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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 985 ― 50 ― 47 ― 14 ―

20年3月期第1四半期 988 27.5 79 ― 73 ― 386 ―

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 0.48 ―

20年3月期第1四半期 13.29 ―

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 3,545 2,685 70.3 84.32
20年3月期 3,786 2,706 65.4 83.82

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,490百万円 20年3月期  2,476百万円

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 1,988 ― 87 ― 81 ― 22 ― 0.75
通期 4,132 △0.9 254 △25.9 242 △33.3 89 △72.4 3.02

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．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予
想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことを差し控えて下さい。なお、上記予想の前提条件、その他の関連する事項につきましては、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）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。  

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  29,615,018株 20年3月期  29,615,018株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  72,719株 20年3月期  71,419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  29,542,983株 20年3月期第1四半期  29,044,832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、米国のサブプライムローン問題に端を発した国際金融市場

の動揺や世界経済の減速、および原油価格などの原材料価格高騰により経済は不透明感が高まっており、個人消費

や企業の設備投資が鈍化するなど、景気は弱含みの状況で推移いたしました。

　当社グループを取り巻く環境としては、携帯電話は多様化・多機能化に伴う様々な分野で可能性を持つ端末へと

大きく変化しており、キャリア間の競争は激しさを増し、また携帯電話加入契約者の増加傾向、第３世代移動通信

サービス（３Ｇ）対応への移行が加速するなど、携帯業界は大きな変革期に入り始めております。

　このような経営環境の中、中核である「デジタルコンテンツ配信事業」においては、前連結会計年度より引き続

き「電子書籍」「お好み♪メニューチェンジャー」の配信が順調に推移しており、また前連結会計年度の第３四半

期に新しいサイトのひとつとして人気アーティスト「ORANGE RANGE」が所属するスパイスミュージックのオフィシャ

ルサイト「SPICE@ORANGE RANGE」が配信を開始したことから、売上高３億28百万円となっております。

  「物販事業」においては、ドラマ関連商品の販売等があったため、売上高１億49百万円となっております。　

「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」においては、韓国俳優のイベントの開催、前連結会計年度開催イベ

ント関連のＤＶＤ等の販売があったものの、一部イベント出資での関連商品販売が思わしくなく、売上高は２億24

百万円にとどまっております。　

　「通信・映像送出事業」においては、ＣＳ放送のハイビジョン化における需要増加により、価格競争力を生かし

た戦略で順調に業績を伸ばしており、売上高１億92百万円となっております。

「その他事業」においては、前連結会計年度より引き続き電子書籍の受託制作が好調であり、売上高91百万円となっ

ております。　

　利益面では、「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」において、一部イベント出資での関連商品販売が不

採算であったこと、J-SOX対応等に伴う管理部門等の強化、アフィリエイトやバナー等での広告を戦略的に展開した

ことにより、販売費及び一般管理費が増加しております。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高９億85百万円、営業利益50百万円、経常利益47百万円、

四半期純利益14百万円となっております。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　（財政状況について）

　当第１四半期連結会計期間における資産は35億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億41百万円減少し

ました。この主な要因は、流動資産「受取手形及び売掛金」が２億8百万円減少したことによるものです。負債は

８億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億20百万円減少しました。この主な要因は、流動負債「支払手

形及び買掛金」が１億13百万円の減少および「未払法人税等」が43百万円減少したことによるものです。純資産

は26億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ20百万円減少しました。この主な要因は、利益剰余金が14百万

円増加および少数株主持分が39百万円減少したことによるものです。

　（キャッシュ・フローについて）

　当第１四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、前連結会計年度末に

比べ１億76百万円減少しており、10億24百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、１億20百万円の資金の減少となりました。これは、主に仕入債務が１

億13百万円減少したことのよるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、65百万円の資金の減少となりました。これは、主に有形固定資産の取

得による支出が28百万円および子会社株式取得による支出が16百万円あったことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、９百万円の資金の増加となりました。これは、主に長期借入れによる

収入が25百万円および長期借入金の返済による支出が13百万円あったことによるものです。　
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、業績は概ね予想の範囲内で推移しているため、平成20年５月19日に

公表しました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

　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及び手続の変更

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　通常の販売目的で保有するたな卸資産について、当連結会計年度の第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）を適用しております。これによる、営

業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。　

③　セグメント情報における事業区分の変更について

　　従来、「その他事業」に含めておりました通信・映像送出事業の売上割合が増加しており、今後もこの傾向

が予想されるため「通信・映像送出事業」として区分することに変更しました。

　　　また、「物販事業」に含めておりました版権関連のグッズ販売並びにその他事業に含めておりました版権関

連のイベント事業は、版権というくくりで集約することが適切であるとして、従来の「コミュニティ事業」と

一体化させ「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」と変更しました。

　　　この結果、従来の方法に比較して、当第１四半期連結累計期間の売上高は、「物販事業」が115,457千円減少、

「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」が121,872千円増加、「その他事業」が208,512千円減少（うち、

セグメント間内部売上高9,254千円）し、営業利益は、「物販事業」が25,412千円増加、「ライツ＆メディアコ

ミュニケーション事業」が9,782千円減少、「その他事業」が20,565千円減少します。
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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 1,384,970 1,578,951

受取手形及び売掛金 700,504 908,780

コンテンツ 47,587 45,559

仕掛コンテンツ 21,468 16,577

商品 8,961 4,904

前払金 454,469 387,120

その他 296,679 275,867

貸倒引当金 △109,174 △110,079

流動資産合計 2,805,467 3,107,683

固定資産   

有形固定資産 160,246 142,140

無形固定資産 88,250 88,424

投資その他の資産   

破産更生債権等 474,787 19,161

その他 522,520 934,604

貸倒引当金 △463,637 △463,218

投資損失引当金 △44,261 △44,261

投資その他の資産合計 489,408 446,285

固定資産合計 737,905 676,850

繰延資産   

繰延資産合計 2,099 2,399

資産合計 3,545,472 3,786,933



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 247,892 361,295

短期借入金 6,266 6,266

1年内返済予定の長期借入金 38,161 42,220

未払法人税等 10,090 53,738

賞与引当金 6,800 3,400

返品調整引当金 6,405 9,061

その他 466,671 527,346

流動負債合計 782,287 1,003,330

固定負債   

長期借入金 42,372 26,753

事業撤退損失引当金 29,675 50,000

その他 5,501 568

固定負債合計 77,548 77,321

負債合計 859,836 1,080,651

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,392,946 4,392,946

資本剰余金 4,187,746 4,187,746

利益剰余金 △6,058,512 △6,072,637

自己株式 △31,929 △31,740

株主資本合計 2,490,252 2,476,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 631 －

評価・換算差額等合計 631 －

新株予約権 6,983 2,728

少数株主持分 187,768 227,237

純資産合計 2,685,635 2,706,281

負債純資産合計 3,545,472 3,786,933



（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 985,662

売上原価 626,758

売上総利益 358,904

販売費及び一般管理費  

給料 88,731

支払手数料 70,533

賞与引当金繰入額 950

その他 148,024

販売費及び一般管理費合計 308,239

営業利益 50,664

営業外収益  

為替差益 1,767

貸倒引当金戻入額 700

その他 445

営業外収益合計 2,913

営業外費用  

出資金運用損 3,819

その他 2,023

営業外費用合計 5,843

経常利益 47,734

特別利益  

貸倒引当金戻入額 313

特別利益合計 313

特別損失  

損害賠償金 32,520

その他 3,447

特別損失合計 35,967

税金等調整前四半期純利益 12,080

法人税、住民税及び事業税 4,628

法人税等調整額 2,250

法人税等合計 6,878

少数株主損失（△） △8,923

四半期純利益 14,125



（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 12,080

減価償却費 29,469

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,013

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,400

受取利息及び受取配当金 △310

支払利息 937

出資金運用損益（△は益） 3,819

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,656

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少 △20,324

損害賠償損失 32,520

売上債権の増減額（△は増加） 208,276

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,975

前払金の増減額（△は増加） △97,348

その他の流動資産の増減額（△は増加） △39,200

仕入債務の増減額（△は減少） △113,402

その他の流動負債の増減額（△は減少） △63,200

その他 4,030

小計 △53,898

利息及び配当金の受取額 323

利息の支払額 △888

損害賠償金の支払額 △17,520

法人税等の支払額 △48,276

営業活動によるキャッシュ・フロー △120,260

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付金の回収による収入 846

有形固定資産の取得による支出 △28,651

無形固定資産の取得による支出 △14,692

投資有価証券の売却による収入 824

定期預金の預入による支出 △16,500

定期預金の払戻による収入 22,593

子会社株式の取得による支出 △16,663

その他 △13,585

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,828

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 25,000

長期借入金の返済による支出 △13,441

長期未払金の返済による支出 △1,500

自己株式の取得による支出 △188

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,869

現金及び現金同等物に係る換算差額 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,211

現金及び現金同等物の期首残高 1,200,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,024,757



　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

　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）

 

デジタル
コンテンツ
配信事業
(千円)

物販事業
（千円）

ライツ＆メ
ディアコ
ミュニケー
ション事業
（千円）

通信・映像
送出事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は
全社
(千円)

連結
（千円）

売上高         

(1）外部顧客に対する売

上高
328,285 149,072 224,055 192,843 91,405 985,662 － 985,662

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － 9,254 － 9,254 (9,254) －

計 328,285 149,072 224,055 202,098 91,405 994,917 (9,254) 985,662

営業利益 39,275 1,175 8,336 15,278 14,700 78,766 (28,102) 50,664

（注）１　事業区分は、内部管理上の区分によっております。

２　事業区分の主な内訳

(1) デジタルコンテンツ配信事業 ……携帯電話及びパソコンプロバイダーを通じてのデジタルコンテンツ

配信事業

(2) 物販事業 ……インターネットおよびコンビニエンスストアを通じての物販事業

(3) ライツ＆メディアコミュニケ

    ーション事業

…… ドラマ放映権および映画の配給権に関する諸権利の取得・事業化、

タレント等のファンクラブ運営事業、イベント事業

(4) 通信・映像送出事業 …… 衛星通信事業、映像送出事業、映像編集事業、データセンター事業

(5) その他事業 ……デジタル加工・制作事業、音楽関連コンテンツ制作・販売事業等

３　事業区分の方法の変更

　　　従来、「その他事業」に含めておりました通信・映像送出事業の売上割合が増加しており、今後もこの傾

向が予想されるため「通信・映像送出事業」として区分することに変更しました。

　　　また、「物販事業」に含めておりました版権関連のグッズ販売並びにその他事業に含めておりました版権

関連のイベント事業は、版権というくくりで集約することが適切であるとして、従来の「コミュニティ事業」

と一体化させ「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」と変更しました。

　　　この結果、従来の方法に比較して、当第１四半期連結累計期間の売上高は、「物販事業」が115,457千円減

少、「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」が121,872千円増加、「その他事業」が208,512千円減少

（うち、セグメント間内部売上高9,254千円）し、営業利益は、「物販事業」が25,412千円増加、「ライツ＆

メディアコミュニケーション事業」が9,782千円減少、「その他事業」が20,565千円減少します。

－ 1 －



ｂ．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）　　

  全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、記載を省略しております。

　

ｃ．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）　

　海外売上高がないため、該当事項はありません。　

「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

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 988,692

Ⅱ　売上原価 641,117

売上総利益 347,574

Ⅲ　販売費及び一般管理費 268,501

営業利益 79,073

Ⅳ　営業外収益 4,422

Ⅴ　営業外費用 9,591

経常利益 73,904

Ⅵ　特別利益 366,206

　投資有価証券売却益 180,792

　貸倒引当金戻入益 103,914

　転換社債買入償還益 60,000

　受取損害賠償金 21,500

Ⅶ　特別損失 24,709

　固定資産除却損 2,523

　投資損失引当金繰入額　 22,185

税金等調整前四半期純利益 415,401

法人税、住民税及び事業税 11,110

法人税等調整額 3,856

少数株主利益 14,426

四半期純利益 386,007

－ 2 －
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