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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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３四半期 4,602 1.2 228 △5.4 235 △4.7 △321 －

19年３月期第３四半期 4,548 20.8 241 518.5 247 1,044.3 50 △62.1

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３四半期 △689 20 － －

19年３月期第３四半期 108 66 108 66

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３四半期 9,403 8,207 84.2 17,041 84

19年３月期第３四半期 10,006 8,765 85.1 18,256 16

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３四半期 197 476 △182 5,171

19年３月期第３四半期 264 △607 △160 4,670

19年３月期 359 △689 △168 4,679

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

19年３月期 － － － － － － 300 00 300 00

20年３月期 － － － － － － －   

20年３月期（予想） － － － 300 00 300 00

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）

 平成19年10月31日に公表しました業績予想に変更はございません。
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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　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、14ページ「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」をご覧ください。

(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12月31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３四半期 2,631 △5.0 241 41.7 250 37.1 △429 －

19年３月期第３四半期 2,770 △7.4 170 △18.7 182 △9.2 97 △67.9

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３四半期 △922 24

19年３月期第３四半期 209 61

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３四半期 8,564 7,889 92.1 16,982 27

19年３月期第３四半期 9,511 8,859 93.1 18,999 35

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）

  平成19年10月31日に公表しました業績予想に変更はございません。
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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

　当第３四半期連結会計期間における当社を取り巻く事業環境といたしましては、携帯電話の契約加入台数は平成19年

12月末に１億台を突破し、ひとり１台携帯電話を持つ時代の到来を感じさせます。インターネット接続が可能な携帯電

話は全携帯電話契約数の86.8%となり、第三世代携帯電話端末の契約加入台数は8,330万台(前年同月比31.8%増)と引き

続き大幅に増加し全契約加入台数の82.9%を占めております。一方、ブロードバンドサービス契約数は平成19年９月末

現在で2,776万契約となり、インターネット接続サービス契約数の86.4%と普及が進んでおります。（出所：社団法人電

気通信事業者協会、総務省）このように携帯電話におけるデータ通信の高速化、ＰＣのブロードバンド化が進む中、移

動体通信市場と固定通信市場の事業領域の融合・統合がより一層進展するものと考えられます。

  こうした市場動向をいち早く見据えて、当第３四半期連結会計期間におきましては、移動体通信・固定通信いずれの

事業ドメインにも対応可能な企画から制作までを包括的にプロデュースするインターネット総合企画企業への更なる飛

躍を目指して、エフエム東京グループの経営資源を活用した制作基盤の拡充および業務の合理化、コア事業への経営資

源集中など事業の最適化に取り組んで参りました。　　

 このような取り組みの結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は46億２百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益は

２億28百万円（前年同期比5.4%減）、経常利益は２億35百万円（前年同期比4.7%減）であったものの、既に中間連結会

計期間に計上しているのれん代の減損損失の一括償却及び映画制作向けの出資金に対する出資金損失引当金に伴う特別

損失発生により、当第３四半期純損失は３億21百万円（前年同期は四半期純利益50百万円）となりました。

  なお、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。

  インフォメーションプロバイダー事業につきましては、ダウンロード課金の電子書籍、きせかえツールが順調に収益

を伸ばしました。中でもきせかえツールは携帯電話の待受画面、各種メニュー画面、電池表示、アンテナ表示、着信音

などをひとつのテーマで一括してカスタマイズすることができるというサービスで、携帯端末の多様化・高機能化に対

応したFlash®などのハイクオリティ・コンテンツ提供で培った当社の技術を集約することで実現した付加価値の高い

サービスであります。こうした成長分野を増強すべく平成19年11月には男性向けデザインをメインとした新規きせかえ

サイトを、平成19年12月には人気グラビアアイドルの写真集を提供する新規電子書籍サイトを新たに公式サイトとして

オープンし、これらサービスの一層の充実を図りました。一方、待受画面等の月額課金利用者は減少しましたが、プロ

モーション実施による新規会員の獲得、コスト構造の見直しによる収益の維持向上に努めてまいりました。

  この結果、当第３四半期連結会計期間におけるインフォメーションプロバイダー事業の売上高は21億61百万円（前年

同期比5.9％減）、営業利益は５億10百万円（前年同期比10.4％増）となりました。

　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サービスを

発展させ、携帯サイト・ＰＣサイトと連動したプロモーション企画を中心に、顧客ニーズにきめ細やかに対応したクロ

スメディア企画提案に取り組んでまいりました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間におけるソリューション事業の売上高は５億87百万円（前年同期比44.9％増）、

営業利益は91百万円（前年同期比59.3％増）となりました。

　映像・音楽制作事業につきましては、株式会社オニオンは順調に業績を伸ばして参りました。一方株式会社サーティー

ス及び株式会社ネクサスフィルムスは新規事業が振るわず減収となり先行投資コストを回収できませんでした。こうし

た状況を鑑み不採算事業の整理およびコストの改善、グループ再編を含む相互協力体制の強化をはかり、安定収益構造

の確立を目指しております。その一環として、平成19年12月にはエフエム東京グループのラジオ放送番組制作会社であ

る株式会社エフエムサウンズを子会社化し制作基盤を拡充しております。

　この結果、当第３四半期連結会計期間における映像・音楽制作事業の売上高は18億14百万円（前年同期比13.6％増）、

営業損失は26百万円（前年同期は99百万円の営業利益）となりました。

　その他事業（コマース事業）につきましては、事業を縮小しコスト削減に努めてまいりましたが、黒字転換には至り

ませんでした。

  この結果、当第３四半期連結会計期間におけるその他事業の売上高は40百万円（前年同期比84.0％減）、営業損失は

28百万円（前年同期は80百万円の営業損失）となりました。
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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、前連結会計年度末に比べて4.6％減少し94億３百万円となり

ました。これは主に、のれんの減損損失の計上により無形固定資産が減少したことによるものであります。

　（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0.9％減少し11億95百万円となり

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5.1％減少し82億７百万円とな

りました。これは主として四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が減少したことによるものであります。

　②キャッシュ・フローの状況

 　当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、定期預金の払戻による収入、売上債権の減少による収入及び投資有価証券の売却

による収入により、前連結会計年度末に比べて４億91百万円増加し、51億71百万円となりました。

　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１億97百万円（前四半期連結会計期間は２億64

百万円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上による支出１億76百万円及び仕入

債務の減少による支出１億41百万円がありましたが、減損損失の計上による収入３億23百万円、売上債権の減少

による収入１億67百万円及び出資金損失引当期金の増加に収入１億４百万円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獲得した資金は４億76百万円（前四半期連結会計期間は６億７

百万円の減少）となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出80百万円がありましたが、定期預金

の払戻による収入５億円及び投資有価証券の売却による収入１億16百万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１億82百万円（前四半期連結会計期間は１億60

百万円の減少）となりました。これは、配当金の支払１億39百万円、長期借入金の返済による支出22百万円及び

自己株式の取得による支出20百万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10月31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３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31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   5,470,930   5,990,417   5,479,314  

２．受取手形及び売掛
金

  1,583,356   1,517,070   1,606,100  

３．たな卸資産   69,461   53,997   49,359  

４．その他   351,680   208,789   287,084  

 ５．貸倒引当金   △7,325   △12,257   △7,425  

流動資産合計   7,468,103 74.6  7,758,018 82.5  7,414,433 75.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  254,697 2.5  270,854 2.8  301,239 3.0

２．無形固定資産           

(1）のれん  475,458   －   371,783   

(2）その他  41,048 516,507 5.2 － 146,933 1.6 38,497 410,280 4.2

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   433,468   352,601   428,108   

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

(3）その他  334,790   479,473   305,009   

(4）貸倒引当金  △1,260   －   －   

(5）出資金損失
引当金

 － 1,766,998 17.7 △104,489 1,227,585 13.1 － 1,733,117 17.6

固定資産合計   2,538,203 25.4  1,645,373 17.5  2,444,638 24.8

資産合計   10,006,306 100.0  9,403,391 100.0  9,859,072 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31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   824,407   628,685   768,776  

２．短期借入金   －   50,000   －  

３．１年以内返済予定
長期借入金

  9,748   31,906   31,906  

４．賞与引当金   16,009   20,759   27,312  

５．その他   325,821   431,458   345,544  

流動負債合計   1,175,987 11.8  1,162,809 12.3  1,173,540 11.9

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   52,642   940   23,098  

２．退職給付引当金   －   20,515   －  

３．役員退職慰労引当
金

  －   5,579   －  

４．その他   12,516   6,147   9,694  

固定負債合計   65,158 0.6  33,181 0.4  32,792 0.3

負債合計   1,241,145 12.4  1,195,991 12.7  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   1,877,299   1,298,892   1,760,029  

４．自己株式   －   △20,515   －  

株主資本合計   8,495,582 84.9  7,896,660 84.0  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

  3,323   4,191   6,879  

２．為替換算調整勘定   13,942   16,752   19,093  

評価・換算差額等合
計

  17,265 0.2  20,944 0.2  25,973 0.3

Ⅲ　少数株主持分   252,312 2.5  289,796 3.1  248,452 2.5

純資産合計   8,765,161 87.6  8,207,400 87.3  8,652,739 87.8

負債純資産合計   10,006,306 100.0  9,403,391 100.0  9,859,072 100.0

           

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

－ 6 －



(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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   4,548,635 100.0  4,602,633 100.0  6,103,744 100.0

Ⅱ　売上原価   3,060,386 67.3  3,223,793 70.0  4,129,972 67.7

売上総利益   1,488,249 32.7  1,378,839 30.0  1,973,771 32.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

          

１　債権回収手数料  －   231,757   334,244   

２　貸倒引当金繰入額  －   10,232   5,869   

３　役員報酬  －   181,020   213,877   

４　給与及び賞与  －   270,141   317,398   

５　賞与引当金繰入額  －   13,327   10,898   

６　退職給付費用  －   100   －   

７　役員退職慰労引当
金繰入額

 －   387   －   

８　支払手数料  －   126,128   212,627   

９　その他　  － 1,246,734 27.4 317,315 1,150,412 25.0 560,904 1,655,819 27.1

営業利益   241,515 5.3  228,427 5.0  317,952 5.2

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  －   15,013   12,545   

２　受取配当金  －   2,020   3,457   

３　為替差益  －   1,660   425   

４　保険解約金  －   4,970   －   

５　その他　  － 14,053 0.3 2,175 25,840 0.5 7,340 23,769 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  －   3,520   3,772   

２　投資運用損  －   14,801   6,896   

３　その他  － 8,469 0.2 448 18,771 0.4 525 11,194 0.2

経常利益   247,099 5.4  235,496 5.1  330,526 5.4

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

－ 7 －



  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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
（％）

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却
益

※１ －   13,000   －   

２　サイト売却益  －   3,976   －   

３　損害賠償収入  － － － 4,733 21,709 0.5 － － －

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ －   918   3,885   

２　減損損失 ※３ －   323,959   70,000   

３　出資金損失引当金
繰入額

 －   104,489   －   

４　その他  － 14,680 0.3 4,783 434,150 9.4 102,616 176,501 2.9

税金等調整前四半
期（当期）純利益
又は純損失（△：
損失）

  232,418 5.1  △176,943 △3.8  154,025 2.5

法人税、住民税及
び事業税

 140,966   174,453   151,504   

法人税等調整額  △6,230 134,736 3.0 △18,626 155,826 3.4 25,968 177,472 2.9

少数株主利益又は
少数株主損失
（△：損失）

  47,017 1.0  △11,523 △0.2  43,157 0.7

四半期（当期）純
利益又は純損失
（△：損失）

  50,665 1.1  △321,247 △7.0  △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３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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

第３四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（△） － － 50,665 50,655

株主資本以外の項目の第３四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
－ － － －

第３四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
2,567 2,566 △89,092 △83,958

平成18年12月31日　残高（千円） 3,345,562 3,272,720 1,877,299 8,495,582

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３四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（△） － － － － 50,665

株主資本以外の項目の第３四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
△128 5,634 5,505 107,635 113,141

第３四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
△128 5,634 5,505 107,635 29,182

平成18年12月31日　残高（千円） 3,323 13,942 17,265 252,312 8,765,161

 （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３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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） 3,345,562 3,272,720 1,760,029 － 8,378,313

第３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － －

剰余金の配当 － － △139,890 － △139,890

四半期純利益又は純損失（△） － － △321,247 － △321,247

自己株式の取得 － － － △20,515 △20,515

株主資本以外の項目の第３四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
－ － － － －

第３四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － △461,137 △20,515 △481,652

平成19年12月31日　残高（千円） 3,345,562 3,272,720 1,298,892 △20,515 7,896,660

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３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － －

剰余金の配当 － － － － △139,890

四半期純利益又は純損失（△） － － － － △321,247

自己株式の取得 － － － － △20,515

株主資本以外の項目の第３四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
△2,687 △2,341 △5,029 41,343 36,314

第３四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円）
△2,687 △2,341 △5,029 41,343 △445,338

平成19年12月31日　残高（千円） 4,191 16,752 20,944 289,796 8,207,400
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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３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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）

 232,418 △176,943 154,025

２　減価償却費  76,648 84,501 112,182

３　減損損失  － 323,959 70,000

４　のれん償却額  61,025 29,097 81,367

５　出資金損失引当金
    の増減額
  （減少：△）

 － 104,489 －

６　受取利息及び受取
　　配当金  △6,360 △17,033 △16,002

７　支払利息  2,905 3,520 3,772

８　売上債権の増減額
　　（増加：△）  △83,253 167,430 △103,028

９　仕入債務の増減額
　　（減少：△）  79,113 △141,080 21,821

10　その他  △24,431 △75,818 78,326

小計  338,066 302,122 402,463

11　利息及び配当金の　
　　受取額  5,983 15,440 15,205

12　利息の支払額  △2,905 △3,520 △3,772

13　法人税等の支払額  △76,164 △116,739 △54,463

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  264,980 197,303 359,432
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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　定期預金の預入
　　による支出  △500,000 － △500,000

２　定期預金の払戻
　　による収入  － 500,000 －

３　有形固定資産の取
　　得による支出  △39,586 △22,451 △114,426

４　無形固定資産の取
　　得による支出  △16,453 △80,447 △25,531

５　投資有価証券の取
　　得による支出  △25,000 △41,000 △25,000

６　投資有価証券の売
　　却による収入  － 116,000 －

７　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

８　連結の範囲の変更
　　を伴う子会社株式
　　の取得による収入

※２ － 15,779 －

９　出資金の払込によ
　　る支出   △5,785 △12,642

10　貸付金の回収に
　　よる収入  3,463 8,863 4,618

11　敷金及び差入保証金
　　差入による支出  △20,733 △14,082 △23,272

12　その他  1,346 △114 17,074

投資活動によるキャッ
シュ・フロー  △607,324 476,762 △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  △27,290 △22,158 △34,676

２　株式の発行による
　　収入  5,102 － 5,102

３　自己株式の取得に
　　よる支出  － △20,515 －

４　配当金の支払額  △138,655 △139,435 △138,801

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  △160,842 △182,108 △168,374

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額  5,123 △270 8,805

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）  △498,062 491,686 △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 4,670,930 5,171,001 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３四半期連結会計期間より作成し

ているため、前第３四半期連結会計期間の記載は行っておりません。

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

－ 13 －



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３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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　７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

 株式会社エフエムサウンズ

 　なお、株式会社エフエム

サウンズは新たに株式を取得

したため、当四半期連結会計

期間より連結子会社に含めて

おります。

(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３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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、９月30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（金融取引法第

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

　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。

  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

  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３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 

  （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、当四半期連

結会計期間より、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。

 なお、当該変更による影響額は軽

微であります。

 （追加情報）

 当社及び国内連結子会社は、法

人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産について

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。

　なお、当該変更による影響額は

軽微であります。

─────

 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。
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項目　　　　　
当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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）

(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。

 ③出資金損失引当金

　出資金損失引当金は、匿名組合

に対する出資金簿価と回収可能額

を勘案し、将来発生する可能性の

ある損失を見積り、必要と認めら

れる額を引き当てております。

③　　　　─────

 ④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

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当四半期連結会計期間末に

おいて発生していると認められる

金額を計上しております。

④　　　　─────

 ⑤役員退職慰労引当金

　連結子会社１社、役員の退職慰

労金の支給に充てるため、内規に

基づく当四半期連結会計期間末要

支給額を計上しております。

⑤　　　　─────

(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。
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項目　　　　　
当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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）

(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

(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３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

(四半期連結貸借対照表）

１．無形固定資産に属する資産は全て、その金額が資産の総額の100分の

５以下であるため、これを一括して表示しております。なお、当四半期

ン連結会計期間末の残高は以下のとおりであります。

のれん 46,139千円

その他 100,793千円

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。
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

493,724千円 

  ※１　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３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 投資有価証券売却益の内容は次のとおり

であります。

その他有価証券 13,000千円

　計 13,000千円

──── 

 ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります

建物 64千円 

器具及び備品 854千円 

　計 918千円 

※２　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 

※３　減損損失

 当中間連結会計期間において、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

㈱サーティー

ス(東京都港

区)

事業用資産 のれん 

（2）減損損失の認識に至った経緯

 株式取得時に検討した事業計画におい

て、当初想定していた収益が見込めなく

なったことから減損損失を認識しており

ます。

（3）減損損失の金額

種　　類 金額（千円）

のれん 323,959

（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、当該のれんに係る使用価値を零

として減損損失を測定しております。

※３　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。
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数
（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数
（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数
（株）

発行済株式

普通株式　 466,300 － － 466,300

合計 466,300 － － 466,300

自己株式     

普通株式　（注） － 1,702 － 1,702

合計 － 1,702 － 1,702

（注）普通株式の自己株式の増加数1,702株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

 

２．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３四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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 5,990,417千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△819,416千円

現金及び現金同等物 5,171,001千円

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。

　㈱エフエムサウンズ

　（平成19年10月１日みなし取得日現在） 

流動資産       213,876千円

固定資産       28,708千円 

のれん        27,412千円 

流動負債     △111,978千円 

固定負債    △25,159円 

少数株主持分     △52,460千円 

 ㈱エフエムサウンズ

 株式の 取得価額
      80,400千円 

 ㈱エフエムサウンズ

 の現金及び現金同等物
  96,179千円 

 差引：㈱エフエム

 サウンズ取得による

 収入

       15,779千円 

 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３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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．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 25,370 7,280 18,089

合計 25,370 7,280 18,089

 

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 4,344千円

１年超 14,433千円

合計 18,778千円

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 2,961千円

減価償却費相当額 2,590千円

支払利息相当額 525千円

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。

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内  984千円

１年超 3,198千円

合計 4,182千円

２．　　　　　 ──────

（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）

同左
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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12月31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 116,433 111,449 △4,984 100,433 98,810 △1,623

合計 116,433 111,449 △4,984 100,433 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12月31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

投資事業組合出資金 243,587 229,298

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成19年12月31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。

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

－ 25 －



（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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）

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

　該当事項はありません。

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

 提出会社

平成11年
ストック・オプション

 提出会社

平成14年①
ストック・オプション

 提出会社

平成14年②
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役４名

当社の従業員８名 

 

当社の監査役３名

当社の従業員28名

当社の臨時従業員７名

当社の取締役４名

当社の従業員30名

当社の臨時従業員９名

株式の種類別のストック・オ

プション数　(注)1、2
普通株式6,000株 普通株式1,585株 普通株式1,840株

付与日 平成11年４月15日 平成14年７月25日 平成14年10月22日

権利確定条件

付与日（平成11年４月15

日）から権利確定日（平成

13年４月30日）まで継続し

て勤務していること。

付与日（平成14年７月25日）

から権利確定日（平成16年７

月31日）まで継続して勤務し

ていること。

付与日（平成14年10月25日）

から権利確定日（平成16年10

月31日）まで継続して勤務し

ていること。

対象勤務期間

付与日（平成11年４月15日）

から権利確定日（平成13年４

月30日）

付与日（平成14年７月25日）

から権利確定日（平成16年７

月31日）

付与日（平成14年10月22日）

から権利確定日（平成16年10

月31日）

権利行使期間

５年間（自 平成13年５月１

日 至 平成18年４月30日）た

だし、権利確定後退職した場

合は、その権利を失う。

５年間（自 平成16年８月１

日 至 平成21年７月31日）た

だし、権利確定後退職した場

合は、その権利を失う。

５年間（自 平成16年11月１

日 至 平成21年10月31日）た

だし、権利確定後退職した場

合は、その権利を失う。

権利行使価格（円） 11,669 58,870 38,000

付与日における公正な評価単

価（円）
－ － －
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 提出会社

平成15年①
ストック・オプション

 提出会社

平成15年②
ストック・オプション

 提出会社

平成16年①
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役４名

当社の従業員34名

当社の臨時従業員10名

当社の取締役４名

当社の監査役３名

当社の従業員42名

当社の臨時従業員10名

当社の取締役４名

当社の監査役３名

当社の従業員38名

当社の臨時従業員22名

株式の種類別のストック・オ

プション数　(注)1、2
普通株式1,825株 普通株式2,975株 普通株式3,325株

付与日 平成15年１月28日 平成15年４月７日 平成16年５月１日

権利確定条件

付与日（平成15年１月28日）

から権利確定日（平成17年１

月31日）まで継続して勤務し

ていること。

付与日（平成15年４月７日）

から権利確定日（平成17年４

月30日）まで継続して勤務し

ていること。

付与日（平成16年５月１日）

から権利確定日（平成18年４

月30日）まで継続して勤務し

ていること。

対象勤務期間

付与日（平成15年１月28日）

から権利確定日（平成17年１

月31日）

付与日（平成15年４月７日）

から権利確定日（平成17年４

月30日）

付与日（平成16年５月１日）

から権利確定日（平成18年４

月30日）

権利行使期間

５年間（自 平成17年２月１

日 至 平成22年１月31日）た

だし、権利確定後退職した場

合は、その権利を失う。

５年間（自 平成17年５月１

日 至 平成22年４月30日）た

だし、権利確定後退職した場

合は、その権利を失う。

５年間（自 平成18年５月１

日 至 平成23年４月30日）た

だし、権利確定後退職した場

合は、その権利を失う。

権利行使価格（円） 31,800 29,600 60,200

付与日における公正な評価単

価（円）
－ － －

 提出会社

平成16年②
ストック・オプション

 提出会社

平成17年
ストック・オプション

 提出会社

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役３名

当社の監査役３名

当社の従業員36名

当社の臨時従業員37名

当社の取締役５名

当社の監査役４名

当社の従業員37名

当社の臨時従業員40名

当社の取締役５名

当社の監査役４名

当社の従業員42名

当社の臨時従業員37名

株式の種類別のストック・オ

プション数　(注)1、2
普通株式1,750株 普通株式1,625株 普通株式4,654株

付与日 平成16年12月１日 平成17年６月１日 平成18年３月28日

権利確定条件

付与日（平成16年12月１日）

から権利確定日（平成18年11

月30日）まで継続して勤務し

ていること。

付与日（平成17年６月１日）

から権利確定日（平成19年５

月31日）まで継続して勤務し

ていること。

付与日（平成18年３月28日）

から権利確定日（平成20年３

月31日）まで継続して勤務し

ていること。

対象勤務期間

付与日（平成16年12月１日）

から権利確定日（平成18年11

月30日）

付与日（平成17年６月１日）

から権利確定日（平成19年５

月31日）

付与日（平成18年３月28日）

から権利確定日（平成20年３

月31日）

権利行使期間

５年間（自 平成18年12月１

日 至 平成23年11月30日）た

だし、権利確定後退職した場

合は、その権利を失う。

５年間（自 平成19年６月１

日 至 平成24年５月31日）た

だし、権利確定後退職した場

合は、その権利を失う。

５年間（自 平成20年４月１

日 至 平成25年３月31日）た

だし、権利確定後退職した場

合は、その権利を失う。

権利行使価格（円） 43,800 59,640 34,063

付与日における公正な評価単

価（円）
－ － －

 (注）1．株式数に換算して記載しております。

      2．平成17年５月20日付けで１株につき５株の株式分割を行っております。
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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３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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）

 
映像・音楽
制作事業 

  
 （千円）

 
その他
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
2,161,144 587,323 1,814,093 40,072 4,602,633 － 4,602,633

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

4,633 21,120 14,887 － 40,640 （40,640) －

計 2,165,777 608,443 1,828,980 40,072 4,643,274 （40,640) 4,602,633

 営業費用 1,655,326 516,529 1,855,881 68,305 4,096,043 278,162 4,374,205

営業利益

（又は営業損失）
510,451 91,913 △26,900 △28,233 547,231 (318,803) 228,427

　（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 

 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

 その他事業  携帯電話ユーザー及びパソコンユーザーへの通信販売

 　　　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、318,803千円であり、

　　　　　 その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。

５．従来のコマース事業は、売上高及び営業損益に及ぼす影響が減少したため、当四半期連結会計期間よりその

他事業として表示しております。

６．「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　４　会計処理基準に関する事項　（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（会計方針の変更）」に記載のとおり、法人税法の改正に

伴い、当四半期連結会計期間より、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。

なお、当該変更による影響額は軽微であります。

７．「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　４　会計処理基準に関する事項　（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（追加情報）」に記載のとおり、法人税法改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した資産については、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。

なお、当該変更による影響額は軽微であります。
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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12月31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12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。

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３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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 17,041円84銭

１株当たり四半期純損

失
689円20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。

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３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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） 8,207,400 8,652,739

純資産の部の合計額控除する金額

（千円）
289,796 248,452

（うち少数株主持分） （289,796)  （248,452)  

普通株式に係る四半期末（期末）の純

資産額（千円）
7,917,604 8,404,286

普通株式の発行済株式数（株） 466,300 466,300

普通株式の自己株式数（株） 1,702 －

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）
464,598 466,300

　（注）２．１株当たり四半期（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３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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
  

四半期純損失又は当期純損失（千円） 321,247 66,604

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る四半期純損失

又は当期純損失（千円）
321,247 66,604

期中平均株式数（株） 466,114 466,267

   

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6,339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３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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）

 該当事項はありません。  該当事項はありません。
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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３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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  5,111,991   5,555,552   5,172,557   

２．売掛金  940,520   919,934   940,361   

３．棚卸資産  30,425   1,528   4,621   

４．関係会社貸付金  380,000   153,255   187,499   

５．その他  264,771   117,448   192,934   

６．貸倒引当金  △5,831   △5,274   △5,442   

流動資産合計   6,721,876 70.7  6,742,445 78.7  6,492,533 71.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）器具備品  99,665   134,549   155,743   

(2）その他  35,184   30,700   33,525   

有形固定資産合計   134,850 1.4  165,250 1.9  189,268 2.1

２．無形固定資産   51,531 0.5  98,016 1.2  37,364 0.4

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,375,347   767,336   1,156,987   

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

(3）関係会社長期貸
付金

 －   176,000   180,000   

(4）その他  227,857   369,800   223,451   

(5）貸倒引当金  －   △150,000   △150,000   

(6）出資金損失引当
金

 －   △104,489   －   

投資その他の資産
合計

  2,603,204 27.4  1,558,648 18.2  2,410,439 26.4

固定資産合計   2,789,586 29.3  1,821,914 21.3  2,637,073 28.9

資産合計   9,511,463 100.0  8,564,359 100.0  9,129,607 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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  464,287   399,659   427,065   

２．賞与引当金  15,691   18,089   26,669   

３．その他 ※２ 172,087   256,681   192,817   

流動負債合計   652,067 6.9  674,430   646,551 7.1

負債合計   652,067 6.9  674,430 7.9  646,551 7.1

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,345,562 35.2  3,345,562 39.1  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 34.4  3,272,720 38.2  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  2,237,789   1,288,130   1,857,893   

利益剰余金合計   2,237,789 23.5  1,288,130 15.0  1,857,893 20.4

４．自己株式   － －  △20,515 △0.2  － －

株主資本合計   8,856,072 93.1  7,885,898 92.1  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

  3,323 0.0  4,030 0.0  6,879 0.1

　評価・換算差額等合計   3,323 0.0  4,030 0.0  6,879 0.1

純資産合計   8,859,395 93.1  7,889,929 92.1  8,483,056 92.9

負債純資産合計   9,511,463 100.0  8,564,359 100.0  9,129,607 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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   2,770,516 100.0  2,631,967 100.0  3,688,448 100.0

Ⅱ　売上原価   1,728,798 62.4  1,592,046 60.5  2,291,462 62.1

売上総利益   1,041,717 37.6  1,039,921 39.5  1,396,985 37.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   871,652 31.5  798,878 30.3  1,145,890 31.1

営業利益   170,065 6.1  241,043 9.2  251,095 6.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  18,251 0.7  24,469 0.9  29,487 0.8

Ⅴ　営業外費用   5,538 0.2  15,006 0.6  6,928 0.2

経常利益   182,778 6.6  250,506 9.5  273,655 7.4

Ⅵ　特別利益   － 0.0  21,609 0.8  － －

Ⅶ　特別損失 ※３  4,726 0.2  582,343 22.1  459,398 12.5

税引前四半期（当
期）純利益又は純損
失（△：損失）

  178,052 6.4  △310,226 △11.8  △185,743 △5.0

法人税、住民税及び
事業税

 77,314   125,890   103,287   

法人税等調整額  3,004 80,318 2.9 △6,244 119,645 4.5 △6,868 96,419 2.6

四半期（当期）純利
益又は純損失（△：
損失）

  97,733 3.5  △429,872 △16.3  △282,162 △7.6
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(3）四半期株主資本等変動計算書

　前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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

第３四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（△） － － － － 97,733 97,733 97,733

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
2,567 2,566 － 2,566 △42,024 △42,024 △36,890

平成18年12月31日　残高（千円） 3,345,562 2,972,720 300,000 3,272,720 2,237,789 2,237,789 8,856,072

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３四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（△） － － 97,733

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
△128 △128 △128

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
△128 △128 △37,019

平成19年12月31日　残高（千円） 3,323 3,323 8,859,395

 （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３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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

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３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － － － － －

剰余金の配当 － － － － △139,890 △139,890 － △139,890

四半期純利益又は純損失（△） － － － － △429,872 △429,872 － △429,872

自己株式の取得 － － － － － － △20,515 △20,515

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － － － △569,762 △569,762 △20,515 △590,277

平成19年12月31日　残高（千円） 3,345,562 2,972,720 300,000 3,272,720 1,288,130 1,288,130 △20,515 7,885,898

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３四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（△） － － △429,872

自己株式の取得 － － △20,515

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
△2,848 △2,848 △2,848

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
△2,848 △2,848 △593,126

平成19年12月31日　残高（千円） 4,030 4,030 7,889,929
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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３四半期会計期間より作成して

いるため、前第３四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19年４月１日
至　平成19年12月31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。

(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

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（金融商品取引法第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

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。

 (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

 

  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19年４月１日
至　平成19年12月31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  

  （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当四半

期会計期間より、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。

 なお、当該変更による影響額は

軽微であります。

 （追加情報）

 法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

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。

　なお、当該変更による影響額は

軽微であります。

─────

 (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。
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項目
当四半期会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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。

 (3）出資金損失引当金

　出資金損失引当金は、匿名組合

に対する出資金簿価と回収可能額

を勘案し、将来発生する可能性の

ある損失を見積り、必要と認めら

れる額を引き当てております。

(3）　　　─────

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３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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。
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31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

253,944千円

※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３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 20,379千円

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 45,358千円

無形固定資産    19,421千円

有形固定資産 49,472千円

無形固定資産 21,439千円

※３　特別損失のうち主要なもの

関係会社株式評価損 477,000千円

出資金損失引当金繰

入額

104,489千円

※３　特別損失のうち主要なもの

関係会社株式評価損 213,000千円

貸倒引当金繰入額 105,000千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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）

当第３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数（株）

普通株式 － 1,702 － 1,702

合計 － 1,702 － 1,702

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,702株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31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３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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。

 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３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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 16,982円27銭

１株当たり四半期純損

失
922円24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。

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３四半期会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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） 7,889,929 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）
7,889,929 8,483,056

普通株式の発行済株式数（株） 466,300 466,300

普通株式の自己株式数（株） 1,702 －

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）
464,598 466,300

　（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３四半期会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31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（△）
  

四半期純損失又は当期純損失（千円） 429,872 282,162

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る四半期純利益

又は当期純損失（△：損失）（千円）
429,872 282,162

期中平均株式数（株） 466,114 466,267

   

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6,339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３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

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。  該当事項はありません。
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