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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 1,038 ― △106 ― △105 ― △100 ―

20年3月期第1四半期 1,639 49.6 △17 ― △16 ― △31 ―

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 △1,682.81 ―

20年3月期第1四半期 △526.75 ―

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 5,038 4,288 84.1 70,741.65
20年3月期 5,261 4,396 82.4 72,424.46

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,235百万円 20年3月期  4,335百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 2,339 ― △278 ― △278 ― △272 ― △4,547.27

通期 5,376 △7.5 29 839.5 29 87.6 7 ― 118.20

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  有  

(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．上記に記載した予想数値は、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。実際の実績等は、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。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  59,868株 20年3月期  59,868株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  59,868株 20年3月期第1四半期  59,862株



【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におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題を背景とする米国経済の後退懸念

や原油・原材料価格の高騰の影響から、個人消費および企業の設備投資はともに横ばい傾向が続き、また雇用情

勢の改善にも鈍化がみられるなど、景気回復の減速がさらに続きました。

　一方、携帯電話加入契約数は、平成20年６月末には前年同期比5.7％増の10,364万となり、第３世代移動通信

サービス（３G）対応の携帯電話契約数は前年同期比21.6％増の9,083万に達しました（出所：社団法人電気通信

事業者協会統計）。また、「ワンセグ」の視聴可能携帯電話出荷台数が平成20年５月末までに前年同期比74.5％

増の3,306万台（出所：社団法人電子情報技術産業協会統計より当社算出）と急激に普及するなど、携帯電話の多

様化・多機能化によるサービスの市場拡大が予想されます。さらに、端末・通信料金体系の変更等、キャリア間

の競争は激しさを増し、当社を取り巻く環境は、引き続き大きな変革期にあります。

　このような状況下、エンタテインメントセグメントにおきましては、株式会社フジテレビジョンとの協業案件

である「CXアーティストNUDE」にて、「平原綾香」オフィシャルモバイルサイトの展開を開始し、株式会社ソ

ニー・ミュージックアーティスツ（SMA）とは、オフィシャル着うたフル®サイト「SMA★うたフル」をスタートい

たしました。また、連結子会社の株式会社ジェイ・マーチは主婦と女性のためのPC向けコミュニティサイト

「とくっち.com」のモバイル版βをリリースし、新たにモバイルリサーチ商品の販売を開始いたしました。その

結果、当セグメントの売上高は509百万円、営業利益は８百万円となりました。

  メディアセグメントにおきましては、EPG事業における課金収入ならびにロイヤリティ収入が引続き堅調に推移

しました。また、タレントの出演スケジュールを検索できるサイト「タレントスケジュールβ版」では、芸能事

務所との提携を強化しており、新たに松竹芸能株式会社と連携を開始いたしました。連結子会社の株式会社NANO

ぴあにおきましては、株式会社ジャパンケーブルネット、株式会社ジェイ・マーチの３社で「クロスメディア型

広告の企画制作・販売」のビジネスモデルを構築し、大手化粧品会社の新商品プロモーション企画を受注するこ

とができました。しかしながら、新規事業の先行経費の影響等があり、当セグメントの売上高は529百万円、営業

損失は35百万円となりました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は1,038百万円となりましたが、各新規事業の先行経費

の影響等により、経常損失が105百万円、四半期純損失については100百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(１）財政状態の分析 

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は5,038百万円と、前連結会計年度末比で222百万円（4.2％）減少いた

しました。負債合計は、前連結会計年度末比114百万円（13.2％）減少の750百万円、また純資産合計は前連結会

計年度末比108百万円（2.5％）減少の4,288百万円となりました。

　流動資産減少の主な要因は、売上高の減少及び売上債権の回収により売掛金が184百万円減少したことによるも

のであります。固定資産につきましては92百万円減少しておりますが、その主な要因は無形固定資産が84百万円

減少したことであります。これは、のれん償却額49百万円があったこと等によるものであります。

　負債につきましては、114百万円減少しておりますが、その主な要因は、仕入債務の支払いによる買掛金の減少

84百万円および消費税等の支払によるその他負債の減少33百万円等によるものであります。

(２）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　　（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は92百万円となりました。

　これは、主に税金等調整前四半期純損失130百万円の計上、仕入債務の減少84百万円等があったものの、売上債

権の減少184百万円、減価償却費76百万円およびのれん償却額49百万円等の増加要因があったことによるものであ

ります。

　　　（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は53百万円となりました。

  これは、有形・無形固定資産の取得による支出53百万円があったことによるものであります。

　　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は0百万円となりました。

  これは、リース債務の返済によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当期における当社グループを取り巻く環境は、携帯電話加入契約数の成長は鈍化するものの、携帯電話の高性

能化や通信環境の広域化等により携帯電話向コンテンツの需要は高まると同時にユーザーニーズの変化が予想さ

れます。

　モバイルコンテンツ配信分野においては、従来のキャリア公式サイトの利用に加え、一般サイト(キャリア公式

サイト以外のサイト)の利用者増加や、携帯電話と放送、雑誌に連動したクロスメディア型コンテンツのニーズが

高まることが予想されます。また、地上デジタル放送「ワンセグ」の視聴可能携帯電話端末が急速に普及してお

り、今後、携帯電話と放送とが連携するコンテンツ等のニーズが高まることが予想されます。

　このような状況下、エンタテインメントセグメントにつきましては、新規キャリア公式サイトの立ち上げなら

びに既存サイトのコンテンツ充実、新規事業である広告事業やマーケティング事業の拡大へも積極的に取り組ん

でまいります。

　メディアセグメントにつきましては、引続きワンセグチューナー付携帯電話を始めとしたプリインストールア

プリの増加によるロイヤリティ収入・開発受託収入ならびに有料会員数の増加を計画しております。また、新規

事業として、タレント出演スケジュール検索サイト「タレントスケジュールβ版」のサービスを展開中ですが、

コンテンツの一層の充実を図るため、芸能事務所との提携等を積極的に推進してまいります。株式会社NANOぴあ

につきましては、地域情報ネットワークの構築を計画しております。当社は株式会社NANOぴあと連携し、携帯電

話を活用した放送と連携する新規サービスや、携帯電話とTVガイド誌や地域情報誌とが連携するクロスメディア

事業の拡大を計画しております。

　以上により、業績見通しにつきましては概ね予想通りに推移しており、現時点におきましては平成20年４月30

日に発表いたしました平成21年３月期の業績予想に変更はありません。

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）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

　簡便な会計処理　

　簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性がないため記載を省略しております。

（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

１．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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法　

　従来、商品については移動平均法による原価法、仕掛品については個別法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、商品については移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法）により、仕掛品については個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。

　それによる損益に与える影響はありません。 

－ 2 －



３．リース取引に関する会計基準

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。

  また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に前

連結会計年度末における未経過リース料残高または未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得

価額として取得したものとしてリース資産の計上をする方法によっております。　 

　それによる損益に与える影響は軽微であります。
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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）

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 2,562,127 2,523,463

受取手形及び売掛金 1,034,397 1,218,828

商品 93 194

製品 55 76

仕掛品 2,586 2,749

その他 95,561 73,943

貸倒引当金 △10,521 △4,224

流動資産合計 3,684,299 3,815,030

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 25,891 26,453

工具、器具及び備品（純額） 61,467 52,618

リース資産（純額） 2,739 －

有形固定資産合計 90,097 79,072

無形固定資産   

のれん 570,852 620,175

その他 334,781 369,474

無形固定資産合計 905,634 989,649

投資その他の資産 358,652 377,910

固定資産合計 1,354,383 1,446,631

資産合計 5,038,683 5,261,662

負債の部   

流動負債   

買掛金 540,591 625,431

未払法人税等 3,448 9,487

返品調整引当金 38,573 30,807

その他 163,396 196,790

流動負債合計 746,009 862,516

固定負債   

長期未払金 2,433 2,433

その他 1,977 －

固定負債合計 4,410 2,433

負債合計 750,419 864,949
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（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 1,770,425 1,770,425

資本剰余金 2,208,237 2,208,237

利益剰余金 256,499 357,245

株主資本合計 4,235,161 4,335,907

少数株主持分 53,102 60,805

純資産合計 4,288,263 4,396,713

負債純資産合計 5,038,683 5,261,662
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（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 1,038,934

売上原価 684,735

売上総利益 354,198

販売費及び一般管理費 460,424

営業損失（△） △106,225

営業外収益  

受取利息 1,158

受取配当金 100

その他 33

営業外収益合計 1,292

営業外費用  

支払利息 34

為替差損 483

営業外費用合計 517

経常損失（△） △105,450

特別損失  

固定資産除却損 10,898

投資有価証券評価損 2,499

会員権評価損 11,424

特別損失合計 24,823

税金等調整前四半期純損失（△） △130,273

法人税、住民税及び事業税 743

法人税等調整額 △22,567

法人税等合計 △21,824

少数株主損失（△） △7,703

四半期純損失（△） △100,746

- 1 -



（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損失（△） △130,273

減価償却費 76,751

のれん償却額 49,322

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,296

返品調整引当金の増減額（△は減少） 7,766

受取利息及び受取配当金 △1,258

支払利息 34

固定資産除却損 10,898

投資有価証券評価損益（△は益） 2,499

会員権評価損 11,424

売上債権の増減額（△は増加） 184,430

たな卸資産の増減額（△は増加） 285

仕入債務の増減額（△は減少） △84,840

その他 △39,823

小計 93,514

利息及び配当金の受取額 1,258

利息の支払額 △34

法人税等の支払額 △1,827

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,911

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 △17,339

無形固定資産の取得による支出 △36,196

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,535

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △228

財務活動によるキャッシュ・フロー △228

現金及び現金同等物に係る換算差額 △483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38,664

現金及び現金同等物の期首残高 2,523,463

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,562,127

- 1 -



　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　　　　　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）

 
エンタテイン
メント事業
（千円）

メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）　
連結

（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 509,000 529,933 1,038,934 － 1,038,934

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 509,000 529,933 1,038,934 － 1,038,934

営業利益（又は営業損失(△)） 8,013 △35,112 △27,099 (79,126) △106,225

 （注）１．事業区分の方法

 　　　　　現に採用している売上集計区分に基づき、提供している役務の種類の類似性を考慮して区分しております。

 　　　２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要なサービス

 エンタテインメント事業
 携帯電話向けエンタテインメント系コンテンツの配信事業

 コミュニティサイトの運営及びリサーチ・マーケティング事業

 メディア事業  携帯電話向けTV番組情報配信事業及びそのサービスを利用した各種サービス・出版事業

ｂ．所在地別セグメント情報

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,639,176

Ⅱ　売上原価 1,076,974

売上総利益 562,202

Ⅲ　販売費及び一般管理費 579,832

営業損失（△） △17,630

Ⅳ　営業外収益 1,298

Ⅴ　営業外費用 74

経常損失（△） △16,406

Ⅵ　特別利益 23,715

Ⅶ　特別損失 43,960

税金等調整前四半期純損失（△） △36,651

税金費用 7,149

少数株主損失 12,268

四半期純損失（△） △31,532

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失 △36,651

減価償却費 150,939

減損損失 43,960

のれん償却額 66,305

貸倒引当金の増加額　 1,401

返品調整引当金の減少額　 △5,653

受取利息及び受取配当金 △819

支払利息 68

持分変動利益　 △23,715

売上債権の減少額　 301,954

たな卸資産の減少額　 63,469

仕入債務の減少額 △1,829

預り金の増加額　 4,839

その他 △9,627

小計 554,642

利息及び配当金の受取額 807

利息の支払額　 △68

法人税等の支払額　 △214,410

営業活動によるキャッシュ・フロー 340,971

Ⅱ　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 △179,895

無形固定資産の取得による支出　 △87,489

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による収入　

12,950

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,435

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △214,983

少数株主の払込による収入　 105,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,783

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 49

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △23,196

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,416,371

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,393,174

－ 3 －



　　（３）継続企業の前提に関する注記

　　　　　該当事項はありません。

（４）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 
エンタテインメ

ント事業
（千円）

メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 797,797 841,378 1,639,176 － 1,639,176

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 797,797 841,378 1,639,176 － 1,639,176

営業費用 665,936 857,626 1,523,563 133,243 1,656,806

営業利益（又は営業損失(△)） 131,861 △16,248 115,613 (133,243) △17,630

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　現に採用している売上集計区分に基づき、提供している役務の種類の類似性を考慮して区分しておりま

　　　　　　す。

　　　　２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要なサービス

 エンタテインメント事業
 携帯電話向けエンタテインメント系コンテンツの配信事業

 コミュニティサイトの運営及びリサーチ・マーケティング事業

 メディア事業
 携帯電話向けTV番組情報配信事業及びそのサービスを利用した各種サービス・出版事

 業

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　　　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

－ 4 －
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