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特別損失の発生と業績及び配当予想の修正について 

 
 当社は平成 21年 3月期第 2四半期において特別損失を計上する見込みであるとともに、

最近の業績動向等をふまえ、平成 20年 5月 12日に発表いたしました平成 21年 3月期の第

2 四半期累計期間及び通期の業績予想ならびに配当予想を以下のとおり修正いたしました

のでお知らせいたします。 
 

記 

 

1、特別損失の発生 

 当社の子会社である㈱クライテリア・コミュニケーションズ及び㈱スリーピーは事業計

画の進捗が遅れているため、会計上厳格かつ保守的に資産の再評価を行うことといたしま

した。 

その結果、連結においては当該 2 社ののれん一括償却 858 百万円（㈱クライテリア・コ

ミュニケーションズ 830百万円、㈱スリーピー27百万円）と㈱クライテリア・コミュニケ

ーションズの固定資産（主としてソフトウェア）の減損 1,046 百万円を特別損失として計

上し、個別においては、当該 2 社の株式評価損 1,832 百万円（㈱クライテリア・コミュニ

ケーションズ 1,675百万円、㈱スリーピー157百万円）を特別損失として計上いたします。 

なお、㈱クライテリア・コミュニケーションズについては、本日発表の通り第三者割当

増資を実施し、資本の増強等により引き続き当社グループの重点戦略を担う会社として事

業拡大を図ってまいります。 



 
２、業績予想の修正 
・平成 21年 3月期第 2四半期連結累計期間 連結業績予想数値の修正（単位：百万円、％） 

 
 売上高 営業利益 経常利益 

四半期純利益

(▲損失) 
前回予想（Ａ） 

（平成 20年 5月 12日） 
32,000 380 400 180

今回修正予想（Ｂ） 32,000 35 45 ▲2,055

増減額（Ｂ）－（Ａ） 0 ▲345 ▲355 ▲2,235

増減率 0.0 ▲90.8 ▲88.8 －

【ご参考】前期第 2四半期実績 
（平成 20年 3月期第 2四半期） 

24,930 486 442 373

・平成 21年 3月期 通期 連結業績予想数値の修正        （単位：百万円、％） 
 
 売上高 営業利益 経常利益 

当期純利益 
（▲損失） 

前回予想（Ａ） 
（平成 20年 5月 12日発表） 

70,000 1,250 1,300 700

今回修正予想（Ｂ） 70,000 250 280 ▲1,120

増減額（Ｂ）－（Ａ） 0 ▲1,000 ▲1,020 ▲1,820

増減率 0.0 ▲80.0 ▲78.5 －

【ご参考】前期実績 
（平成 20年 3月期） 

51,762 1,048 929 611

 
 
・平成 21年 3月期第 2四半期累計期間 個別業績予想数値の修正  （単位：百万円、％） 

 
 売上高 営業利益 経常利益 

四半期純利益

(▲損失) 
前回予想（Ａ） 

（平成 20年 5月 12日発表） 
24,000 630 640 350

今回修正予想（Ｂ） 23,900 390 430 ▲1,650

増減額（Ｂ）－（Ａ） ▲100 ▲240 ▲210 ▲2,000

増減率 ▲0.4 ▲38.1 ▲32.8 －

【ご参考】前期第 2四半期実績 
（平成 20年 3月期第 2四半期） 

21,379 706 714 637

 
・平成 21年 3月期 通期 個別業績予想数値の修正        （単位：百万円、％） 

 
 売上高 営業利益 経常利益 

当期純利益 
(▲損失) 

前回予想（Ａ） 
（平成 20年 5月 12日発表） 

51,000 1,480 1,500 800

今回修正予想（Ｂ） 50,000 600 650 ▲1,500

増減額（Ｂ）－（Ａ） ▲1,000 ▲880 ▲850 ▲2,300

増減率 ▲2.0 ▲59.5 ▲56.7 －

【ご参考】前期実績 
（平成 20年 3月期） 

44,117 1,476 1,484 1,009



 

3、業績予想修正の理由 

 当第 2 四半期累計期間の連結業績については、売上高はほぼ計画通りとなる見込みです

が、主力のメディアレップ事業において競争激化に伴うマージン率の低下や広告枠の買切

損失の発生等による利益率の低下に加え、子会社の事業計画の遅れ等により、営業利益、

経常利益は期初予想を大幅に下回る見込みです。また、上述の特別損失の発生により最終

損益は 2,055 百万円の四半期純損失となる見込みです。個別業績についても、連結同様に

メディアレップ事業における利益率の低下と特別損失の影響等により、大幅に減益となる

見通しです。 

 通期の連結及び個別業績については、第 2 四半期までの実績見込み及び事業環境の変化

ならびに本日発表の㈱クライテリア・コミュニケーションズの第三者割当増資に伴う持分

変動による利益 736百万円を勘案し、上記のとおり修正いたします。 

 

 

4、配当予想の修正について 

配当予想については、上記業績予想修正の理由に記載の経営状況を勘案し、誠に遺憾で

はございますが、当初の期末配当予想の 200円を 100円に引き下げることといたしました。 

 

1 株当たりの配当金  

第 2四半期末 期末 年間 

前回発表予想 

(平成 20 年 5 月 12 日発表) 
－ 200 円 00 銭 200 円 00 銭

今回修正予想 － 100 円 00 銭 100 円 00 銭

【ご参考】前期実績 

（平成 20 年 3 月期） 
－ 200 円 00 銭 200 円 00 銭

 

 

５、役員報酬の一部返上について 

 本日発表の通り、今回の業績及び配当予想の修正をふまえ、経営責任を明確にするため

に役員報酬の一部を返上することといたしました。 

以上 
 
 

(注意)本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、潜在的なリスクや不
   確定要素等の要因が内在しております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれらの予想数値と

   異なる可能性がありますので、この業績予想に全面的に依拠する投資判断を下すことは控えられますようお願い

いたします。 

 



平成21年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

平成21年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日) 

平成21年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

修正の理由 

 当第2四半期累計期間の連結業績については、売上高はほぼ計画通りとなる見込みですが、主力のメディアレップ事業において競争激

化に伴うマージン率の低下や広告枠の買切損失の発生等による利益率の低下に加え、子会社の事業計画の遅れ等により、営業利益、

経常利益は期初予想を大幅に下回る見込みです。また、当社の子会社である株式会社クライテリア・コミュニケーションズ（以下、クライテ

リア）及び株式会社スリーピー（以下、スリーピー）は事業計画の進捗が遅れているため、会計上厳格かつ保守的に資産の再評価を行っ

た結果、連結においては当該2社ののれん一括償却858百万円（クライテリア830百万円、スリーピー27百万円）とクライテリアの固定資産

（主としてソフトウェア）の減損1,046百万円を計上し、個別においては、当該2社の株式評価損1,832百万円（クライテリア1,675百万円、スリ
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業績予想の修正に関するお知らせ 

最近の業績動向を踏まえ、平成20年5月12日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

 

記 

（金額の単位：百万円）

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

前回発表予想(A) 32,000 380 400 180

今回発表予想(B) 32,000 35 45 △2,055

増減額(B-A) 0 △345 △355 △2,235

増減率(%) 0.0 △90.8 △88.8 ―

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期） 24,930 486 442 373

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想(A) 70,000 1,250 1,300 700

今回発表予想(B) 70,000 250 280 △1,120

増減額(B-A) 0 △1,000 △1,020 △1,820

増減率(%) 0.0 △80.0 △78.5 ―

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期）

51,762 1,048 929 611

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

前回発表予想(A) 24,000 630 640 350

今回発表予想(B) 23,900 390 430 △1,650

増減額(B-A) △100 △240 △210 △2,000

増減率(%) △0.4 △38.1 △32.8 ―

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期）

21,379 706 714 637

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想(A) 51,000 1,480 1,500 800

今回発表予想(B) 50,000 600 650 △1,500

増減額(B-A) △1,000 △880 △850 △2,300

増減率(%) △2.0 △59.5 △56.7 ―

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期）

44,117 1,476 1,484 1,009



ーピー157百万円）を計上いたします。これらにより最終損益は2,055百万円の四半期純損失となる見込みです。個別業績についても、連

結同様にメディアレップ事業における利益率の低下と特別損失の影響等により、大幅に減益となる見通しです。 

 通期の連結及び個別業績については、第2四半期までの実績見込み及び事業環境の変化ならびに本日発表のクライテリアの第三者割

当増資に伴う持分変動による利益736百万円を勘案し、上記のとおり修正いたします。 

  
以 上
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