
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 コモンウェルス・エンターテインメント 上場取引所 JQ 
コード番号 7612 URL http://www.cwe.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 岡田 武

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 （氏名） 塚田 英智 TEL 03-3568-5020

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 758 ― △71 ― △68 ― 31 ―

20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 0.81 ―

20年3月期第1四半期 ― ―

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

21年3月期第1四半期 2,920 2,580 87.7 66.95
20年3月期 5,554 2,549 45.5 66.13

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,560百万円 20年3月期  2,529百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 0.00 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 1,997 ― 123 ― 120 ― 101 ― 2.64
通期 4,114 △54.4 721 68.9 714 67.6 697 45.3 18.23

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．当社は、平成20年第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年3月期第１四半期の数値及び対前期増減率については記載しておりません。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  38,363,220株 20年3月期  38,363,220株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  120,509株 20年3月期  120,108株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  38,242,848株 20年3月期第1四半期  ―株







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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,561,095 2,768,633

受取手形及び売掛金 71,097 2,030,496

商品 120,000 120,000

短期貸付金 384,232 185,432

仮払金 350,279 350

その他 73,482 171,799

貸倒引当金 △76,297 △177,451

流動資産合計 2,483,889 5,099,258

固定資産   

有形固定資産 35,903 23,387

無形固定資産 43,379 68,582

投資その他の資産   

長期貸付金 1,357,224 1,357,224

敷金及び保証金 374,604 380,604

その他 238,003 238,045

貸倒引当金 △1,612,614 △1,612,614

投資その他の資産合計 357,218 363,260

固定資産合計 436,501 455,230

資産合計 2,920,390 5,554,489

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 75,495 2,784,673

未払法人税等 3,003 12,001

引当金 3,811 12,794

その他 194,756 132,369

流動負債合計 277,065 2,941,839

固定負債   

引当金 6,318 6,811

その他 56,044 56,173

固定負債合計 62,363 62,984

負債合計 339,429 3,004,824



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,910,916 2,910,916

資本剰余金 1,961,297 1,961,297

利益剰余金 △2,242,609 △2,273,944

自己株式 △69,185 △69,146

株主資本合計 2,560,419 2,529,122

新株予約権 20,542 20,542

純資産合計 2,580,961 2,549,665

負債純資産合計 2,920,390 5,554,489



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 758,487

売上原価 637,720

売上総利益 120,767

販売費及び一般管理費 192,017

営業損失（△） △71,250

営業外収益  

受取利息 2,518

その他 434

営業外収益合計 2,953

営業外費用  

その他 8

営業外費用合計 8

経常損失（△） △68,305

特別利益  

前期損益修正益 14,344

貸倒引当金戻入額 101,153

その他 3,006

特別利益合計 118,505

特別損失  

固定資産除却損 18,516

特別損失合計 18,516

税金等調整前四半期純利益 31,682

法人税、住民税及び事業税 347

四半期純利益 31,335



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 31,682

減価償却費 1,825

コンテンツ版権勘定償却額 25,157

貸倒引当金の増減額（△は減少） △101,153

固定資産除却損 18,516

売上債権の増減額（△は増加） 1,959,398

その他の流動資産の増減額（△は増加） △252,245

仕入債務の増減額（△は減少） △2,709,161

その他の流動負債の増減額（△は減少） 54,326

その他 △9,187

小計 △980,840

利息及び配当金の受取額 240

法人税等の支払額 △1,285

営業活動によるキャッシュ・フロー △981,885

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △32,813

貸付けによる支出 △232,000

貸付金の回収による収入 33,200

敷金及び保証金の回収による収入 6,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,613

財務活動によるキャッシュ・フロー  

その他 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー △38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,207,537

現金及び現金同等物の期首残高 2,768,633

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,561,095
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