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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 4,511 ― △151 ― △139 ― △182 ―

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 △1,008 26 ― ―

20年３月期第１四半期 ― ― ― ―
(注)１．前連結会計年度（平成20年３月期）は決算期変更により平成19年10月１日から平成20年３月31日までの６ヶ月と

なっております。このため、前年同四半期（平成19年４月１日から平成19年６月30日）の数値については、前連

結会計年度の「四半期財務・業績の概況」で開示した数値がありませんので、記載しておりません。

    ２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、四半期純損失を計上しているため記載しておりません。

　(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

21年３月期第１四半期 11,462 8,198 64.6 40,891 72

20年３月期 11,336 8,482 67.4 42,228 23
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 7,403百万円 20年３月期 7,641百万円

2. 配当の状況

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) ― ― ― ― ― ―
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通  期 21,000 ― 700 ― 700 ― 300 ― 1,654 49
(注)１．連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

　   ２．当社の事業計画は通期ベースで作成しており、中間期の業績予想は作成しておりません。
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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) 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

　 [(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。]

(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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 有

　 [(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）
　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 181,960株 20年３月期 181,880株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 919株 20年３月期 919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 180,986株 20年３月期第１四半期 －株

※ 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業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可

能性があります。

　  ２．前連結会計年度（平成20年３月期）は決算期変更により平成19年10月１日から平成20年３月31日ま

での６ヶ月となっております。このため、「３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日か

ら平成21年３月31日）」の通期における対前期及び第２四半期連結累計期間における対前年同四半期の

増減率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。
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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
(1)経営成績に関する分析

　当社グループの主力事業である、ウェブインテグレーション事業及びモバイルインテグレーション事業に
ついては、毎年第２四半期の９月及び第４四半期の３月に納品が集中する傾向にあるため、第１四半期及び
第３四半期については営業利益が減少する傾向にあります。
　しかしながら、モバイルインテグレーション事業が、当期は売上高、営業利益ともに大幅に改善したこと
を受け、当第１四半期の営業損失は151百万円となりました。
以上の結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は4,511百万円、連結経常損失は139百万円、連結四

半期純損失は182百万円となりました。
　なお、当社は平成19年６月14日開催の臨時株主総会において、事業年度を９月30日から３月31日とする定
款の一部変更を行ったため、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては前第１四半期連結会計期間と
の比較を行っておりません。

(2)連結セグメント別業績
■ウェブインテグレーション事業

　当事業の売上高は1,495百万円（セグメント間の内部売上高又は振替高13百万円を含む）とな
り、営業損失は58百万円となりました。
　インテグレーション事業における季節要因に加え、決算期変更による期間経費増及び一部連結子
会社の組織変更による一時的な稼動調整が営業損失の主な要因となっております。

■モバイルインテグレーション事業
　当事業の売上高は1,645百万円（セグメント間の内部売上高又は振替高118百万円を含む）とな
り、営業利益は32百万円となりました。
　前年のトラブルによる営業損失の計上の教訓から、プロジェクトマネジメントと経費削減を徹底
したことに加え、4月に子会社の株式会社エム・フィールドが事業譲受により、人員を拡充した人
材派遣事業の拡大により、売上高、営業利益ともに大幅に改善いたしました。

■エンタテインメント事業
　当事業の売上高は522百万円（セグメント間の内部売上高又は振替高４百万円を含む）となり、
営業損失は77百万円となりました。
　映画制作受託作品の納品本数と劇場公開本数、DVD本数がいずれも少ない時期であったため、映
画事業で営業損失を計上したことと、ゲーム事業において前期末に撤退した携帯電話ゲーム自主サ
イト事業撤退後の人的リソース最適化のために営業損失を計上しております。

■広告マーケティング事業
　当事業の売上高は997百万円（セグメント間の内部売上高又は振替高12百万円を含む）となり、
営業損失は18百万円となりました。
　前年に引き続きダイレクトメール事業が好調に推移しておりますが、前年に設立した戦略子会社
の事業立ち上げ期による営業損失と、当社の広告事業を手掛けるIMO（Interactive Media 
 Optimization）事業部において、ウェブインテグレーション事業のグループ会社より事業譲受に
より取得したSEO事業との融合時期のため営業損失を計上いたしました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1)財政状態

当第１四半期連結会計期間末における総資産は11,462百万円となり、前連結会計年度末に比べ125百
万円の増加となりました。これは主に、映画事業の前受金の増加により現金及び預金が増加したことに
よるものであります。
　負債は3,263百万円となり、前連結会計年度末に比べて409百万円の増加となりました。これは、総資
産同様、主に、映画事業による前受金の増加によるものであります。
　また、純資産は前連結会計年度末に比べて284百万円減少し、8,198百万円となりました。これは主
に、保有する有価証券の時価が下落したことによるその他有価証券評価差額金の減少と、四半期純損失
の計上による利益剰余金の減少によるものであります。

(2)連結キャッシュ・フローの状況
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動キャ

ッシュ・フローの増加等により、4,035百万円となりました。
 (営業活動によるキャッシュ・フロー)
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㈱アイ・エム・ジェイ(4305)平成21年３月期 第１四半期決算短信

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は767百万円となりました。
　これは主に、売上債権の減少額816百万円及び前受金の増加額473百万円等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)
　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は23百万円となりました。
　これは主に、投資有価証券の売却による収入190百万円及び有形・無形固定資産の取得による支出150
百万円等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)
  当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は35百万円となりました。
　これは主に、割賦債務の返済による支出20百万円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
当第１四半期連結会計期間の業績は四半期純損失を計上することとなりましたが、当社の事業計画は通期

ベースで作成しており、現時点で平成20年５月12日に発表いたしました通期業績予想に変更はありません。
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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)

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
該当事項はありません。

(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．当第１四半期連結会計期間より「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。

２．たな卸資産の評価に関する会計基準の適用
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成18年７月５日企業会計基準第９号)

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に
よる簿価切下げの方法）に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

３．リース取引に関する会計基準等の適用
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成
６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期
間から早期適用し、所有者移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法
に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。
  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。
  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有者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又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に計上する方法によっております。
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に98,217千円、無形固定
資産に792千円計上されております。
  これによる損益に与える影響は軽微であります。
  また、セグメント情報に与える影響につきましても軽微であります。

４．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用
「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会平

成18年５月17日実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。これによ
る影響はありません。
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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）

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 4,354,710 3,599,868

受取手形及び売掛金 2,589,380 3,406,323

商品及び製品 146,622 154,833

仕掛品 1,097,763 730,478

貯蔵品 3,150 3,293

その他 742,962 801,701

貸倒引当金 △22,713 △28,584

流動資産合計 8,911,875 8,667,914

固定資産

有形固定資産 319,628 234,503

無形固定資産

のれん 1,065,258 1,008,326

その他 210,960 185,096

無形固定資産合計 1,276,219 1,193,423

投資その他の資産

その他 964,015 1,250,827

貸倒引当金 △11,555 △12,636

投資その他の資産合計 952,459 1,238,191

固定資産合計 2,548,307 2,666,118

繰延資産 2,257 2,704

資産合計 11,462,441 11,336,737

負債の部

流動負債

買掛金 1,186,789 1,469,697

1年内返済予定の長期借入金 － 5,796

未払法人税等 64,615 130,821

賞与引当金 182,108 297,352

受注損失引当金 1,191 －

その他 1,770,616 893,235

流動負債合計 3,205,320 2,796,902

固定負債

長期借入金 － 4,367

その他 58,288 52,480

固定負債合計 58,288 56,847

負債合計 3,263,608 2,853,750
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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 4,299,147 4,298,647

資本剰余金 4,009,147 4,008,647

利益剰余金 △805,095 △622,613

自己株式 △37,574 △37,574

株主資本合計 7,465,625 7,647,106

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △63,991 △7,865

為替換算調整勘定 1,444 2,421

評価・換算差額等合計 △62,547 △5,443

新株予約権 17,320 13,045

少数株主持分 778,434 828,278

純資産合計 8,198,832 8,482,986

負債純資産合計 11,462,441 11,336,737
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 4,511,618

売上原価 3,741,314

売上総利益 770,304

販売費及び一般管理費 921,703

営業損失（△） △151,399

営業外収益

受取利息 2,929

受取配当金 1,668

受取手数料 3,600

持分法による投資利益 3,328

その他 1,998

営業外収益合計 13,523

営業外費用

支払利息 638

創立費償却 801

為替差損 477

その他 92

営業外費用合計 2,010

経常損失（△） △139,887

特別利益

貸倒引当金戻入額 6,951

特別利益合計 6,951

特別損失

固定資産除却損 468

投資有価証券評価損 18,720

事務所移転費用 12,914

特別損失合計 32,103

税金等調整前四半期純損失（△） △165,038

法人税、住民税及び事業税 54,226

法人税等調整額 △1,639

法人税等合計 52,586

少数株主損失（△） △35,143

四半期純損失（△） △182,481
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(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（△） △165,038

減価償却費 48,800

のれん償却額 86,231

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,951

賞与引当金の増減額（△は減少） △115,244

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,191

受取利息及び受取配当金 △4,597

支払利息 638

持分法による投資損益（△は益） △3,328

固定資産除却損 468

事務所移転費用 2,995

投資有価証券評価損益（△は益） 18,720

売上債権の増減額（△は増加） 816,044

たな卸資産の増減額（△は増加） △358,929

仕入債務の増減額（△は減少） △282,908

立替金の増減額（△は増加） 3,633

未払費用の増減額（△は減少） 289,336

預り金の増減額（△は減少） 17,844

前受金の増減額（△は減少） 473,161

その他 52,982

小計 875,052

利息及び配当金の受取額 3,544

利息の支払額 △638

法人税等の支払額 △110,123

営業活動によるキャッシュ・フロー 767,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △149

有形固定資産の取得による支出 △15,569

無形固定資産の取得による支出 △134,948

無形固定資産の売却による収入 871

投資有価証券の売却による収入 190,124

関係会社株式の取得による支出 △14,400

敷金及び保証金の差入による支出 △3,553

敷金及び保証金の回収による収入 912

貸付金の回収による収入 2,855

その他 △2,948

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,193

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 △10,163

割賦債務の返済による支出 △20,695

株式の発行による収入 1,000

リース債務の返済による支出 △6,067

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,926

現金及び現金同等物に係る換算差額 △410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 754,692

現金及び現金同等物の期首残高 3,280,962

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,035,654

― 9 ―

決算短信 2008年08月11日 10時23分 93366xe01_in 9ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱アイ・エム・ジェイ(4305)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

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）

  該当事項はありません。

(5) セグメント情報

１．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）

ウェブインテグ

レーション

事業

(千円)

モバイルインテ

グレーション

事業

(千円)

エンタ

テインメント

事業

(千円)

広告マーケ

ティング

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

1,481,455 1,526,866 517,523 985,772 4,511,618 ― 4,511,618

(2) セグメント内部
    売上高又は振替
    高

13,735 118,300 4,520 12,130 148,686 (148,686) ―

計 1,495,191 1,645,167 522,043 997,903 4,660,304 (148,686) 4,511,618

営業利益又は
営業損失（△）

△58,742 32,568 △77,039 △18,239 △121,452 △29,947 △151,399

（注）1 事業の区分は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。

　 2 事業内容の区分

　 (1)ウェブインテグレーション事業

　   ウェブサイトの構築及びウェブコンサルティング等

　 (2)モバイルインテグレーション事業

　 インターネットコンテンツ提供及びバイルコンテンツ配信等

　 (3)エンタテインメント事業

　 映画、ゲームソフト及びDVDソフトの開発・製作等

　 (4)広告マーケティング事業

　 インターネット・モバイル広告等

　

２．所在地別セグメント情報

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)

本邦における売上高が、全セグメント売上高の合計に占める割合がいずれも90％超となっているため、

所在地別セグメント情報につきましては記載を省略しております。

３．海外売上高

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）

本邦以外の国及び地域における海外売上高の割合が連結売上高の10％未満となっているため、海外売

上高につきましては記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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)

  該当事項はありません。
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「参考資料」

当社は平成19年６月14日開催の臨時株主総会において、事業年度を９月30日から３月31日とする定款の一部

変更を行ったため、前連結会計年度は平成19年10月１日から平成20年３月31日の変則６ヶ月決算となりました。

このため、平成19年４月１日～６月30日の累計損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書につきましては作成

しておりません。
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