年10月17日 平成18年10月17日 平成17年11月１日

権利確定条件
権利行使時まで継続して勤務してい

ること。
同　　左 同　　左

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同　　左 同　　左
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平成18年

ストック・オプション②

平成18年
ストック・オプション③

平成17年 
ストック・オプション

権利行使期間
自　平成20年10月18日　

至　平成25年10月17日

自　平成20年６月23日　

至　平成25年５月31日

自　平成19年11月１日

至　平成25年10月31日

 （注）株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成14年10月18日付で１株を２株とする株式

分割を行っておりますが、平成12年及び平成13年ストック・オプションの株式数は当該株式分割による調整後の

株式数を記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成12年ストック・
オプション①

平成12年ストック・
オプション②

平成13年ストック・
オプション

平成15年ストック・
オプション

平成17年ストック
・オプション

発行会社  提出会社  提出会社  提出会社  提出会社  提出会社

権利確定前　　　　（株）      

前連結会計年度末 － － － － 350

付与 － － － － －

失効 － － － － 15

権利確定 － － － － 335

未確定残 － － － － －

権利確定後　　　　（株）      

前連結会計年度末 22 68 18 467 －

権利確定 － － － － 335

権利行使 － － － 6 －

失効 － － － － －

未行使残 22 68 18 461 335

 
平成18年ストック・オプ
ション①

平成18年ストック・オプ
ション②

平成18年ストック・オプ
ション③

平成17年ストック・オプ
ション

発行会社  提出会社  提出会社  提出会社
D3Publisher of 

America,Inc.

権利確定前　　　　（株）     

前連結会計年度末 500 － － 1,527,900

付与 － 110 280 －

失効 32 － － 6,000

権利確定 － － － －

未確定残 468 110 280 1,521,900

権利確定後　　　　（株）     

前連結会計年度末 － － － －

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 － － － －

②　単価情報

  
平成12年ストック・
オプション①

平成12年ストック・
オプション②

平成13年ストック・
オプション

平成15年ストック・
オプション

発行会社 　 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

権利行使価格 （円） 250,000 250,000 250,000 168,210

行使時平均株価 （円） － － － 258,000

公正な評価単価

（付与日）
（円） － － － －
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平成17年ストック・
オプション

平成18年ストック・
オプション①

平成18年ストック・
オプション②

平成18年ストック・
オプション③

発行会社 　 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

権利行使価格 （円） 335,000 379,005 320,650 320,650

行使時平均株価 （円） － － － －

公正な評価単価

（付与日）
（円） － － 123,564 119,064

  
平成17年ストック・オプショ
ン

発行会社 　 D3Publisher of America,Inc.

権利行使価格 （米ドル） 0.10

行使時平均株価 （米ドル） －

公正な評価単価

（付与日）
（米ドル） 0.06

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は

以下のとおりであります。

 (1) 平成18年ストック・オプション②

 ①　使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ式

 ②　主な基礎数値及び見積方法 　

 株価変動性（注）１ 57.4％ 

 予想残存期間（注）２ 4.5年 

 予想配当（注）３ 600円／株 

 無リスク利子率（注）４ 1.20％ 

 （注）１．平成14年４月15日から平成18年10月９日の株価実績に基づき算定しております。

　　　 ２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点におい

　　　　　 て行使されるものと推定して見積もっております。

　　　 ３．平成17年10月期の配当実績によっております。

　　　 ４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 (2) 平成18年ストック・オプション③

 ①　使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ式

 ②　主な基礎数値及び見積方法 　

 株価変動性（注）１ 57.7％ 

 予想残存期間（注）２ 4.2年 

 予想配当（注）３ 600円／株 

 無リスク利子率（注）４ 1.14％ 

 （注）１．平成14年８月19日から平成18年10月９日の株価実績に基づき算定しております。

　　　 ２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点におい

　　　　　 て行使されるものと推定して見積もっております。

　　　 ３．平成17年10月期の配当実績によっております。

　　　 ４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額、権利失効による利益計上額及び科目名
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　　販売費及び一般管理費　　  30,431千円

　　新株予約権戻入益　　　　　 2,545千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成12年

ストック・オプション①

平成12年
ストック・オプション②

平成13年
ストック・オプション

発行会社 提出会社 提出会社 提出会社

付与対象者の区分及

び数

当社取締役　３名

当社従業員　８名
社外協力者　12名 当社従業員　３名

ストック・オプショ

ン数（注）
普通株式　102株 普通株式　76株 普通株式　28株

付与日 平成12年９月22日 平成12年９月22日 平成13年１月31日

権利確定条件 権利確定条件の定めはありません。 同　　左
権利行使時まで継続して勤務してい

ること。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同　　左 同　　左

権利行使期間
自　平成14年11月１日

至　平成19年９月28日

自　平成13年11月１日

至　平成19年９月28日

自　平成15年４月１日

至　平成19年９月28日

 
平成15年

ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション①

発行会社 提出会社 提出会社 提出会社

付与対象者の区分及

び数

当社取締役及び監査役　７名

当社子会社取締役　　　１名

当社従業員　　　　　　18名

当社子会社従業員　　　４名

社外協力者　　　　　　16名

当社取締役及び監査役　８名

当社子会社取締役　　　１名

当社従業員　　　　　　６名

当社子会社従業員　　　４名

当社取締役　　　　　　６名

当社子会社取締役　　　１名

当社従業員　　　　　　11名

当社子会社従業員　　　９名

ストック・オプショ

ン数（注）
普通株式　594株 普通株式　350株 普通株式　500株

付与日 平成15年３月３日 平成17年９月14日 平成18年３月15日

権利確定条件

当社及び当社子会社の取締役、監査

役、従業員については、権利行使時ま

で継続して勤務していること。

社外協力者については、当社と競合関

係にある他の会社の子会社になった

場合もしくは当該他の会社の傘下会

社になった場合は、権利を喪失する。

権利行使時まで継続して勤務してい

ること。
同　　左

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同　　左 同　　左

権利行使期間
自　平成17年２月１日

至　平成22年１月29日

自　平成19年２月１日

至　平成24年１月31日

自　平成20年２月１日

至　平成25年１月31日

 
平成18年

ストック・オプション②

平成18年
ストック・オプション③

平成20年
ストック・オプション①

発行会社 提出会社 提出会社 提出会社

付与対象者の区分及

び数
当社取締役　５名

当社子会社取締役　　　３名

当社従業員　　　　　　３名

当社子会社従業員　　　17名　

当社取締役　５名

ストック・オプショ

ン数（注）
普通株式　110株 普通株式　280株 普通株式　120株

付与日 平成18年10月17日 平成18年10月17日 平成20年１月７日

権利確定条件
権利行使時まで継続して勤務してい

ること。
同　　左 同　　左

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同　　左 同　　左

権利行使期間
自　平成20年10月18日　

至　平成25年10月17日

自　平成20年６月23日　

至　平成25年５月31日

自　平成22年１月９日　

至　平成27年１月８日
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平成20年

ストック・オプション②

平成17年 
ストック・オプション

発行会社 提出会社 D3Publisher of America,Inc.

付与対象者の区分及

び数

当社子会社取締役　　　３名

当社従業員　　　　　　５名

当社子会社従業員　　　12名　

当社取締役　　　　　　３名

当社子会社取締役　　　１名

当社従業員　　　　　　２名

当社子会社従業員      ９名

ストック・オプショ

ン数（注）
普通株式　225株 普通株式　1,527,900株

付与日 平成20年１月７日 平成17年11月１日

権利確定条件
権利行使時まで継続して勤務してい

ること。
同　　左

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同　　左

権利行使期間
自　平成21年６月22日　

至　平成26年５月31日

自　平成19年11月１日

至　平成25年10月31日

（注）株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成14年10月18日付で１株を２株とする株式分

割を行っておりますが、平成12年及び平成13年ストック・オプションの株式数は当該株式分割による調整後の株式

数を記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成12年ストック
・オプション①

平成12年ストック
・オプション②

平成13年ストッ
ク・オプション

平成15年ストッ
ク・オプション

平成17年ストッ
ク・オプション

平成18年ストック
・オプション①

発行会社  提出会社  提出会社  提出会社  提出会社  提出会社  提出会社

権利確定前　 （株）       

前連結会計年度末 － － － － － 468

付与 － － － － － －

失効 － － － － － 70

権利確定 － － － － － 398

未確定残 － － － － － －

権利確定後　　（株）       

前連結会計年度末 22 68 18 461 335 －

権利確定 － － － － － 398

権利行使 13 － 18 － － －

失効 9 68 － － 44 －

未行使残 － － － 461 291 398

 
平成18年ストック
・オプション②

平成18年ストック
・オプション③

平成20年ストック
・オプション①

平成20年ストック
・オプション②

平成17年ストック
・オプション

発行会社  提出会社  提出会社  提出会社  提出会社
D3Publisher of 

America,Inc.

権利確定前　　　　（株）      

前連結会計年度末 110 280 － － 1,521,900

付与 － － 120 225 －

失効 － 49 － － 309,900

権利確定 － － － － 1,212,000

未確定残 110 231 120 225 －

権利確定後　　　　（株）      

前連結会計年度末 － － － － －

権利確定 － － － － 1,212,000

権利行使 － － － － －

失効 － － － － －

未行使残 － － － － 1,212,000

②　単価情報

  
平成12年ストッ
ク・オプション
①

平成12年ストッ
ク・オプション
②

平成13年ストッ
ク・オプション

平成15年ストッ
ク・オプション

平成17年ストッ
ク・オプション

発行会社 　 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

権利行使価格 （円） 250,000 250,000 250,000 168,210 335,000

行使時平均株価 （円） 306,000 － 291,000 － －

公正な評価単価

（付与日）
（円） － － － － －

  
平成18年ストッ
ク・オプション
①

平成18年ストッ
ク・オプション
②

平成18年ストッ
ク・オプション
③

平成20年ストッ
ク・オプション
①

平成20年ストッ
ク・オプション
②

発行会社 　 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

権利行使価格 （円） 379,005 320,650 320,650 268,635 268,635

行使時平均株価 （円） － － － － －
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平成18年ストッ
ク・オプション
①

平成18年ストッ
ク・オプション
②

平成18年ストッ
ク・オプション
③

平成20年ストッ
ク・オプション
①

平成20年ストッ
ク・オプション
②

公正な評価単価

（付与日）
（円） － 123,564 119,064 111,073 97,704

  
平成17年ストック・オプショ
ン

発行会社 　 D3Publisher of America,Inc.

権利行使価格 （米ドル） 0.10

行使時平均株価 （米ドル） －

公正な評価単価

（付与日）
（米ドル）  0.06

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された平成20年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は

以下のとおりであります。

 (1) 平成20年ストック・オプション①

 ①　使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ式

 ②　主な基礎数値及び見積方法 　

 株価変動性（注）１ 56.56％ 

 予想残存期間（注）２ 4.51年 

 予想配当（注）３ 600円／株 

 無リスク利子率（注）４ 0.92％ 

 （注）１．平成15年７月６日から平成20年１月７日の株価実績に基づき算定しております。

　　　 ２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点におい

　　　　　 て行使されるものと推定して見積もっております。

　　　 ３．平成19年１月１日から平成19年12月31日の配当実績によっております。

　　　 ４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 (2) 平成20年ストック・オプション②

 ①　使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ式

 ②　主な基礎数値及び見積方法 　

 株価変動性（注）１ 52.97％ 

 予想残存期間（注）２ 3.93年 

 予想配当（注）３ 600円／株 

 無リスク利子率（注）４ 0.86％ 

 （注）１．平成16年２月３日から平成20年１月７日の株価実績に基づき算定しております。

　　　 ２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点におい

　　　　　 て行使されるものと推定して見積もっております。

　　　 ３．平成19年１月１日から平成19年12月31日の配当実績によっております。

　　　 ４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（千円）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（千円）

繰延税金資産（流動）  

コンテンツ償却超過額否認 532,621

未払事業税否認 63,898

その他 19,666

繰延税金資産（流動）小計 616,187

評価性引当額 △725

繰延税金資産（流動）合計 615,462

繰延税金資産（固定）  

ソフトウェア償却超過額否認 98,895

ロイヤリティ償却超過額否認 128,833

繰越欠損金 473,588

その他 9,618

繰延税金資産（固定）小計 710,937

評価性引当額 △479,013

繰延税金資産（固定）合計 231,924

繰延税金資産の純額 847,386

繰延税金資産（流動）  

コンテンツ償却超過額否認 1,331,713

未払事業税否認 48,353

売上加算額 167,546

販売手数料及び促進費否認 78,585

その他 55,077

繰延税金資産（流動）小計 1,681,276

評価性引当額 △174,125

繰延税金資産（流動）合計 1,507,150

繰延税金資産（固定）  

ソフトウェア償却超過額否認 22,871

ロイヤリティ償却超過額否認 185,021

繰越欠損金 195,796

その他 16,847

繰延税金資産（固定）小計 420,536

評価性引当額 △197,142

繰延税金資産（固定）合計 223,394

繰延税金資産の純額 1,730,544

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（％） 

法定実効税率 40.69

（調整）  

評価性引当額の増減 22.42

永久差異 1.98

住民税均等割 0.37

のれん償却額 3.33

留保金課税額 7.85

法定実効税率変更の影響額 △2.80

その他 △0.09

税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.75

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（％） 

法定実効税率 40.69

（調整）  

評価性引当額の増減 △21.48

永久差異 4.72

住民税均等割 0.48

のれん償却額 7.16

連結子会社との税率差異 △3.41

未実現利益消去に係る税効果未認識額 4.23

法定実効税率変更の影響額 0.10

その他 △2.75

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.74
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
コンシューマ事
業
（千円）

モバイル事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 9,121,497 662,727 9,784,224 － 9,784,224

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 9,121,497 662,727 9,784,224 － 9,784,224

営業費用 8,860,528 155,079 9,015,608 226,263 9,241,872

営業利益 260,968 507,647 768,616 (226,263) 542,352

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 7,165,325 628,967 7,794,293 1,010,520 8,804,813

減価償却費 67,948 13,859 81,808 4,174 85,982

資本的支出 88,966 10,561 99,528 － 99,528

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

コンシューマ事業 家庭用ゲームソフト等のパッケージソフト等

モバイル事業 携帯電話用コンテンツ等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は226,263千円であり、その主なものは

当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,010,520千円であり、その主なものは、当社での

余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。

５．会計方針の変更

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「コンシューマ事業」で11,436千円、「モバイ

ル事業」で918千円及び「消去又は全社」で3,523千円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益がそれぞれ同額

減少しております。 

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
コンシューマ事
業
（千円）

モバイル事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 13,293,237 993,281 14,286,518 － 14,286,518

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 13,293,237 993,281 14,286,518 － 14,286,518

営業費用 12,687,449 269,658 12,957,108 259,581 13,216,689
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コンシューマ事
業
（千円）

モバイル事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

営業利益 605,787 723,622 1,329,409 (259,581) 1,069,828

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 11,813,219 682,015 12,495,235 1,024,305 13,519,540

減価償却費 82,851 5,643 88,494 3,049 91,543

資本的支出 128,001 14,047 142,048 215 142,264

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

コンシューマ事業 家庭用ゲームソフト等のパッケージソフト等

モバイル事業 携帯電話用コンテンツ等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は259,581千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,024,305千円であり、その主なものは、当社で

の余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。

EDINET提出書類

株式会社ディースリー(E05224)

有価証券報告書

 73/112



【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

 欧州 
（千円）

計
（千円）

消去又
は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,122,474 4,415,487 1,246,262 9,784,224 － 9,784,224

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
643,186 26,608 － 669,795 (669,795) －

計 4,765,661 4,442,095 1,246,262 10,454,020 (669,795) 9,784,224

営業費用 3,861,883 4,658,151 1,157,674 9,677,709 (435,837) 9,241,872

営業利益（又は営業損失） 903,777 (216,055) 88,587 776,310 (233,957) 542,352

Ⅱ　資産 5,369,263 1,576,314 1,243,549 8,189,127 615,686 8,804,813

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

（1）北米：米国

（2）欧州：イタリア、英国

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は226,263千円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,010,520千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。

５．会計方針の変更

　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」で3,095千円、「北米」で8,884千円、

「欧州」で374千円及び「消去又は全社」で3,523千円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益がそれぞれ同額

減少しております。 

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

 欧州 
（千円）

計
（千円）

消去又
は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 4,359,708 7,282,926 2,643,883 14,286,518 － 14,286,518

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,833,072 402,473 － 2,235,545 (2,235,545) －

計 6,192,780 7,685,400 2,643,883 16,522,063 (2,235,545) 14,286,518

営業費用 5,549,238 7,385,473 2,317,882 15,252,595 (2,035,905) 13,216,689

営業利益 643,541 299,926 326,000 1,269,468 (199,639) 1,069,828

Ⅱ　資産 7,580,458 4,357,617 2,359,066 14,297,142 (777,602) 13,519,540

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

（1）北米：米国

（2）欧州：イタリア、英国

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は259,581千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,024,305千円であり、その主なものは、当社で
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の余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　 北米 欧州 その他の地域 計

 Ⅰ　海外売上高（千円） 4,662,706 1,249,289 7,790 5,919,786

 Ⅱ　連結売上高（千円）    9,784,224

 Ⅲ　連結売上高に占める

　　 海外売上高の割合(％)
47.6 12.8 0.1 60.5

  （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

（1）北米：米国

（2）欧州：イタリア、英国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　 北米 欧州 その他の地域 計

 Ⅰ　海外売上高（千円） 7,363,039 2,448,067 212,057 10,023,163

 Ⅱ　連結売上高（千円）    14,286,518

 Ⅲ　連結売上高に占める

　　 海外売上高の割合(％)
51.6 17.1 1.5 70.2

  （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

（1）北米：米国

（2）欧州：イタリア、英国他

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
フィール

ズ㈱

東京都

渋谷区
7,948,036

遊技機の

企画・開

発及び販

売

(被所有)

直接

57.1

兼任

２名

業務提

携及び

資金援

助

資金の借入 3,000,000
短期借入

金 
3,000,000

借入金利息

（注１）
17,917 未払費用 13,643

協賛スポン

サー料（注

２）

10,000 － －

　（注）１．借入利率は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２．協賛スポンサー料には消費税等が含まれておりません。なお、価格については、市場価格等を勘案して、一般

に合理的で妥当な価格をもって決定しております。

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 190,887.71 198,220.41

１株当たり当期純利益金額（円） 7,039.77 13,962.80

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額（円） 6,978.54 13,794.12

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 147,613 293,090

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 147,613 293,090

　期中平均株式数（株） 20,968.53 20,990.81

   

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 183.98 256.68

　（うち新株予約権） （183.98）  （256.68）

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の算定に含めなかった潜在

株式の概要

　旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権

２種類（新株予約権の数803個）

並びに会社法第238条及び第239

条の規定に基づく新株予約権２

種類（新株予約権の数390個）

　なお、新株予約権の概要は「第

４提出会社の状況、１株式等の状

況、(2)新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。

　この他に連結子会社の有する潜

在株式として新株予約権１種類

があります。（新株予約権の数

1,521,900個）　

　旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権

２種類（新株予約権の689個）並

びに会社法第236条、第238条及び

第239条の規定に基づく新株予約

権２種類（新株予約権の数341

個）

　なお、新株予約権の概要は「第

４提出会社の状況、１株式等の状

況、(2)新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。　

　この他に連結子会社の有する潜

在株式として新株予約権１種類

があります。（新株予約権の数

1,212,000個）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

（シンジケートローンの契約）

　当社は、平成19年３月13日開催の取締役会決議に基づき、

資金調達の効率化を目的として、以下のとおりシンジケー

トローン契約を締結いたしました。

　①　契約日　　　　平成19年４月27日

　②　借入枠　　　　1,800,000千円

　③　契約期間　　　平成19年４月27日より

　　　　　　　　　　平成20年３月31日まで

――――――――

　④　借入利率　　　全銀協TIBOR ＋ 0.3％

　⑤　金融機関　　　株式会社三井住友銀行

      　        　　中央三井信託銀行株式会社

　⑥　財務制限条項　イ．決算期の末日における連結貸

　　　　　　　　　　　借対照表における自己資本（純

　　　　　　　　　　　資産の部の合計金額から新株予

　　　　　　　　　　　約権、少数株主持分及び繰延ヘ

　　　　　　　　　　　ッジ損益の各金額を控除した金

　　　　　　　　　　　額をいう。）を2,889百万円以上

　　　　　　　　　　　に維持すること。

　　　　　　　　　　ロ．決算期の末日における連結損

　　　　　　　　　　　益計算書における営業損益を損

　　　　　　　　　　　失としないこと。 

 （コミットメントラインの契約）

　当社は、平成19年４月13日開催の取締役会決議に基づき、

資金調達の効率化を目的として、以下のとおりコミットメ

ントライン契約を締結いたしました。

　①　契約日　　　　平成19年４月27日

　②　借入枠　　　　1,000,000千円　

　③　契約期間　　　平成19年４月27日より

　　　　　　　　　　平成20年３月31日まで　

　④　借入利率　　　全銀協TIBOR ＋ 0.5％

　⑤　金融機関　　　株式会社りそな銀行　

　⑥　財務制限条項　イ．契約締結日以降の中間期を含

　　　　　　　　　　　む決算期の末日における連結貸

　　　　　　　　　　　借対照表及び貸借対照表におけ

　　　　　　　　　　　る純資産の部の金額を、前年同

　　　　　　　　　　　期比75％以上に維持すること。

　　　　　　　　　　ロ．契約締結日以降の中間期を含

　　　　　　　　　　　む決算期における連結損益計算

　　　　　　　　　　　書及び損益計算書の営業損益を

　　　　　　　　　　　２期連続して損失とならないよ

　　　　　　　　　　　うにすること。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

 （新株予約権の付与について）

　当社は平成19年６月21日開催の第16回定時株主総会にお

いて、取締役の報酬等として新株予約権を付与すること並

びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、

当社従業員並びに当社関係会社の取締役及び従業員に対

し、業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高め

るためのインセンティブを与えることを目的として、特に

有利な条件をもって新株予約権を付与することを決議致し

ました。

　この詳細については、「第４　提出会社の状況　１　株式等

の状況　（８）　ストックオプション制度の内容」に記載し

ております。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

 （株式取得による会社の買収について）

　当社は平成19年６月20日開催の取締役会において、当社子

会社であるD3Publisher of America,Inc.が Vicious

Cycle Software,Inc.（以下「VCS社」という。）の株式を取

得し、子会社（当社の孫会社）とすることを決議し、同日付

で株式を取得いたしました。

　当該株式取得の概要は下記のとおりであります。

 記

（1）株式取得による会社の買収の目的

　当社は、1999年の事業開始以来、自社グループ内に開発部

門を持たないゲームパブリッシャーとして多くの外部開発

会社へ開発委託を行い、様々なゲームソフトの発売を行っ

てまいりましたが、海外事業の強化に伴い、今後の海外向け

ゲームソフトのVCS社への開発委託が増加することが見込

まれており、プレイステーション３、Xbox360を筆頭に様々

なゲーム専用機での開発ノウハウを所有するVCS社を、当

社の孫会社（D3Publisher of America,Inc.の子会社）とする

ことを決議いたしました。

（2）株式取得の相手先の名称

 VCS社の全株主

（3）買収する会社の名称、事業内容、規模

 　  ①名称　　　Vicious Cycle Software,Inc.

　   ②事業内容　ゲームソフトの開発

 　  ③規模　

　　　 イ．資本金　　230米ドル（約27千円）

　  　 ロ．従業員数　50名

　  　 ハ．最近事業年度における業績（平成18年12月期）

　　 　　  売上高　　　5,921千米ドル（約705,295千円）

　　　　　 当期純利益    174千米ドル（約20,757千円）

　　　　   総資産　　　　763千米ドル（約90,913千円）

　　　　   純資産　　　　744千米ドル（約88,633千円）

（4）株式取得の時期

平成19年６月20日

（5）取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

 　  ①取得した株式の数　63,916株

　 　②取得価額　　　  　総額5,000千米ドル

　　 ③取得後の持分比率　100.0％

（6）支払資金の調達及び支払方法

資金の調達方法は自己資金にて行っており、支払は現

金にて行っております。

（注）上記の米ドル金額の円貨への換算は、1米ドル当たり

119.11円（平成18年12月29日付TTM）にて行ってお

ります。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 1,400,000 5,568,000 1.4 －

１年以内に返済予定の長期借入金 753,997 664,000 2.1 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,004,000 340,000 2.1 平成21年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他の有利子負債 － － － －

合計 3,157,997 6,572,000 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 340,000 － － －

（２）【その他】

該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   918,278   934,128  

２．売掛金 ※１  302,478   1,419,067  

３．仕掛品   1,897,699   1,590,497  

   ４．貯蔵品   184   267  

　 ５．コンテンツ   －   732,160  

６．前渡金   32,762   29,039  

７．前払費用   8,072   6,739  

８．未収入金 ※１  530   301,223  

９．繰延税金資産   125,553   748,050  

10．関係会社短期貸付金   1,356,642   1,830,292  

11．その他   35,868   35,307  

12．貸倒引当金   －   △13  

流動資産合計   4,678,071 61.6  7,626,760 65.2
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

（1）建物  12,092   12,092   

減価償却累計額  4,499 7,592  5,694 6,397  

（2）工具器具備品  18,904   19,140   

減価償却累計額  13,148 5,755  14,811 4,328  

有形固定資産合計   13,348 0.2  10,726 0.1

２．無形固定資産        

（1）ソフトウェア   744   858  

（2）その他   126   126  

無形固定資産合計   870 0.0  984 0.0

３．投資その他の資産        

（1）投資有価証券   5,000   5,000  

（2）関係会社株式   2,854,091   2,854,091  

（3）関係会社長期貸付金   －   1,151,915  

（4）繰延税金資産   4,565   7,668  

（5）保証金   －   100  

（6）敷金   35,547   35,547  

投資その他の資産合計   2,899,204 38.2  4,054,323 34.7

固定資産合計   2,913,424 38.4  4,066,034 34.8

資産合計   7,591,495 100.0  11,692,795 100.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金 ※１  51,276   405,715  

２．短期借入金 ※２  1,200,000   2,200,000  

３．関係会社短期借入金   －   3,000,000  

４．１年以内返済予定長期
借入金

  664,000   664,000  

５．未払金   14,683   26,249  

６．未払費用   2,049   18,051  

７．未払法人税等   190,454   383,707  

８．前受金   －   1,469  

９．預り金   1,671   1,980  

10．その他   10,235   7,183  

流動負債合計   2,134,371 28.1  6,708,356 57.4

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   1,004,000   340,000  

２．退職給付引当金   10,204   13,517  

固定負債合計   1,014,204 13.4  353,517 3.0

負債合計   3,148,575 41.5  7,061,873 60.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,733,989 22.8  1,737,864 14.9

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  1,610,324   1,614,199   

(2) その他資本剰余金  6,000   6,000   

資本剰余金合計   1,616,325 21.3  1,620,200 13.9

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

　　別途積立金  300,000   300,000   

繰越利益剰余金  784,975   939,051   

利益剰余金合計   1,084,975 14.3  1,239,051 10.5

４．自己株式   △5,010 △0.0  △5,010 △0.0

　株主資本合計   4,430,279 58.4  4,592,105 39.3

Ⅱ　新株予約権   12,639 0.1  38,815 0.3

純資産合計   4,442,919 58.5  4,630,921 39.6

負債純資産合計   7,591,495 100.0  11,692,795 100.0
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②【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
記号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１．ロイヤリティー収入  ※１ 763,709   2,048,896   

２．業務受託収入  ※２ 139,625   132,132   

３．配当収入  ※３ － 903,334 100.0 500,000 2,681,028 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．ロイヤリティー収入原価  469,689   1,945,288   

２．業務受託収入原価  52,172 521,862 57.8 57,770 2,003,058 74.7

売上総利益   381,472 42.2  677,969 25.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  77,939   22,774   

２．業務委託費  23,507   21,695   

３．役員報酬  46,609   50,220   

４．給料手当  47,045   48,814   

５．賞与  5,174   4,342   

６．福利厚生費  10,380   12,203   

７．退職給付費用  1,738   2,484   

８．株式報酬費用  －   21,540   

９．地代家賃  30,331   30,718   

10．支払手数料  7,141   25,579   

11．減価償却費  4,174   3,054   

12．旅費交通費  21,537   16,338   

13．貸倒引当金繰入額  －   13   

14．その他  60,950 336,530 37.2 57,442 317,222 11.8

営業利益   44,941 5.0  360,747 13.5
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
記号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 ※４ 82,935   115,625   

２．為替差益  56,712   －   

３．雑収入  136 139,784 15.4 389 116,015 4.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  32,696   72,914   

２．支払手数料  1,190   23,723   

３．為替差損  －   425,493   

４．株式交付費  64   215   

５．定期預金解約損  6,918   －   

６．雑損失  150 41,020 4.5 － 522,347 19.5

経常利益又は経常損失(△)   143,706 15.9  △45,585 △1.7

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  496   －   

２．新株予約権戻入益  － 496 0.1 2,545 2,545 0.1

Ⅶ　特別損失        

１．関係会社株式評価損  697 697 0.1 － － －

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失(△)   143,505 15.9  △43,039 △1.6

法人税、住民税及び事業
税

 188,520   415,899   

法人税等調整額  △111,895 76,625 8.5 △625,599 △209,699 △7.8

当期純利益   66,880 7.4  166,660 6.2
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ロイヤリティー収入原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　経費 ※２ 1,532,651 100.0 2,233,644 100.0

当期総コンテンツ制作費用  1,532,651 100.0 2,233,644 100.0

期首仕掛品棚卸高  1,031,005  1,897,699  

期末仕掛品棚卸高  1,897,699  1,590,497  

会社分割に伴う減少額  348,960  －  

当期コンテンツ制作原価  316,996  2,540,846  

期首コンテンツ棚卸高  54,566  －  

期末コンテンツ棚卸高  －  732,160  

会社分割に伴う減少額  54,566  －  

合計  316,996  1,808,686  

支払ロイヤリティー  152,693  136,602  

ロイヤリティー収入原価  469,689  1,945,288  

      

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　原価計算の方法

個別原価計算を採用しております。

１　原価計算の方法

同　　左

※２　経費の主な内訳

外注費　　　　　　　　　　  1,532,651千円

※２　経費の主な内訳

外注費　　　　　　　　　　  2,233,644千円
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,733,485 1,609,820 6,000 1,615,821 300,000 726,482 1,026,482 △5,010 4,370,777

事業年度中の変動額          

新株の発行 504 504  504     1,009

剰余金の配当(注)      △8,387 △8,387  △8,387

当期純利益      66,880 66,880  66,880

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

504 504 － 504 － 58,492 58,492 － 59,502

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,733,989 1,610,324 6,000 1,616,325 300,000 784,975 1,084,975 △5,010 4,430,279

 新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

－ 4,370,777

事業年度中の変動額   

新株の発行  1,009

剰余金の配当(注)  △8,387

当期純利益  66,880

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

12,639 12,639

事業年度中の変動額合計
（千円）

12,639 72,142

平成19年３月31日　残高
（千円）

12,639 4,442,919

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,733,989 1,610,324 6,000 1,616,325 300,000 784,975 1,084,975 △5,010 4,430,279

事業年度中の変動額          

新株の発行 3,875 3,875  3,875     7,750

剰余金の配当      △12,584 △12,584  △12,584

当期純利益      166,660 166,660  166,660

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

3,875 3,875 － 3,875 － 154,075 154,075 － 161,825

平成20年３月31日　残高
（千円）

1,737,864 1,614,199 6,000 1,620,200 300,000 939,051 1,239,051 △5,010 4,592,105
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 新株予約権 純資産合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

12,639 4,442,919

事業年度中の変動額   

新株の発行  7,750

剰余金の配当  △12,584

当期純利益  166,660

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

26,175 26,175

事業年度中の変動額合計
（千円）

26,175 188,001

平成20年３月31日　残高
（千円）

38,815 4,630,921
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及

び評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同　　左

 (2）その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

時価のないもの

同　　左

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

(1）仕掛品・コンテンツ

個別法による原価法

   なお、コンテンツについては、見積回

収期間にわたり、会社所定の償却率に

よって償却しております。

(1）仕掛品・コンテンツ

同　　左

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同　　左

３．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　　８～15年

工具器具備品　　　　４～15年

(1）有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　　８～15年

工具器具備品　　　　４～15年
  （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産につ

いては、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。

　これによる損益に与える影響はありま

せん。

 (2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

(2）無形固定資産

　　自社利用のソフトウェア

同　　左

４．繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

株式交付費

同　　左

５．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

同　　左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般の債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収の可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同　　左

 (2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

(2）退職給付引当金

同　　左

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

同　　左

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利ス

ワップについては、特例処理を採用し

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

同　　左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同　　左

 ヘッジ対象

借入金利息

ヘッジ対象

同　　左

 (3）ヘッジ方針

変動金利による調達コスト（支払利

息）に及ぼす影響を回避する為、ヘッ

ジを行う方針であります。

(3）ヘッジ方針

同　　左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引について、特例処理

の要件に該当すると判断されたため、

その判定をもって有効性の判定に代え

ています。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同　　左

 (5）その他のリスク管理

ヘッジ会計に係る契約締結業務は管

理部が担当しております。取引に関す

る規定は特に設けておりませんが、一

般の職務権限規程に従い管理されてお

ります。

(5）その他のリスク管理

同　　左

９．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同　　左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日） 

当事業年度
（自　平成19年４月１日
 至　平成20年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。これまでの資本の部の合計

に相当する金額は4,430,279千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につい

ては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。

――――――――

（企業結合に係る会計基準等）

  当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）並

びに「企業結合会計基準及び事業分離会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27

日）を適用しております。

――――――――

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適

用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

それぞれ12,639千円減少しております。

――――――――

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告19号　平成18年８月11日）を適用し

ております。

　これに伴い、前事業年度における営業外費用の「新株発行

費」は、当事業年度より「株式交付費」として処理する方

法に変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

――――――――
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表示方法の変更

前事業年度
 （自　平成18年４月１日
　　 至　平成19年３月31日）

当事業年度
 （自　平成19年４月１日
　　 至　平成20年３月31日）

 （貸借対照表） 

　当社は平成18年４月１日に持株会社体制へ移行いたし

ました。これに伴い前事業年度まで「未収入金」に含め

て表示しておりました業務受託収入の未回収残高は、

「売掛金」に区分掲記いたしました。

　なお、前事業年度の「未収入金」に含まれる未回収残高

は14,281千円であります。

――――――――

 （損益計算書）

１．当社は、前事業年度まではコンシューマ事業及びモバ

イル事業が主な事業活動でありましたが、持株会社体制

への移行に伴い当該事業を子会社へ承継し、主な事業活

動が子会社へのライセンス、ブランド使用許諾及び経営

管理等となりました。このため、これらの事業収入を「ロ

イヤリティー収入」及び「業務受託収入」として売上高

に区分掲記いたしました。

　なお、これに伴い前事業年度まで営業外収益に区分掲記

しておりました「業務受託収入」は、売上高の「業務受

託収入」に区分掲記しております。また、「ロイヤリ

ティー収入」に係る売上原価につきましては「ロイヤリ

ティー収入原価」として、「業務受託収入」に係る売上

原価につきましては「業務受託収入原価」として売上原

価に区分掲記し、前事業年度まで損益計算書の「当期製

品製造原価」及び「コンテンツ期末棚卸高」に区分掲記

しておりましたコンテンツに係る製造原価につきまして

は「ロイヤリティー収入原価」に含めて表示しておりま

す。

２．前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示しておりました「旅費交通費」は、販売費及

び一般管理費の総額の100分の５を超えたため区分掲記

いたしました。

　なお、前事業年度における「旅費交通費」の金額は

10,583千円であります。

 （損益計算書）

　　前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示しておりました「株式報酬費用」は、販売費及

び一般管理費の総額の100分の５を超えたため区分掲記

いたしました。

　なお、前事業年度における「株式報酬費用」の金額は

12,639千円であります。

追加情報 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　当社は、平成18年４月１日に会社分割を行い、持株会社体

制へ移行いたしました。前事業年度までは分社した事業に

係る売上が当社の主な事業活動であったため、当事業年度

の財政状態及び経営成績は前事業年度と比較して大きく変

動しております。

――――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

流動資産

　売掛金　　　　　　　　　    　　302,478千円　

※１．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

流動資産

　売掛金　　　　　　　　　      1,413,055千円

　未収入金                        301,223千円

流動負債

　買掛金                          308,559千円　

※２．　　　　　　―――――――― ※２．財務制限条項

 短期借入金のうち、1,000,000千円には下記の財務

制限条項が付されております。

(1）契約締結日以降の中間期を含む決算期の末日

における連結貸借対照表及び貸借対照表にお

ける純資産の部の金額を、前年同期比75％以上

に維持すること。

(2）契約締結日以降の中間期を含む決算期におけ

る連結損益計算書及び損益計算書の営業損益

を２期連続して損失とならないようにするこ

と。

３．当座貸越契約 ３．当座貸越契約

当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この

契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しております。この

契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

契約の総額 1,300,000千円

借入実行残高 1,200,000千円

差引未実行残高 100,000千円

契約の総額    200,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引未実行残高       －千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．関係会社との取引に係るものであります。 ※１．関係会社との取引に係るものが2,042,440千円含ま

れております。

※２．関係会社との取引に係るものであります。 ※２．関係会社との取引に係るものであります。

※３．　　　　　　　────── ※３．関係会社との取引に係るものであります。

※４．関係会社との取引に係るものが78,498千円含まれて

おります。

※４．関係会社との取引に係るものが110,859千円含まれ

ております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 32 － － 32

合計 32 － － 32

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 32 － － 32

合計 32 － － 32

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。 同　　左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）における子会社株式で時価のあるものは

ありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 （千円）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 （千円）

繰延税金資産（流動） 　

未払事業税否認 15,992 

コンテンツ償却超過額否認 108,945 

その他 615 

繰延税金資産（流動）合計 125,553 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金否認 4,152 

その他 412 

繰延税金資産（固定）合計 4,565 

繰延税金資産の純額 130,119 

繰延税金資産（流動） 　

未払事業税否認 30,801 

コンテンツ償却超過額否認 714,255 

その他 2,992 

繰延税金資産（流動）合計 748,050 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金否認 5,500 

その他 2,167 

繰延税金資産（固定）合計 7,668 

繰延税金資産の純額 755,718 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（％）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.69

（調整）  

永久差異 3.63

住民税均等割 0.66

留保金課税額 9.74

その他 △1.32

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.40

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。

（企業結合等関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 211,227.23 218,619.66

１株当たり当期純利益金額（円） 3,189.55 7,939.68

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

（円）
3,161.81 7,843.77

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 66,880 166,660

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 66,880 166,660

期中平均株式数（株） 20,968.53 20,990.81

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 183.98 256.68

（うち新株予約権） (183.98) (256.68)

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の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権２種

類（新株予約権の数803個）並びに

会社法第238条及び第239条の規定

に基づく新株予約権２種類（新株

予約権の数390個）

　なお、新株予約権の概要は「第４

提出会社の状況、１株式等の状況、

(2)新株予約権等の状況」に記載の

とおりであります。

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権２種

類（新株予約権の数689個）並びに

会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づく新株予約権２種

類（新株予約権の数341個）

　なお、新株予約権の概要は「第４

提出会社の状況、１株式等の状況、

(2)新株予約権等の状況」に記載の

とおりであります。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （シンジケートローンの契約）

　当社は、平成19年３月13日開催の取締役会決議に基づき、

資金調達の効率化を目的として、以下のとおりシンジケー

トローン契約を締結いたしました。

　①　契約日　　　　平成19年４月27日

　②　借入枠　　　　1,800,000千円

　③　契約期間　　　平成19年４月27日より

　　　　　　　　　　平成20年３月31日まで

　④　借入利率　　　全銀協TIBOR ＋ 0.3％

　⑤　金融機関　　　株式会社三井住友銀行

      　        　　中央三井信託銀行株式会社

　⑥　財務制限条項　イ．決算期の末日における連結貸

　　　　　　　　　　　借対照表における自己資本（純

　　　　　　　　　　　資産の部の合計金額から新株予

　　　　　　　　　　　約権、少数株主持分及び繰延ヘ

　　　　　　　　　　　ッジ損益の各金額を控除した金

　　　　　　　　　　　額をいう。）を2,889百万円以上

　　　　　　　　　　　に維持すること。

　　　　　　　　　　ロ．決算期の末日における連結損

　　　　　　　　　　　益計算書における営業損益を損

　　　　　　　　　　　失としないこと。

 （コミットメントラインの契約）

　当社は、平成19年４月13日開催の取締役会決議に基づき、

資金調達の効率化を目的として、以下のとおりコミットメ

ントライン契約を締結いたしました。

　①　契約日　　　　平成19年４月27日

　②　借入枠　　　　1,000,000千円　

　③　契約期間　　　平成19年４月27日より

　　　　　　　　　　平成20年３月31日まで　

　④　借入利率　　　全銀協TIBOR ＋ 0.5％

　⑤　金融機関　　　株式会社りそな銀行　

　⑥　財務制限条項　イ．契約締結日以降の中間期を含　　　　

　　　　　　　む決算期の末日における連結貸

　　　　　　　　　　　借対照表及び貸借対照表におけ

　　　　　　　　　　　る純資産の部の金額を、前年同

　　　　　　　　　　　期比75％以上に維持すること。

　　　　　　　　　　ロ．契約締結日以降の中間期を含

　　　　　　　　　　　む決算期における連結損益計算

　　　　　　　　　　　書及び損益計算書の営業損益を

　　　　　　　　　　　２期連続して損失とならないよ

　　　　　　　　　　　うにすること。

――――――――
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （新株予約権の付与について）

　当社は平成19年６月21日開催の第16回定時株主総会にお

いて、取締役の報酬等として新株予約権を付与すること並

びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、

当社従業員並びに当社関係会社の取締役及び従業員に対

し、業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高

めるためのインセンティブを与えることを目的として、特

に有利な条件をもって新株予約権を付与することを決議

致しました。

　この詳細については、「第４　提出会社の状況　１　株式等

の状況　（８）　ストックオプション制度の内容」に記載

しております。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （株式取得による会社の買収について）

　当社は平成19年６月20日開催の取締役会において、当社

子会社であるD3Publisher of America,Inc.が Vicious

Cycle Software,Inc.（以下「VCS社」という。）の株式を取

得し、子会社（当社の孫会社）とすることを決議し、同日

付で株式を取得いたしました。

　当該株式取得の概要は下記のとおりであります。

 記

（1）株式取得による会社の買収の目的

　当社は、1999年の事業開始以来、自社グループ内に開発

部門を持たないゲームパブリッシャーとして多くの外

部開発会社へ開発委託を行い、様々なゲームソフトの発

売を行ってまいりましたが、海外事業の強化に伴い、今

後の海外向けゲームソフトのVCS社への開発委託が増

加することが見込まれており、プレイステーション３、

Xbox360を筆頭に様々なゲーム専用機での開発ノウハウ

を所有するVCS社を、当社の孫会社（

D3Publisher of America,Inc.の子会社）とすることを決議

いたしました。

（2）株式取得の相手先の名称

 VCS社の全株主

（3）買収する会社の名称、事業内容、規模

 　  ①名称　　　Vicious Cycle Software,Inc.

　   ②事業内容　ゲームソフトの開発

 　  ③規模　

　　　 イ．資本金　　230米ドル（約27千円）

　  　 ロ．従業員数　50名

　  　 ハ．最近事業年度における業績（平成18年12月期）

　　 　　  売上高　　　5,921千米ドル（約705,295千円）

　　　　　 当期純利益    174千米ドル（約20,757千円）

　　　　   総資産　　　　763千米ドル（約90,913千円）

　　　　   純資産　　　　744千米ドル（約88,633千円）

 

（4）株式取得の時期

平成19年６月20日

（5）取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

 　  ①取得した株式の数　63,916株

　 　②取得価額　　　  　総額5,000千米ドル

　　 ③取得後の持分比率　100.0％

（6）支払資金の調達及び支払方法

資金の調達方法は自己資金にて行っており、支払は現

金にて行っております。

（注）上記の米ドル金額の円貨への換算は、1米ドル当たり

119.11円（平成18年12月29日付TTM）にて行ってお

ります。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

　有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略し

ております。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(千円)

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産        

建物 － － － 12,092 5,694 1,195 6,397

工具器具備品 － － － 19,140 14,811 1,663 4,328

有形固定資産計 － － － 31,232 20,506 2,859 10,726

無形固定資産        

ソフトウェア － － － 1,259 401 195 858

その他 － － － 126 － － 126

無形固定資産計 － － － 1,385 401 195 984

長期前払費用 － － － － － － －

繰延資産 － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

（注） 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び

「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 － 13 － － 13
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 127

預金  

普通預金 933,174

別段預金 457

郵便貯金 368

小計 934,001

合計 934,128

ロ　売掛金

  相手先別内訳

相手先 金額（千円）

D3Publisher of America, Inc. 924,464

D3Publisher of Europe Ltd. 430,569

㈱ディースリー・パブリッシャー 58,021

Penguin Group(USA) Inc. 6,011

合計 1,419,067

  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高

（千円）

当期発生高

（千円）

当期回収高

（千円）

次期繰越高

（千円）
回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)

(C)

───── × 100

(A) ＋ (B)

(A) ＋ (D)
─────
２

────────
(B)

─────
366

302,478 2,149,305 1,032,716 1,419,067 42.1 147

　（注）当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ　仕掛品

品目 金額（千円）

コンテンツ制作費 1,590,497

合計 1,590,497

ニ　貯蔵品

区分 金額（千円）

切手・収入印紙 178

その他 89

合計 267

ホ　コンテンツ
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品目 金額（千円）

家庭用ゲームコンテンツ 732,160

合計 732,160

へ　繰延税金資産

繰延税金資産は、748,050千円であり、その内容については「２　財務諸表等　（１）財務諸表　注記事項（税効

果会計関係）」に記載しております。

ト　関係会社短期貸付金

相手先 金額（千円）

D3Publisher of Europe Ltd. 828,772

D3Publisher of America, Inc. 801,520

㈱ディースリー・パブリッシャー 200,000

合計 1,830,292

②　固定資産

イ　関係会社株式

区分 金額（千円）

㈱ディースリー・パブリッシャー 1,690,479

D3Publisher of America, Inc. 1,106,417

D3Publisher of Europe Ltd. 57,194

合計 2,854,091

ロ　関係会社長期貸付金

相手先 金額（千円）

D3Publisher of America, Inc. 951,805

D3Publisher of Europe Ltd. 200,110

合計 1,151,915

③　流動負債

イ　買掛金

相手先 金額（千円）

D3Publisher of America, Inc. 270,867

Cartoon Network Enterprises, Inc. 35,600

Papaya Studio Corporation 23,544

Vicious Cycle Software, Inc. 19,937

D3Publisher of Europe Ltd. 17,754

その他 38,010

合計 405,715

ロ　短期借入金

相手先 金額（千円）

㈱りそな銀行 1,200,000
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相手先 金額（千円）

㈱三井住友銀行 1,000,000

合計 2,200,000

ハ　関係会社短期借入金

相手先 金額（千円）

フィールズ㈱ 3,000,000

合計 3,000,000

ニ　１年以内返済予定長期借入金

相手先 金額（千円）

㈱三井住友銀行 500,000

㈱りそな銀行 164,000

合計 664,000

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券、10株券

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 －

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り  

取扱場所 －

株主名簿管理人 －

取次所 －

買取手数料 －

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事

由により電子公告を行うことができないときは、日本経済新聞に掲載する

方法により行う。

(公告掲載URL　http://www.d3i.co.jp)

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第16期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月22日関東財務局長に提出

(2）有価証券報告書の訂正報告書

平成19年10月15日関東財務局長に提出

事業年度（第16期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。

(3）半期報告書

（第17期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月17日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

平成19年８月１日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

(5）臨時報告書

平成19年12月18日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権の発行）に基づく臨時報告書であり

ます。

(6）臨時報告書の訂正報告書

平成20年１月８日関東財務局長に提出

平成19年12月18日提出の臨時報告書（新株予約権の発行）に係る訂正報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

   平成１９年６月２２日

株式会社　ディースリー    

 取締役会　御中  

 三優監査法人  

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 杉　田　　　純　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 小　林　昌　敏　　印

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ディースリーの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ディースリー及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社及び連結子会社は当連結会計年度から

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。

２．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社及び連結子会社は当連結会計年度から

「ストック・オプション等に関する会計基準」及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を適用

しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。

３．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社及び連結子会社は当連結会計年度から

「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成してい

る。

４．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年4月27日にシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約

を締結している。

５．重要な後発事象に記載のとおり、子会社であるD3Publisher of America,Inc.は平成19年6月20日にVicious Cycle

Software,Inc.の株式を取得して子会社としている。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

   平成20年６月20日

株式会社　ディースリー    

 取締役会　御中  

 三優監査法人  

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 川　野　佳　範　　印

 業務執行社員 公認会計士 岩　田　亘　人　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ディースリーの平成19年４月1日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ディースリー及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

   平成１９年６月２２日

株式会社　ディースリー    

 取締役会　御中  

 三優監査法人  

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 杉　田　　　純　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 小　林　昌　敏　　印

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ディースリーの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ディースリーの平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しているため、当該会計基準により財務諸

表を作成している。

２．会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を適用しているため、当該会計基準により財務諸表を作成してい

る。

３．会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」を適用し

ているため、当該会計基準により財務諸表を作成している。

４．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年4月27日にシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約

を締結している。

５．重要な後発事象に記載のとおり、子会社であるD3Publisher of America,Inc.は平成19年6月20日にVicious Cycle

Software,Inc.の株式を取得して子会社としている。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

   平成20年６月20日

株式会社　ディースリー    

 取締役会　御中  

 三優監査法人  

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 川　野　佳　範　　印

 業務執行社員 公認会計士 岩　田　亘　人　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ディースリーの平成19年４月1日から平成20年３月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ディースリーの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

追記情報

　重要な会計方針に記載のとおり、会社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年４月1日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。
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