
平成20年12月期 第１四半期財務・業績の概況 

平成20年４月30日 
 

 
 

 （百万円未満切捨て） 

１．平成20年12月期第１四半期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年３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12月期第１四半期 1,345 △78.2 △249 － △267 － △223 －
19年12月期第１四半期 6,176 △62.9 203 △74.4 4 △99.4 △255 －

19年12月期 10,495 － 335 － 167 － 325 －
 

 
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12月期第１四半期 △95 73 －
19年12月期第１四半期 △107 41 －

19年12月期 137 36 －
 
(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12月期第１四半期 10,079 8,375 83.1 3,587 01
19年12月期第１四半期 12,866 8,574 66.6 3,605 52

19年12月期 10,578 8,907 83.8 3,797 35
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

 円 銭

19年12月期第１四半期 －

20年12月期第１四半期 －

 

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 【参考】 

（％表示は、対前期増減率） 

 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
通期 5,000 △52.4 500 49.1 500 197.9 500 53.6 214 14

※平成20年12月期中間期の業績予想につきましては、当社は年次で業績管理を行う方針の為、現時点においては、業績予想の開示
を控えさせて頂いております。 
 

上場会社名 株式会社フォーサイド・ドット・コム 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 2330 ＵＲＬ http://www.for-side.com/

代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名）安嶋 幸直 
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名）飯田 潔 ＴＥＬ (03) 5339－5211
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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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 
 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

 

※ 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 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日）の業績については、下記の

とおりであります。  

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題による欧米金融市場に与え

る影響が深刻化し、世界経済の混乱は長期間に及んでおります。また、急速な円高に伴う輸出関連企業の業

績悪化や原油価格の高騰等の影響により個人消費は鈍化の兆候が見られ、景気の先行は不透明な状況で推移

致しました。 

一方、当社を取り巻く事業環境と致しましては、国内における携帯電話加入者数が、平成19年３月末時点

で9,671万人であったものが平成20年３月末時点では1億272万人（前年同月比6.2％増）と堅調に推移す

る中、第３世代携帯電話（３Ｇ）の加入者数は、平成19年３月末現在の6,990万人から、平成20年３月末

時点では8,805万人（前年同月比26.0％増）と大幅に増加しており、携帯電話加入者の約85％まで普及が進

んでおります。（出所：社団法人電気通信事業者協会） 

このような状況の中、当社は激変するモバイル市場にいち早く対応し競争価値を高めるために、国内外の

グループ全体で第２世代携帯電話（２Ｇ）事業を撤退し、国内単体事業への回帰を行うことを目的として、

前期より引き続き子会社の非連結化に向けた取り組みを推進しております。なお、北米地域のZingy,Inc.に

つきましては早期に株式売却を完了させる予定であります。 

国内単体事業におきましては、販売チャンネルの拡大を目的とした他社との協業サイトの立ち上げ、顧客

獲得に向けた効率的なプロモーション戦略の実施や配信素材数の充実に向けたアグリゲーション展開を推進

し、売上高の拡大に注力して参りました。また、競争価値向上のために音楽、映像や書籍等のコンテンツ投

資だけでなく、携帯電話の通信速度向上、さらにハイスペックな携帯端末の発売によって大幅に需要が期待

されているＦＬＡＳＨ関連素材等のコンテンツの企画・制作と同時に、映像や音楽等のソフト投資の絞込み

による効率化や制作コストの削減を推し進めました。 

このような事業環境の中で、当第１四半期連結会計期間の業績と致しまして売上高は 1,345,514 千円（前

年同期売上高6,176,940千円）営業損失は249,355千円（前年同期営業利益203,101千円）経常損失は267,311

千円（前年同期経常利益4,203千円）当四半期純損失は223,515千円（前年同期純損失255,266千円）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。 

① コンテンツ事業 

国内コンテンツ事業につきましては、過去に蓄積したノウハウとソフト資産を活用し、ハイスペック携

帯端末向けの着うた®や着うたフル®、電子書籍等の３Ｇコンテンツの販売強化を行って参りました。また、

NTTドコモの「FOMA®」904iシリーズ以降の「うた・ホーダイＴＭ」配信サービスにおいて他社との協業によ

る公式コンテンツサイトの展開を強化致しました。海外コンテンツ事業につきましては、前期におけるリ

ストラクチャリングの影響により売上高は減少致しました。 

この結果、売上高は1,145,853千円（前年同期売上高5,943,637千円）となり、営業損失は131,651千

円（前年同期営業利益332,602千円）となりました。 

 

② マスターライツ事業 

競争価値向上のためにエンターテイメント性の高い音楽、映像、書籍、イベント等のマスターライツ投

資を効率的に実施しキラーコンテンツの確保を推進致しました。また、自社のマスターライツを配信する

取引先の拡大やアグリゲーションの強化によりノンパッケージ配信の売上が成長いたしました。また、原

価抑制のためにパッケージ販売は縮小致し、利益率は大幅に改善致しました。 

この結果、売上高は199,661千円（前年同期売上高240,399千円）となり、営業利益は64,093千円（前

年同期営業利益6,638千円）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。 

① 日本 

単体コンテンツ事業、マスターライツ事業が順調に推移したことにより大幅に売上高は成長いたしまし

た。一方、売上規模の拡大に向けた積極的なプロモーション戦略を実施しております。 

この結果、売上高は1,098,606千円（前年同期売上高621,030千円）となり、営業損失は180,772千円

（前年同期営業利益70,366千円）となりました。 

② 北米 

当地域セグメントのZingy,Inc.において、前期に実施した事業の再編、リストラクチャリングの影響に

より売上高は減少しております。 

この結果、売上高は246,908千円（前年同期売上高1,030,964千円）となり、営業損失は69,225千円（前

年同期営業損失52,763千円）となりました。 

なお、当セグメントは「北中南米」と表記しておりましたが、前期において北米地域以外の子会社が連

結から外れているため、今期より「北米」と表記しております。また、括弧内は前期の表記と同様に「北

中南米」地域の前年同期における数値を記載しております。 

 

*「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニーミュージックエンタテイメントの登録商標です。 

*「FOMA®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。 

*「うた・ホーダイＴＭ」は、株式会社NTTドコモの商標です。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況のうち前第１四半期連結会計期間末と

比較し変動がある項目は主に以下のとおりであります。 

 総資産の状況は、前第１四半期連結会計期間末と比較し2,786,785千円減の10,079,845千円となりました。

主な要因と致しましては、前期において米国子会社の買収金額の一部未払金の支払い及び配当の実施並びに

自己株取得を行った事等により現金が減少したことが挙げられます。 

  負債の状況は、前第１四半期連結会計期間末と比較し2,591,061千円減の1,701,017千円となりました。

主な要因と致しましては、前述の米国子会社の買収金額の一部未払金の支払いによるものであります。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
通期の業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しているため、平成 20 年２月 26 日に発表以降、変
更はありません。 

 

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） 

 該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 該当事項はありません。 

 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 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 
（単位：千円・単位未満切捨） 

前第１四半期 

連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

当第１四半期 

連結会計期間末 

（平成20年３月31日） 

増減 

（参考） 

前連結会計年度末 

（平成19年12月31日） 科目 

金額 
構成比

（％）
金額 

構成比

（％）
金額 

増減比 

（％） 
金額 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金 9,263,285 7,443,676 △1,819,609  7,567,378

 ２ 売掛金 1,372,283 1,274,830 △97,452  1,677,430

 ３ 前払費用 77,796 113,683 35,886  71,192

 ４ 未収入金 105,208 76,823 △28,385  86,184

 ５ コンテンツ資産 356,504 549,200 192,696  486,069

 ６ その他流動資産 1,243,722 101,713 △1,142,009  116,279

   貸倒引当金 △138,135 △16,431 121,703  △27,173

  流動資産合計 12,280,665 9,543,496 △2,737,169  9,977,361

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 18,600 40,491 21,890  34,900

 ２ 無形固定資産 98,350 0.8 175,141 1.7 76,790 78.1 160,347 1.5

 ３ 投資その他の資産 469,013 3.6 320,716 3.2 △148,297 △31.6 405,674 3.9

  固定資産合計 585,965 4.6 536,349 5.3 △49,616 △8.5 600,922 5.7

  資産合計 12,866,630 100.0 10,079,845 100.0 △2,786,785 △21.7 10,578,284 100.0
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前第１四半期 

連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

当第１四半期 

連結会計期間末 

（平成20年３月31日） 

増減 

（参考） 

前連結会計年度末 

（平成19年12月31日） 科目 

金額 
構成比

（％）
金額 

構成比

（％）
金額 

増減比 

（％） 
金額 

構成比

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 １ 買掛金 439,633 422,654 △16,978  445,893

 ２ 短期借入金 98,000 － △98,000  －

 ３ 未払金 566,441 730,742 164,301  384,857

 ４ 未払費用 629,499 354,137 △275,362  618,052

 ５ 前受金 23,180 21,943 △1,236  36,106

 ６ 賞与引当金 4,644 9,495 4,851  －

 ７ その他流動負債 2,384,108 70,601 △2,313,506  78,197

  流動負債合計 4,145,507 32.2 1,609,576 16.0 △2,535,931  1,563,108 14.8

Ⅱ 固定負債   

 １ その他固定負債 146,570 91,440 △55,129  104,188

  固定負債合計 146,570 1.1 91,440 0.9 △55,129 △37.6 104,188 1.0

  負債合計 4,292,078 33.4 1,701,017 16.9 △2,591,061 △60.4 1,667,296 15.8

 （純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金 39,561,857 307.4 9,017,101 89.5 △30,544,756 △77.2 9,017,101 85.3

 ２ 資本剰余金 9,890,464 76.9 － － △9,890,464 △100.0 － －

 ３ 利益剰余金 △40,829,665 △317.3 △897,378 △8.9 39,932,286 － △535,242 △5.0

 ４ 自己株式 △402,077 △3.1 － － 402,077 － － －

  株主資本合計 8,220,578 63.9 8,119,722 80.6 △100,856 △1.2 8,481,858 80.2

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券評価差額

金 
△88,165 △0.6 △116,165 △1.2 △28,000 － △96,165 △0.9

 ２ 為替換算調整勘定 436,651 3.4 371,840 3.7 △64,810 △14.8 480,829 4.5

  評価・換算差額等合計 348,486 2.7 255,675 2.5 △92,810 △26.6 384,664 3.6

Ⅲ 少数株主持分 5,486 0.4 － － △5,486 △100.0 40,556 0.4

  純資産合計 8,574,551 66.6 8,375,398 83.1 △199,153 △2.3 8,907,079 84.2

  負債、純資産合計 12,866,630 100.0 10,076,415 100.0 △2,790,215 △21.7 10,574,375 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 
（単位：千円・単位未満切捨） 

前第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成19年１月１日

 至 平成19年３月31日)

当第１四半期 

連結会計期間 

(自 平成20年１月１日

 至 平成20年３月31日)

増減 

（参考） 

前連結会計年度末 

(自 平成19年１月１日

 至 平成19年12月31日)
科目 

金額 
百分比

(％) 
金額 

百分比

(％) 
金額 

増減比 

（％） 
金額 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高 6,176,940 100.0 1,345,514 100.0 △4,831,426 △78.2 10,495,900 100.0

Ⅱ 売上原価 793,053 12.8 426,161 31.7 △366,892 △46.3 2,450,789 23.4

  売上総利益 5,383,887 87.1 919,353 68.3 △4,464,534 △82.9 8,045,110 76.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,180,786 83.8 1,168,709 86.9 △4,012,077 △77.4 7,709,868 73.4

  営業利益又は営業損失

(△) 
203,101 3.2 △249,355 △18.5 △452,457 － 335,242 3.2

Ⅳ 営業外収益 32,108 0.5 25,125 1.9 △6,983 △21.7 85,855 0.8

Ⅴ 営業外費用 231,006 3.7 43,081 3.2 △187,925 △81.4 253,228 2.4

  経常利益又は経常損失

(△) 
4,203 0.1 △267,311 △19.9 △271,515 － 167,868 1.6

Ⅵ 特別利益 164,066 2.6 68,447 5.1 △95,619 △58.3 1,352,899 12.9

Ⅶ 特別損失 596,500 9.6 16,402 1.2 △580,098 △97.3 1,234,315 11.8

  税金等調整前四半期 

（当期）純利益又は 

税金等調整前四半期 

（当期）純損失(△) 

△428,230 △6.9 △215,266 △16.0 212,963 － 286,452 2.7

  税金費用 41,085 0.6 8,249 0.6 △32,835 △79.9 33,268 0.3

  少数株主損失 214,048 △3.6 － － 214,048 － 72,378 △0.7

  四半期（当期）純 

利益又は四半期（当 

期）純損失(△) 

△255,266 △4.1 △223,515 △16.6 31,750 － 325,562 3.1
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(3) 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19年１月１日 至 平成19年３月31日) 

（単位：千円・単位未満切捨） 

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12月31日 残高 39,561,857 29,611,119 △60,295,368 △402,077 8,475,530

当第１四半期変動額  

 資本準備金減少差益取崩額 △19,720,654 19,720,654  －

 四半期純利益又は四半期純損失 

（△） 
△255,266  △255,266

 連結子会社の減少に伴う利益剰 

余金の増減 
 －

 連結範囲の変更に伴う利益剰余 

金増加高 
314  314

 株主資本以外の項目の当第１四半期

連結会計年度中の変動額（純額） 
 －

 
当第１四半期変動額合計 － △19,720,654 19,465,703 － △254,951
 
平成19年３月31日 残高 39,561,857 9,890,464 △40,829,665 △402,077 8,220,578

 

（単位：千円･単位未満切捨） 

評価・換算差額等 

 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 

少数株主持分 純資産合計 

 
平成18年12月31日 残高 △83,165 4,363,142 4,279,977 86,989 12,842,497

当第１四半期変動額  

 資本準備金減少差益取崩額  －

 四半期純利益又は四半期純損失 

（△） 
 △255,266

 連結子会社の減少に伴う利益剰 

余金の増減 
 －

 連結範囲の変更に伴う利益剰余 

金増加高 
 314

 株主資本以外の項目の当第１四半期

連結会計年度中の変動額（純額） 
△5,000 △3,926,491 △3,931,491 △81,503 △4,012,994

 
当第１四半期変動額合計 △5,000 △3,926,491 △3,931,491 △81,503 △4,267,946
 
平成19年３月31日 残高 △88,165 436,651 348,486 5,486 8,574,551
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当第１四半期連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日) 

（単位：千円・単位未満切捨） 

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12月31日 残高 9,017,101 － △535,242 － 8,481,858

当第１四半期変動額  

 剰余金の配当 △123,750  △123,750

 四半期純利益又は四半期純損失 

（△） 
△223,515  △223,515

 連結範囲の変更に伴う利益剰余金減

少高 
△14,869  △14,869

 株主資本以外の項目の当第１四半期

連結会計年度中の変動額（純額） 
 －

 
当第１四半期変動額合計 － － △362,136 － △362,136
 
平成20年３月31日 残高 9,017,101 － △897,378 － 8,119,722

 

（単位：千円・単位未満切捨） 

評価・換算差額等 

 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 

少数株主持分 純資産合計 

 
平成19年12月31日 残高 △96,165 480,829 384,664 40,556 8,907,079

当第１四半期変動額  

 剰余金の配当 － － － － △123,750

 四半期純利益又は四半期純損失 

（△） 
－ － － － △223,515

 連結範囲の変更に伴う利益剰余金減

少高 
－ － － － △14,869

 株主資本以外の項目の当第１四半期

連結会計年度中の変動額（純額） 
△20,000 △108,988 △128,988 △40,556 △169,545

 
当第１四半期変動額合計 △20,000 △108,988 △128,988 △40,556 △531,681
 
平成20年３月31日 残高 △116,165 371,840 255,675 － 8,375,398
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前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

（単位：千円・単位未満切捨） 

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12月31日 残高 39,561,857 29,611,119 △60,295,368 △402,077 8,475,530

連結会計年度中の変動額  

 欠損てん補のための減資 △30,544,756 30,544,756  －

 欠損てん補のための資本準備金取崩 △9,890,464 9,890,464  －

 欠損てん補のためのその他資本剰余

金取崩 
△19,720,654 19,720,654  －

 剰余金の配当 △173,495  △173,495

 当期純利益 325,562  325,562

 自己株式の取得 △145,738 △145,738

 自己株式の消却 △547,816 547,816 －

 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 △30,544,756 △29,611,119 59,760,126 402,077 6,328
 
平成19年12月31日 残高 9,017,101 － △535,242 － 8,481,858

 

（単位：千円・単位未満切捨） 

評価・換算差額等 

 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 

少数株主持分 純資産合計 

 
平成18年12月31日 残高 △83,165 4,363,142 4,279,977 86,989 12,842,497

連結会計年度中の変動額  

 欠損てん補のための減資  －

 欠損てん補のための資本準備金取崩  －

 欠損てん補のためのその他資本剰余

金取崩 
 －

 剰余金の配当  △173,495

 当期純利益  325,562

 自己株式の取得  △145,738

 自己株式の消却  －

 株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
△13,000 △3,882,312 △3,895,312 △46,432 △3,941,745

 
連結会計年度中の変動額合計 △13,000 △3,882,312 △3,895,312 △46,432 △3,935,417
 
平成19年12月31日 残高 △96,165 480,829 384,664 40,556 8,907,079
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（４）（セグメント情報） 

①【事業の種類別セグメント情報】 

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

（単位：千円・単位未満切捨） 

 コンテンツ事業 
マスターライツ 

事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 5,943,173 238,076 6,181,250 △4,309 6,176,940

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高 
463 2,323 2,786 △2,786 －

計 5,943,637 240,399 6,184,036 △7,096 6,176,940

営業費用 5,611,034 233,760 5,844,795 129,044 5,973,839

  営業利益及び営業損失（△） 332,602 6,638 339,241 △136,140 203,101

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

（単位：千円・単位未満切捨） 

 コンテンツ事業 
マスターライツ 

事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 1,145,853 199,661 1,345,514 － 1,345,514

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ － － － －

計 1,145,853 199,661 1,345,514 － 1,345,514

営業費用 1,277,504 135,568 1,413,072 181,797 1,594,870

  営業利益及び営業損失（△） △131,651 64,093 △67,558 △181,797 △249,355

 

前連結会計年度（自 平成19年１月１日 至  平成19年12月31日） 

（単位：千円・単位未満切捨） 

 コンテンツ事業 
マスターライツ 

事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 9,632,480 863,420 10,495,900 － 10,495,900

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ － － － －

計 9,632,480 863,420 10,495,900 － 10,495,900

営業費用 8,614,244 783,253 9,397,497 763,160 10,160,658

  営業利益及び営業損失（△） 1,018,235 80,167 1,098,402 △763,160 335,242
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②【所在地別セグメント情報】 

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

（単位：千円・単位未満切捨） 

 日本 北中南米 欧州 アジア その他 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高    

(1) 外部顧客に対する売上高 618,706 1,030,964 3,675,807 5,097 850,672 6,181,250 △4,309 6,176,940

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高 
2,323 － － 463 － 2,786 △2,786 －

計 621,030 1,030,964 3,675,807 5,560 850,672 6,184,036 △7,096 6,176,940

営業費用 550,664 1,083,728 3,394,993 5,903 809,505 5,844,795 129,044 5,973,839

  営業利益及び営業損失（△） 70,366 △52,763 280,814 △342 41,167 339,241 △136,140 203,101

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

（単位：千円・単位未満切捨） 

 日本 北米 欧州 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 1,098,606 246,908 － 1,345,514 － 1,345,514

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ －

－
－ － －

計 1,098,606 246,908 － 1,345,514 － 1,345,514

営業費用 1,279,378 316,134 11,873 1,607,386 △12,516 1,594,870

  営業利益及び営業損失（△） △180,772 △69,225 △11,873 △261,872 12,516 △249,355

                   

前連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

（単位：千円・単位未満切捨） 

 日本 北中南米 欧州 アジア その他 計 
消去又は 

全社 
連結 

売上高    

(1) 外部顧客に対する売上高 2,803,071 3,163,273 3,675,807 3,074 850,672 10,495,900 － 10,495,900

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ － － － － － － －

計 2,803,071 3,163,273 3,675,807 3,074 850,672 10,495,900 － 10,495,900

営業費用 2,441,267 2,740,995 3,399,825 5,903 809,505 9,397,497 763,160 10,160,658

  営業利益及び営業損失（△） 361,803 422,278 275,982 △2,829 41,167 1,098,402 △763,160 335,242
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③【海外売上高】 

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

（単位：千円・単位未満切捨） 

 北中南米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,030,964 3,675,807 5,097 850,672  5,562,543 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  6,176,940 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
16.7 59.5 0.1 13.8  90.1 

 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

（単位：千円・単位未満切捨） 

 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 246,908 246,908 

Ⅱ 連結売上高（千円） － 1,345,514 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
18.4 18.4 

 

 

前連結会計年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

（単位：千円・単位未満切捨） 

 北中南米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 3,163,273 3,675,807 3,074 850,672  7,692,828 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  10,495,900 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
30.1 35.0 0.0 8.1  73.3 
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個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
（単位：千円・単位未満切捨） 

前第１四半期 

会計期間末 

（平成19年３月31日） 

当第１四半期 

会計期間末 

（平成20年３月31日） 

増減 

（参考） 

前事業年度末 

（平成19年12月31日） 科目 

金額 
構成比

（％）
金額 

構成比

（％）
金額 

増減比 

（％） 
金額 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １ 現金及び預金 8,389,012 6,760,330 △1,628,681  7,062,998

 ２ 売掛金 534,530 958,881 424,350  706,648

 ３ たな卸資産 6,497 7,752 1,255  8,094

 ４ コンテンツ資産 293,850 549,200 255,350  418,125

 ５ 前渡金 － 840 840  6,720

 ６ 未収入金 2,072,481 88,043 △1,984,438  77,303

 ７ 未収法人税等 763,129 － △763,129  －

 ８ 短期貸付金 3,395,396 － △3,395,396  －

 ９ その他 224,589 133,101 △91,488  94,184

   貸倒引当金 △4,690,006 △9,924 4,680,082  △6,535

  流動資産合計 10,989,481 83.6 8,488,225 81.4 △2,501,255 △22.8 8,367,539 80.3

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 18,277 26,101 7,823  26,773

 ２ 無形固定資産 97,226 133,555 36,329  118,607

 ３ 投資その他の資産   

  (1)投資有価証券 256,000 228,000 △28,000  248,000

  (2)関係会社株式 1,544,967 1,464,735 △80,232  1,464,735

  (3)破産更生債権等 219,263 343,234 123,971  343,234

  (4)その他 234,897 89,356 △145,540  187,158

   貸倒引当金 △219,263 △340,546 △121,282  △340,546

 投資その他の資産合計 2,035,864 1,784,780 △251,084  1,902,582

  固定資産合計 2,151,368 16.4 1,944,437 18.6 △206,931 △9.6 2,047,963 19.7

  資産合計 13,140,850 100.0 10,432,662 100.0 △2,708,187 △20.6 10,415,502 100.0
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前第１四半期 

会計期間末 

（平成19年３月31日） 

当第１四半期 

会計期間末 

（平成20年３月31日） 

増減 

（参考） 

前事業年度末 

（平成19年12月31日） 科目 

金額 
構成比

（％）
金額 

構成比

（％）
金額 

増減比 

（％） 
金額 

構成比

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 １ 買掛金 231,309 380,452 149,143  310,278

 ２ 短期借入金 98,000 － △98,000  －

 ３ 未払金 3,829,318 732,025 △3,097,292  495,580

 ４ 未払費用 23,531 － △23,531  －

 ５ 未払法人税等 3,142 5,695 2,552  11,585

 ６ 前受金 23,180 21,943 △1,236  36,106

 ７ 預り金 23,332 51,783 28,451  56,000

 ８ 事業再生損失引当金 150,353 － △150,353  －

 ９ その他 23,843 12,112 △11,730  4,975

  流動負債合計 4,406,011 33.5 1,204,014 11.5 △3,201,996 △72.7 914,526 8.8

 Ⅱ 固定負債 96,257 0.7 63,933 0.6 △32,324 △33.6 70,774 0.7

  負債合計 4,502,269 34.3 1,267,947 12.2 △3,234,321 △71.8 985,301 9.5

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金 39,561,857 301.1 9,017,101 86.4 △30,544,756 △77.2 9,017,101 86.6

 ２ 資本剰余金   

  (1)資本準備金 9,890,464 －  －

  資本剰余金合計 9,890,464 75.3 － － △9,890,464 △100.0 － －

 ３ 利益剰余金   

  (1)利益準備金 － 29,724  17,349

  (2)その他利益剰余金 △40,323,498 234,054  491,915

  利益剰余金合計 △40,323,498 △306.9 263,778 2.5 40,587,277 － 509,264 4.8

 ４ 自己株式 △402,077 △3.1 － － 402,077 － － －

  株主資本合計 8,726,745 66.4 9,280,879 89.0 554,133 6.3 9,526,365 91.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券評価差額

金 
△88,165 △0.7 △116,165 △1.1 △28,000 － △96,165 △0.9

  評価・換算差額等合計 △88,165 △0.7 △116,165 △1.1 △28,000 － △96,165 △0.9

  純資産合計 8,638,580 65.7 9,164,714 87.8 526,133 6.1 9,430,200 90.5

  負債、純資産合計 13,140,850 100.0 10,432,662 100.0 △2,708,187 △20.6 10,415,502 100.0
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(2) 四半期損益計算書 
（単位：千円・単位未満切捨） 

前第１四半期 

会計期間 

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年３月31日）

当第１四半期 

会計期間 

（自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日）

増減 

（参考） 

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日）
科目 

金額 
百分比

（％）
金額 

百分比

（％）
金額 

増減比 

（％） 
金額 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高 600,441 100.0 1,098,606 100.0 498,164 83.0 2,721,334 100.0

Ⅱ 売上原価 177,344 29.5 313,855 28.6 136,510 77.0 939,833 34.5

  売上総利益 423,097 70.5 784,750 71.4 361,653 85.5 1,781,500 65.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 545,992 90.9 965,523 87.9 419,531 76.8 2,166,810 79.6

  営業損失 122,895 △20.5 180,772 △16.5 △57,877 － 385,309 △14.1

Ⅳ 営業外収益 98,166 16.3 32,298 2.9 △65,867 △67.1 229,913 8.4

Ⅴ 営業外費用 162,350 27.0 40,205 3.7 △122,145 △75.2 186,542 6.9

  経常損失 187,079 △31.2 188,679 △17.2 △1,599 － 341,938 △12.6

Ⅵ 特別利益 369,070 61.5 77,354 7.0 △291,716 △79.0 1,928,636 70.9

Ⅶ 特別損失 70,268 11.7 10,409 0.9 △59,858 △85.2 352,286 13.0

  税引前四半期(当期)純利益

又は税引前四半期純損失(

△) 

111,722 18.6 △121,735 △11.1 △233,457 － 1,234,411 45.3

  税金費用 － － － － － － 3,834 0.1

  四半期（当期）純利益又は

四半期（当期）純損失(△) 
111,722 18.6 △121,735 △11.1 △233,457 － 1,230,576 45.2

    

 

 


