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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 1,433 △8.4 87 － 94 － 40 －

19年３月期第１四半期 1,564 32.0 △0 － 2 － △34 －

19年３月期 6,103 － 317 － 330 － △66 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 87 45 87 45

19年３月期第１四半期 △74 22 － －

19年３月期 △142 85 － －

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第１四半期 9,597 8,555 86.5 17,809 44

19年３月期第１四半期 9,860 8,641 85.4 18,532 65

19年３月期 9,859 8,652 85.2 18,023 35

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 202 △55 △116 4,711

19年３月期第１四半期 △52 △59 △112 4,944

19年３月期 359 △689 △168 4,679

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － － － － 300 00 300 00 139 － 1.6

20年３月期（予想） － － － － － － 300 00 300 00 － 67.1 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,238 8.8 201 163.6 205 152.7 81 － 174 40

通期 6,583 7.9 478 50.4 482 46.0 208 － 447 27

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

５．個別業績の概要（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 856 △9.3 89 － 95 － 58 －

19年３月期第１四半期 944 △4.8 2 △97.0 7 △91.5 1 －

19年３月期 3,688 － 251 － 273 － △282 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第１四半期 125 77

19年３月期第１四半期 3 12

19年３月期 △605 15

(2）個別財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第１四半期 9,048 8,401 92.9 18,018 04

19年３月期第１四半期 9,465 8,763 92.6 18,793 15

19年３月期 9,129 8,483 92.9 18,192 27

６．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,834 △1.2 148 114.2 155 97.3 92 130.6 197 64

通期 3,788 2.7 404 61.1 416 52.0 246 － 529 06

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における

仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　平成19年６月末で携帯電話の契約加入台数は9,805万台（前年同月比5.6%増）、中でも第三世代携帯電話端末の契約加

入台数は7,469万台（前年同月比41.6%増）と、全契約加入台数の8割にも迫りつつあります（出所：社団法人電気通信事

業者協会）。また、平成18年４月より開始された地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」に対応する携帯電話は平成19年

４月末で766万台（出所：社団法人電子情報技術産業協会）と、急激に普及しました。こうした環境下、当第１四半期連

結会計期間におきまして、高機能インフラ及び端末にふさわしいリッチコンテンツのニーズに対応すると共に、通信と

放送の融合したサービスの充実に取り組んでまいりました。

　インフォメーションプロバイダー事業につきましては、高機能携帯端末に向けてFlash®、動画などのハイクオリティ・

コンテンツの充実に努めた結果、きせかえツール、電子写真集といったダウンロード課金モデルの利用者数が伸びまし

た。一方、月額課金モデルの既存待受画面利用者は減少しましたが、コスト構造の見直しにより収益の確保に努めまし

た。

　ソリューション事業につきましては、携帯サイトの開発・運営・受託、携帯サイト向け画像自動変換ASPサービスに加

え、放送・通信を連携させたクロスメディアサービスが、着実に実績を上げ収益に貢献する事業に成長しつつありま

す。

　映像・音楽制作事業につきましては、映像・音楽制作に加えて商品のＰＲ企画を開始することで、一括受注体制を更

に強化しました。当第1四半期は経費が先行しておりますが、受注は順調に推移しております。

　この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は、14億33百万円（前年同期比8.4％減）、経常利益は94百万円（前年

同期は２百万円）、当第1四半期純利益は40百万円（前年同期は四半期純損失34百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）連結財政状態に関する定性的情報

　①資産、負債及び純資産の状況

（イ）資産

 　当四半期連結会計期間末の総資産につきましては、売上債権の回収により現金及び預金が増加したものの、配

当金や仕入債務等の負債の支払いにより前連結会計年度末に比べて2.7％減少し95億97百万円となりました。

　（ロ）負債

 　当四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて13.7％減少し10億41百万円となり

ました。これは、主に仕入債務の減少によるものであります。

（ハ）純資産

 　当四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1.1％減少し85億55百万円とな

りました。四半期純利益の計上による増加があった一方で、剰余金の配当を行ったため減少しております。
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　②キャッシュ・フローの状況

 　当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、仕入債務の支払及び配当金の

支払による支出がありましたが、売上債権の回収により、前連結会計年度末に比べて31百万円増加し、47億11百万

円となりました。

　当四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりであります。

 ＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

 　当四半期連結会計期間における営業活動の結果獲得した資金は２億２百万円（前四半期連結会計期間は52百万

円の減少）となりました。これは主に、仕入債務等の支払による１億66百万円の支出、売上債権の回収による２

億83百万円の収入及び税金等調整前四半期純利益98百万円の計上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＞

 　当四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は55百万円（前四半期連結会計期間は59百万円の

減少）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出25百万円、有形固定資産の取得による支出11

百万円、敷金及び差入保証金の差入による支出14百万円によるものであります。

 ＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

 　当四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は１億16百万円（前四半期連結会計期間は１億12

百万円の減少）となりました。これは、配当金の支払１億９百万円及び長期借入金の返済７百万円によるもので

あります。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年３月期の連結業績予想につきましては、平成19年５月10日に公表しました業績予想に変更はございません。

 

　※上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績

　　は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

４．その他

 　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第１四半期連結会計期間末

（平成18年６月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   5,744,634   5,511,239   5,479,314  

２．受取手形及び売掛
金

※１  1,597,760   1,321,446   1,606,100  

３．たな卸資産   58,036   44,761   49,359  

４．その他   388,316   264,454   287,084  

 ５．貸倒引当金   △9,633   △7,240   △7,425  

流動資産合計   7,779,114 78.9  7,134,660 74.3  7,414,433 75.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）器具備品 ※２ 129,502   166,309   176,504   

(2）その他 ※２ 130,497 260,000 2.6 121,485 287,794 3.0 124,734 301,239 3.0

２．無形固定資産           

(1）のれん  516,142   358,941   371,783   

(2）その他  40,485 556,628 5.6 36,128 395,070 4.1 38,497 410,280 4.2

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   438,681   453,108   428,108   

(2）長期性預金  500,000   1,000,000   1,000,000   

(3）繰延税金資産  68,143   40,508   40,082   

(4）その他  259,642   285,980   264,927   

(5）貸倒引当金  △1,260 1,265,207 12.9 － 1,779,596 18.6 － 1,733,117 17.6

固定資産合計   2,081,836 21.1  2,462,461 25.7  2,444,638 24.8

資産合計   9,860,950 100.0  9,597,122 100.0  9,859,072 100.0
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前第１四半期連結会計期間末

（平成18年６月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   802,265   615,531   768,776  

２．１年以内返済予定
長期借入金

  34,548   31,906   31,906  

３．未払法人税等   12,816   65,865   59,237  

４．賞与引当金   16,541   17,494   27,312  

５．その他   293,683   288,200   286,307  

流動負債合計   1,159,764 11.8  1,018,998 10.6  1,173,540 11.9

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   46,495   15,712   23,098  

２．その他   12,917   6,548   9,694  

固定負債合計   59,412 0.6  22,260 0.2  32,792 0.3

負債合計   1,219,176 12.4  1,041,258 10.8  1,206,333 12.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,345,562   3,345,562   3,345,562  

２．資本剰余金   3,272,720   3,272,720   3,272,720  

３．利益剰余金   1,792,034   1,660,915   1,760,026  

株主資本合計   8,410,317 85.3  8,279,199 86.3  8,378,313 85.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  3,452   6,879   6,879  

２．為替換算調整勘定   8,498   18,461   19,093  

評価・換算差額等合
計

  11,950 0.1  25,341 0.3  25,973 0.3

Ⅲ　少数株主持分   219,505 2.2  251,323 2.6  248,452 2.5

純資産合計   8,641,774 87.6  8,555,864 89.2  8,652,739 87.8

負債純資産合計   9,860,950 100.0  9,597,122 100.0  9,859,072 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,564,756 100.0  1,433,021 100.0  6,103,744 100.0

Ⅱ　売上原価   1,110,873 71.0  965,353 67.4  4,129,972 67.7

売上総利益   453,883 29.0  467,667 32.6  1,973,771 32.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

          

１　債権回収手数料  －   76,823   334,244   

２　貸倒引当金繰入額  －   5,167   5,869   

３　役員報酬  －   56,068   213,877   

４　給与及び賞与  －   77,617   317,398   

５　賞与引当金繰入額  －   13,401   10,898   

６　支払手数料  －   43,912   212,627   

７　その他　  － 454,473 29.0 107,214 380,205 26.5 560,904 1,655,819 27.1

営業利益   △590 0.0  87,461 6.1  317,952 5.2

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  －   411   12,545   

２　受取配当金  －   2,020   3,457   

３　為替差益  －   956   425   

４　保険解約金  －   4,970   －   

５　その他　  － 4,389 0.3 607 8,966 0.6 7,340 23,769  

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  －   1,654   3,772   

２　その他  － 850 0.1 － 1,654 0.1 7,422 11,194 0.2

経常利益   2,948 0.2  94,773 6.6  330,526 5.4

Ⅵ　特別利益           

１　サイト売却益  － － － 4,361 4,361 0.3 － － －

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※１ －   288   3,885   

２　その他 ※２ － 9,563 0.6 － 288 0.0 172,616 176,501 2.9

税金等調整前四半
期（当期）純利益
又は純損失（△：
損失）

  △6,614 △0.4  98,846 6.9  154,025 2.5

法人税、住民税及
び事業税

 18,355   57,467   151,504   

法人税等調整額  △4,580 13,774 0.9 △2,268 55,199 3.9 25,968 177,472 2.9

少数株主利益   14,210 0.9  2,871 0.2  43,157 0.7

四半期（当期）純
利益又は純損失
（△：損失）

  △34,600 △2.2  40,775 2.8  △66,604 △1.1

           

 （注）当四半期連結会計期間より、中間連結財務諸表との統一性を鑑み、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外

費用、特別利益及び特別損失は内訳科目を表示しております。
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円）

 
3,342,995 3,270,153 1,966,392 8,579,541

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 2,567 2,566 － 5,134

剰余金の配当(注) － － △139,758 △139,758

四半期純利益又は純損失（△） － － △34,600 △34,600

株主資本以外の項目の第１四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
－ － － －

第１四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
2,567 2,566 △174,358 △169,225

平成18年６月30日　残高（千円） 3,345,562 3,272,720 1,792,034 8,410,317

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

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）
3,452 8,307 11,759 144,677 8,735,978

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － 5,134

剰余金の配当(注) － － － － △139,758

四半期純利益又は純損失（△） － － － － △34,600

株主資本以外の項目の第１四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
－ 191 191 74,828 75,019

第１四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
－ 191 191 74,828 △94,205

平成18年６月30日　残高（千円） 3,452 8,498 11,950 219,505 8,641,774

 （注）平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 3,345,562 3,272,720 1,760,029 8,378,313

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － －

剰余金の配当(注) － － △139,890 △139,890

四半期純利益又は純損失（△） － － 40,775 40,775

株主資本以外の項目の第１四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
－ － － －

第１四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － △99,114 △99,114

平成19年６月30日　残高（千円） 3,345,562 3,272,720 1,660,915 8,279,199

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

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） 6,879 19,093 25,973 248,452 8,652,739

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － －

剰余金の配当(注) － － － － △139,890

四半期純利益又は純損失（△） － － － － 40,775

株主資本以外の項目の第１四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
－ △632 △632 2,871 2,238

第１四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
－ △632 △632 2,871 △96,875

平成19年６月30日　残高（千円） 6,879 18,461 25,341 251,323 8,555,864

 （注）平成19年５月開催の取締役会における利益処分項目であります。
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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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 3,342,995 3,270,153 1,966,392 8,579,541

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,567 2,566 － 5,134

剰余金の配当(注) － － △139,758 △139,758

当期純利益又は損失（△） － － △66,604 △66,604

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）

2,567 2,566 △206,362 △201,228

平成19年３月31日　残高（千円） 3,345,562 3,272,720 1,760,029 8,378,313

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

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） 3,452 8,307 11,759 144,677 8,735,978

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － 5,134

剰余金の配当(注) － － － － △139,758

当期純利益又は損失（△） － － － － △66,604

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

3,427 10,786 14,214 103,775 117,989

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

3,427 10,786 14,214 103,775 △83,239

平成19年３月31日　残高（千円） 6,879 19,093 25,973 248,452 8,652,739

 （注）平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

１　税金等調整前四半
期（当期）純利益
又は純損失（△：
損失）

 △6,614 98,846 154,025

２　減価償却費  25,401 22,807 112,182

３　のれん償却額  20,480 12,841 81,367

４　受取利息及び受取
　　配当金

 △2,740 △2,431 △16,002

５　支払利息  798 1,654 3,772

６　売上債権の減少額
　　（△増加額）

 △100,557 283,745 △103,028

７　仕入債務の増加額
　　（△減少額）

 58,033 △153,793 21,821

８　その他  △45,990 △12,703 148,326

小計  △51,188 250,967 402,463

９　利息及び配当金の
　
　　受取額

 2,746 2,960 15,205

10　利息の支払額  △798 △1,654 △3,772

11　法人税等の支払額  △3,519 △49,310 △54,463

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △52,759 202,963 359,432
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前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

１　有形固定資産の取
　　得による支出

 △5,486 △11,355 △114,426

２　無形固定資産の取
　　得による支出

 － △447 △25,531

３　投資有価証券の取
　　得による支出

 △25,000 △25,000 △25,000

４　連結の範囲の変更
　　を伴う子会社株式
　　の取得による支出

※２ △10,361 － △10,361

５　出資金の払込によ
　　る支出

 － △5,775 △12,642

６　貸付金の回収に
　　よる収入

 1,154 1,154 4,618

７　敷金及び差入保証
　　金差入による支出

 △18,219 △14,032 △23,272

８　その他  △1,950 － △482,926

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △59,862 △55,455 △689,542

     

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

１　長期借入金の返済
　　による支出

 △8,637 △7,386 △34,676

２　株式の発行による
　　収入

 5,134 － 5,102

３　配当金の支払額  △108,654 △109,157 △138,801

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △112,156 △116,543 △168,374

Ⅳ　現金及び現金同等物
に係る換算差額

 420 960 8,805

Ⅴ　現金及び現金同等物
の増加額（△減少
額）

 △224,778 31,924 △489,678

Ⅵ　現金及び現金同等物
の期首残高

 5,168,993 4,679,314 5,168,993

Ⅶ　現金及び現金同等物
の四半期末（期末）
残高

※１ 4,944,634 4,711,239 4,679,314

     

  ※四半期連結財務諸表作成のための基本となる事項以降の注記事項については、当第１四半期連結会計期間より作成し

ているため、前第１四半期連結会計期間の記載は行っておりません。
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目　　　　　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

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．連結の範囲に関する事項　

　　　

(1）連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

GignoSystem Europe 

Limited

GignoEntertainment, Inc.

株式会社サーティース

株式会社ユナイテッド・

ワールド・ミュージック 

 株式会社ネクサスフィ

ルムス

 株式会社オニオン

(1）連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

GignoSystem Europe 

Limited

GignoEntertainment, Inc.

（GignoEntertainment, 

Inc.は

平成19年１月22日付で

GignoSystem America, 

Inc.より商号変更をしてお

ります。）

株式会社サーティース

株式会社ユナイテッド・

ワールド・ミュージック 

 株式会社ネクサスフィ

ルムス

 株式会社オニオン

　なお株式会社オニオンに

ついては、株式会社サー

ティースが新たに株式を取

得したため、当連結会計年

度より連結子会社に含めて

おります。

(2）非連結子会社の数　－社 (2）非連結子会社の数　－社

 非連結子会社であった有限会社

ウィザードパブリシャーズは、平

成18年９月３日に全株式を売却し

たため、連結の範囲から除外して

おります。

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数 －社  (1）持分法適用の関連会社数 －社

(2）持分法を適用していない会社

１社

 Chinese Mobile Value 

 Service Corp.

(2) 持分法を適用していない会社

１社

 Chinese Mobile Value 

 Service Corp.

Chinese Mobile Value Service 

Corp.は、当期純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であるため、

持分法適用範囲から除外しておりま

す。

Chinese Mobile Value 

Service Corp.は、当期

純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であ

るため、持分法適用範囲

から除外しております。

なお、株式会社トゥー

ユーは、平成18年9月3日

に全株式を売却したため、

持分法の適用範囲から除

外しております。
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項目　　　　　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

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）

３．連結子会社の四半期決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち

GignoSystem Europe Limited及び

GignoEntertainment, Inc.の２社

の四半期決算日は、３月31日であり

ます。 

　四半期連結財務諸表の作成に当

たって、同決算日現在の四半期財務

諸表を使用しております。ただし、

連結子会社の四半期決算日から四半

期連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

　連結子会社のうち

GignoSystem Europe Limited及び

GignoEntertainment, Inc.の２社

の決算日は、12月31日でありま

す。 

　連結財務諸表の作成に当たって、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、連結子会社の決

算日から連結決算日までの期間に発

生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

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

 ①有価証券

  その他有価証券

時価のあるもの

　四半期決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用

しております。 

 ①有価証券

   その他有価証券 

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しておりま

す。

 

時価のないもの

　主として移動平均法による原価

法を採用しております。

　投資事業有限責任組合及びこれ

に類する組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）については、組

合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算報告

書を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。

時価のないもの

同左

  ②たな卸資産  ②たな卸資産

    商品

 　総平均法による原価法を採用

しております。

     商品

同左

 ───── コンテンツ制作勘定

  個別法による原価法を採用し

ております。

  仕掛品

  個別法による原価法を採用し

ております。

仕掛品

 同左
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項目　　　　　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

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）

 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法を採用しております。た

だし、建物（建物附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ております。

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

①有形固定資産

同左

  建物 ８～15年 

 器具及び備品 ４～６年 

 ②無形固定資産

(イ)　ソフトウェア

　コンテンツ配信目的のソフトウェ

アについては、見込利用可能期間

（３年）に基づく定額法を採用して

おります。

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

②無形固定資産

(イ)　ソフトウェア

同左

 (ロ)　その他の無形固定資産

　定額法を採用しております。

(ロ)　その他の無形固定資産

同左

(3）繰延資産の処理方法 株式交付費

－

株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(4）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　　売上債権等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等の特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、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賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当四

半期連結会計期間の負担額を計上

しております。

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上してお

ります。

(5）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は、四半期連

結決算日の直物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。なお、在外子会社

等の資産及び負債は、在外子会社等

の四半期決算日における直物為替相

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

為替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めて計上しております

　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、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、在外子会社等の決算

日における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

勘定及び少数株主持分に含めて計上

しております。

(6）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
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項目　　　　　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

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）

(7）重要なヘッジ会計の方

法

 ──── ──── 

(8）その他四半期連結財務諸

表（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

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

 消費税等の会計処理

 同左

５　四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（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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四半期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

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

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）

────   （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。これによる

損益に与える影響はありません。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

8,404,286千円であります。

　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。

  （役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

 （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等の適用指針」（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。これによる損益に与

える影響はありません。

表示方法の変更

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前四半期連結会計期間まで、販売費及び一般管理費は一括表示しておりましたが、当

四半期連結会計期間から内訳科目を表示しております。

前四半期連結会計期間まで、営業外収益は一括表示しておりましたが、当四半期連結

会計期間から内訳科目を表示しております。

前四半期連結会計期間まで、営業外費用は一括表示しておりましたが、当四半期連結

会計期間から内訳科目を表示しております。

前四半期連結会計期間まで、特別損失は一括表示しておりましたが、当四半期連結会

計期間から内訳科目を表示しております。

追加情報

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

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）

 ─────  ─────
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

  四半期連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、次

の四半期連結会計期間末日満期手形

が四半期連結会計期間末残高に含ま

れております。

 受取手形 4,095千円 

※１　連結会計期間末日満期手形

　　　 連結会計年度末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休

日であったため、次の連結会計年度

末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

 

 受取手形 9,327千円 

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額

388,349千円 

  ※２　有形固定資産の減価償却累計額

      368,466千円  

  

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

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 固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります

建物 － 

器具及び備品 288千円 

　計 288千円 

※１　固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

建物 1,568千円 

器具及び備品 2,316千円 

　計 3,885千円 

────── ※２　減損損失

 当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

（1）減損損失を認識した資産

会社・場所 用途 種類

㈱ユナイテッ

ド・ワール

ド・ミュー

ジック

(東京都千代田

区)

事業用

資産
のれん 

（2）減損損失の認識に至った経緯

 継続して営業損失が発生している資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。

（3）減損損失の金額

種　　類 金額（千円）

のれん 70,000

（4）資産のグルーピングの方法

 当社については、原則として事業の種

類に応じてグルーピングを行っておりま

す。また、連結子会社については会社ご

とにグルーピングを行っております。

（5）回収可能価額の算定方法

 なお、当資産グループの回収可能価額

は使用価値により測定しており、割引率

は６％を採用しております。

ジグノシステムジャパン㈱（4300）平成 20 年３月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 18 －



（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

前連結会計年度末株
式数（株）

当四半期連結会計期
間増加株式数（株）

当四半期連結会計期
間減少株式数（株）

当四半期連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注） 466,300 － － 466,300

合計 466,300 － － 466,300

２．自己株式、新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません

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５月29日

取締役会
普通株式 139,890 300 平成19年３月31日 平成19年６月28日

(2）基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期間末後

となるもの

 該当事項はありません
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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）

１．発行済株式の種類及び総数

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 465,860 440 － 466,300

合計 465,860 440 － 466,300

　（注）旧商法第280条ノ19第１項の規定による新株引受権の権利行使による増加であります。 

２．自己株式、新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 

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29日

定時株主総会
普通株式 139,758 300 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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５月29日

取締役会
普通株式 139,890  利益剰余金 300 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

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　現金及び現金同等物の四半期末残高と中

　間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

現金及び預金勘定 5,511,239千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△800,000千円

現金及び現金同等物 4,711,239千円

現金及び預金勘定 5,479,314千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△800,000千円

現金及び現金同等物 4,679,314千円

──────  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。

　㈱オニオン

　（平成18年４月１日みなし取得日現在） 

流動資産       170,915千円

固定資産        17,002千円 

のれん        14,330千円 

流動負債      △61,630千円 

固定負債    －円 

少数株主持分     △60,617千円 

 ㈱オニオン株式の

 取得価額
       80,000千円 

 ㈱オニオンの現金

 及び現金同等物
       69,638千円 

 差引：㈱オニオン

 取得のための支出
       10,361千円 
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（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

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）

　　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

　　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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 18,985 5,073 13,911

合計 18,985 5,073 13,911

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具及び備品 18,985 4,238 14,746

合計 18,985 4,239 14,746

(2）未経過リース料四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,197千円

１年超 11,231千円

合計 14,428千円

１年内 3,158千円

１年超 12,045千円

合計 15,203千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失

支払リース料 961千円

減価償却費相当額 834千円

支払利息相当額 185千円

支払リース料 3,589千円

減価償却費相当額 3,109千円

支払利息相当額 782千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については利息法によっております。

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

当四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

四半期連結
貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額（千円）

その他 100,433 98,810 △1,623 100,433 98,810 △1,623

合計 100,433 98,810 △1,623 100,433 98,810 △1,623

２．時価評価されていない主な有価証券

種類

当四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

四半期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   

非上場株式 100,000 100,000

投資事業組合出資金 254,298 229,298

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成19年６月30日現在）

  該当事項はありません。

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

  該当事項はありません。

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。
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

 

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

インフォ
メーション
プロバイ
ダー事業
（千円）

 
ソリュー
ション事業
 
（千円）

 
コマース
事   業

 
（千円）

 
映像・音
楽
制作事業 
  
 （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
717,300 178,192 14,429 523,098 1,433,021 － 1,433,021

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

738 3,409 － 7,386 11,535 (11,535) －

計 718,039 181,602 14,429 530,485 1,444,557 (11,535) 1,433,021

 営業費用 539,379 150,444 26,903 534,410 1,251,138  94,421 1,345,559

営業利益

（又は営業損失）
178,659 31,158 △12,473 △3,925 193,418 (105,956) 87,461

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２. 事業の区分は、事業の内容及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

３．各区分に属する主な事業内容

事業区分 事業内容

インフォメーションプロバイダー事業 携帯電話ユーザーへのコンテンツ配信の企画・開発・運営等 

 ソリューション事業
携帯電話端末上のサイト及びインフラ構築、アプリケーショ

ン開発・運営及び管理 

 コマース事業  携帯電話ユーザー及びパソコンユーザーへの通信販売

 映像・音楽制作事業 CMを中心とした映像・音楽の企画制作等

 　　　４．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、105,956千円であり、

　　　　　 その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。
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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）

インフォ
メーション
プロバイ
ダー事業
（千円）

 
ソリュー
ション事業
 
（千円）

 
コマース
事   業

 
（千円）

 
映像・音
楽
制作事業 
  
 （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
3,026,674 589,620 309,788 2,177,661 6,103,744 － 6,103,744

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 12,710 － 25,447 38,158 (38,158) －

計 3,026,674 602,331 309,788 2,203,109 6,141,902 (38,158) 6,103,744

 営業費用 2,394,768 503,308 418,300 2,107,118 5,423,495  362,296 5,785,792

営業利益

（又は営業損失）
631,905 99,022 △108,512 95,990 718,406 (400,454) 317,952

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２. 事業の区分は、事業の内容及び販売方法の類似性を考慮して区分しております。

３．各区分に属する主な事業内容

事業区分 事業内容

インフォメーションプロバイダー事業 携帯電話ユーザーへのコンテンツ配信の企画・開発・運営等 

 ソリューション事業
携帯電話端末上のサイト及びインフラ構築、アプリケーショ

ン開発・運営及び管理 

 コマース事業  携帯電話ユーザー及びパソコンユーザーへの通信販売

 映像・音楽制作事業 CMを中心とした映像・音楽の企画制作等

 　　　４．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、398,579千円であり、

　　　　　 その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。
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【所在地別セグメント情報】

当四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合が、いずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

当四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

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）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

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株当たり純資産額 17,809円44銭

１株当たり四半期純利

益
87円45銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益
87円45銭

１株当たり純資産額 18,023円35銭

１株当たり当期純損失 142円85銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日)

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)

純資産の部の合計額（千円） 8,555,864 8,652,739

純資産の部の合計額控除する金額（千

円）
251,323 248,452

（うち少数株主持分） （251,323)  （248,452)  

普通株式に係る四半期末（期末）の純

資産額（千円）
8,304,540 8,404,286

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た四半期末（期末）の普通株式数（株）
466,300 466,300

　（注）２．１株当たり四半期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期

　（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日)

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株当たり四半期純利益又は１株当たり当

期純損失
  

四半期純利益又は当期純損失（△：損

失）（千円）
40,775 △66,604

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－)  

普通株式に係る四半期純利益

又は当期純損失（△：損失）

（千円）

40,775 △66,604

期中平均株式数（株） 466,300 466,267

   

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額
  

四半期（当期）純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

（うち新株予約権　（㈱）） （－） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

 新株予約権８種類

 （新株予約権の数6,603個）

 

 新株予約権８種類

 （新株予約権の数6,843個）
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

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）

 ─────  ─────
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  5,463,583   5,074,062   5,172,557   

２．売掛金  987,838   897,886   940,361   

３．商品  24,712   4,172   4,046   

４．コンテンツ制作勘
定

 6,666   －   －   

５．仕掛品  －   1,017   575   

６．関係会社貸付金  －   174,999   187,499   

７．その他  707,771   178,238   192,934   

８．貸倒引当金  △8,139   △5,258   △5,442   

流動資産合計   7,182,432 75.9  6,325,119 69.9  6,492,533 71.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）器具備品 ※１ 98,768   145,833   155,743   

(2）その他 ※１ 38,502   32,372   33,525   

有形固定資産合計   137,271 1.4  178,206 2.0  189,268 2.1

２．無形固定資産   47,872 0.5  34,548 0.4  37,364 0.4

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,380,560   453,108   428,108   

(2）関係会社株式  －   728,879   728,879   

(3）長期性預金  －   1,000,000   1,000,000   

(4）関係会社長期貸
付金

 －   231,500   180,000   

(5）その他  717,532   247,409   223,451   

(6）貸倒引当金  －   △150,000   △150,000   

投資その他の資産
合計

  2,098,092 22.2  2,510,897 27.7  2,410,439 26.4

固定資産合計   2,283,237 24.1  2,723,653 30.1  2,637,073 28.9

資産合計   9,465,669 100.0  9,048,772 100.0  9,129,607 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  488,871   380,261   427,065   

２．賞与引当金  15,666   16,837   26,669   

３．その他 ※２ 197,885   249,861   192,813   

流動負債合計   702,423 7.4  646,959 7.1  646,551 7.1

負債合計   702,423 7.4  646,959 7.1  646,551 7.1

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,345,562 35.3  3,345,562 37.0  3,345,562 36.6

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  2,972,720   2,972,720   2,972,720   

(2）その他資本剰余
金

 300,000   300,000   300,000   

資本剰余金合計   3,272,720 34.6  3,272,720 36.2  3,272,720 35.8

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余金  2,141,510   1,776,649   1,857,893   

利益剰余金合計   2,141,510 22.6  1,776,649 19.6  1,857,893 20.4

株主資本合計   8,759,793 92.5  8,394,933 92.8  8,476,176 92.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  3,452 0.1  6,879 0.1  6,879 0.1

　評価・換算差額等合計   3,452 0.1  6,879 0.1  6,879 0.1

純資産合計   8,763,245 92.6  8,401,813 92.9  8,483,056 92.9

負債純資産合計   9,465,669 100.0  9,048,772 100.0  9,129,607 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   944,945 100.0  856,618 100.0  3,688,448 100.0

Ⅱ　売上原価   628,641 66.5  507,892 59.3  2,291,462 62.1

売上総利益   316,304 33.5  348,726 40.7  1,396,985 37.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   313,671 33.2  259,256 30.3  1,145,890 31.1

営業利益   2,632 0.3  89,469 10.4  251,095 6.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  5,261 0.5  6,516 0.8  29,487 0.8

Ⅴ　営業外費用   31 0.0  － －  6,928 0.2

経常利益   7,863 0.8  95,986 11.2  273,655 7.4

Ⅵ　特別利益   － －  3,976 0.4  － －

Ⅶ　特別損失   4,726 0.5  288 0.0  459,398 12.5

税引前四半期（当
期）純利益又は純損
失（△：損失）

  3,137 0.3  99,674 11.6  △185,743 △5.0

法人税、住民税及び
事業税

 5,539   39,648   103,287   

法人税等調整額  △3,857 1,682 0.1 1,379 41,027 4.8 △6,868 96,419 2.6

四半期（当期）純利
益又は純損失（△：
損失）

  1,454 0.2  58,646 6.8  △282,162 △7.6

           

ジグノシステムジャパン㈱（4300）平成 20 年３月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 31 －



(3）四半期株主資本等変動計算書

　前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

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

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高（千円） 3,342,995 2,970,153 300,000 3,270,153 2,279,813 2,279,813 8,892,961

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 2,567 2,566 － 2,566 － － 5,134

剰余金の配当（注） － － － － △139,758 △139,758 △139,758

四半期純利益又は純損失（△） － － － － 1,454 1,454 1,454

株主資本以外の項目の第１四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － －

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
2,567 2,566 － 2,566 △138,303 △138,303 △133,169

平成18年６月30日　残高（千円） 3,345,562 2,972,720 300,000 3,272,720 2,141,510 2,141,510 8,759,793

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 3,452 3,452 8,896,414

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 － － 5,134

剰余金の配当（注） － － △139,758

四半期純利益又は純損失（△） － － 1,454

株主資本以外の項目の第１四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ － －

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － △133,169

平成19年６月30日　残高（千円） 3,452 3,452 8,763,245

 （注）平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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　当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

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

繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高（千円） 3,345,562 2,972,720 300,000 3,272,720 1,857,893 1,857,893 8,476,176

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － － － －

剰余金の配当（注） － － － － △139,890 △139,890 △139,890

四半期純利益又は純損失（△） － － － － 58,646 58,646 58,646

株主資本以外の項目の第１四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － －

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － － － △81,243 △81,243 △81,243

平成19年６月30日　残高（千円） 3,345,562 2,972,720 300,000 3,272,720 1,776,649 1,776,649 8,394,933

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高（千円） 6,879 6,879 8,483,056

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 － － －

剰余金の配当（注） － － △139,890

四半期純利益又は純損失（△） － － 58,646

株主資本以外の項目の第１四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ － －

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － △81,243

平成19年６月30日　残高（千円） 6,879 6,879 8,401,813

 （注）平成19年５月開催の取締役会における利益処分項目であります。
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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）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

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
合計繰越利益剰

余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

3,342,995 2,970,153 300,000 3,270,153 2,279,813 2,279,813 8,892,962

事業年度中の変動額

新株の発行 2,567 2,566 － 2,566 － － 5,134

剰余金の配当(注) － － － － △139,758 △139,758 △139,758

当期純利益又は損失（△） － － － － △282,162 △282,162 △282,162

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）

2,567 2,566 － 2,566 △421,920 △421,920 △416,786

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,345,562 2,972,720 300,000 3,272,720 1,857,893 1,857,893 8,476,176

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

3,452 3,452 8,896,414

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 5,134

剰余金の配当(注) － － △139,758

当期純利益又は損失（△） － － △282,162

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

3,427 3,427 3,427

事業年度中の変動額合計
（千円）

3,427 3,427 △413,358

平成19年３月31日　残高
（千円）

6,879 6,879 8,483,056

 （注）平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

 ※四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項以降の注記事項については、当第１四半期会計期間より作成して

いるため、前第１四半期会計期間の記載は行っておりません。
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 １　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を

採用しております。

　　　　同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　四半期決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用

しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。

 時価のないもの

移動平均法による原価法を

採用しております。

　投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出

資（証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組

合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最

近の決算報告書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

同左

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産 

 商品

 　総平均法による原価法を

採用しております。

(2）たな卸資産 

商品 

 　同左

 

 ───── 　　コンテンツ制作勘定

  個別法による原価法を採用し

ております。

  仕掛品

 個別法による原価法を採用

しております。

 仕掛品

 同左
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項目
当四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

同左

(1）有形固定資産

同左

 器具及び備品 ４～６年

 

 

 (2）無形固定資産

①　ソフトウェア

　コンテンツ配信目的のソフト

ウェアについては、見込利用可

能期間（３年）に基づく定額法

を採用しております。

　自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

(2）無形固定資産

①　ソフトウェア

同左

②　その他の無形固定資産

　定額法を採用しております。

②　その他の無形固定資産

同左

 ３　繰延資産の処理方法 株式交付費

－

株式交付費

支出時に全額費用として処理し

ております。

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等の特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当四

半期会計期間の負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期

の負担額を計上しております。

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、四半期決

算日の直物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。

　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物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。

６　その他四半期財務諸表（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

　消費税及び地方消費税の会計処理

は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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。これによる損

益に与える影響はありません。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

8,483,056千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表につい

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。

  （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。これによる損益に与

える影響はありません。

 （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等の適用指針」（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。これによる損益に与える影響

はありません。

表示方法の変更

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前四半期会計期間まで、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました

「関係会社貸付金」は、当四半期会計期間より区分掲記しております。

　なお、前四半期会計期間の「関係会社貸付金」は404,999千円であります。

前四半期会計期間まで、「投資有価証券」に含めて表示しておりました「関係

会社株式」は、当四半期会計期間より区分掲記しております。

　なお、前四半期会計期間の「関係会社株式」は941,879千円であります。

前四半期会計期間まで、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しており

ました「長期性預金」は、当四半期会計期間より区分掲記しております。

　なお、前四半期会計期間の「長期性預金」は500,000千円であります。

追加情報

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

 ─────  ─────
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産減価償却累計額

227,163千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

       212,785千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性がないため、流動負

債の「その他」に含めて表示しております。

※２　　　　　─────

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,518千円

受取配当金 2,000千円

受取利息  20,414千円

受取配当金 3,437千円

　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額

有形固定資産 14,454千円

無形固定資産    2,676千円

有形固定資産 49,472千円

無形固定資産 21,439千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 該当事項はありません。

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

 該当事項はありません。

（リース取引関係）

 当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 　該当事項はありません。

 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。

（有価証券関係）

 当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 18,018円04銭

１株当たり四半期純利

益
125円77銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益
125円77銭

１株当たり純資産額 18,192円27銭

１株当たり当期純損失 605円15銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 8,401,813 8,483,056

純資産の部の合計額控除する金額（千

円）
－ －

普通株式に係る四半期末（期末）の純

資産額（千円）
8,401,813 8,483,056

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た四半期末（期末）の普通株式数（株）
466,300 466,300

　（注）２．１株当たり四半期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期

　（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり当

期純損失（△）
  

四半期純利益又は当期純損失（△：損

失）（千円）
58,646 △282,162

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－)  

普通株式に係る四半期純利益

又は当期純損失（△：損失）（千円）
58,646 △282,162

期中平均株式数（株） 466,300 466,267

   

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額
  

四半期（当期）純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

（うち新株予約権　（㈱）） （－） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

 新株予約権８種類

 （新株予約権の数6,603個）

 新株予約権８種類

 （新株予約権の数6,843個）
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ─────  ─────
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