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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

（注） 当連結会計年度より第１四半期決算短信を作成しているため、平成20年６月期第１四半期の数値は記載しておりません。  

(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6月期第1四半期 1,477 ― 26 ― 4 ― 5 ―
20年6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6月期第1四半期 7.47 7.31
20年6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6月期第1四半期 3,737 1,580 42.3 1,864.10
20年6月期 3,831 1,105 28.8 1,684.80

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  1,580百万円 20年6月期  1,105百万円

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6月期 ― ― ― 34.00 34.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― 30.00 30.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 3,662 27.8 128 △17.3 103 △15.6 62 △13.5 76.38
通期 7,174 5.6 311 △14.5 274 △8.8 164 9.7 202.11

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） 

（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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２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。  

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6月期第1四半期  847,600株 20年6月期  656,000株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  ―株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  711,778株 20年6月期第1四半期  ―株
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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 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を背景とした金融不安が世界的

に広まる中、原油価格の高騰などによる資源価格に伴うインフレリスクの懸念等、様々な要因によって企業業績の悪

化が懸念され、景気の減速感が強まりました。 

 このような経済環境の中で、当社グループは、ＰＲ事業・マネジメント事業・コンテンツ開発事業・ＳＰ事業の各

事業が持つリソースを最大限に活用し、各事業における連携を図りながら、受注の拡大とビジネスチャンスの創出に

取組んでまいりました。その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,477百万円、営業利益26百万円、

経常利益４百万円、四半期純利益は５百万円となりました。 

 なお、当連結会計年度より第１四半期決算短信を作成しているため、前第１四半期連結会計期間との比較は行って

おりません。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 ＰＲ事業においては、レギュラー契約（１年以上の長期契約）の継続に加え、スポット案件における順調な受注が

得られた結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は205百万円となりました。 

 マネジメント事業においては、スポーツ分野では、契約アスリートである北島康介（水泳）が北京オリンピックで

世界新記録を含む金メダル獲得したことを筆頭に、為末大（陸上）、上田桃子（ゴルフ）等の活躍もあり、売上は順

調に推移しました。また、スペシャリスト分野においてもTyler BruleやBill Granger等の契約スペシャリストの知

名度向上に合わせて売上が増加した結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、305百万円となりました。 

 コンテンツ開発事業においては、北京オリンピックに出場した日本選手団を応援するイベント「ニッポン応援スト

リート」等の大型イベントの企画運営受注等により、当第１四半期連結会計期間の売上高は374百万円となりまし

た。  

 ＳＰ事業においては、大手広告代理店経由の受注獲得活動を強化した結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は

591百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、3,737百万円（前連結会計年度末比94百万円減）となり、資産

の内訳につきましては、流動資産が2,775百万円（同92百万円減）、固定資産が961百万円（同２百万円減）でありま

す。また、負債合計は、2,157百万円（同569百万円減）となり、負債の内訳につきましては、流動負債が1,649百万

円（同559百万円減）、固定負債が507百万円（同10百万円減）であります。純資産合計は、1,580百万円（同474百万

円増）となりました。 

  

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。）の残高は、897百万円とな

りました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

（営業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営業活動により支出した資金は155百万円となりました。主な要因としまして

は、前連結会計年度末残高であったコンテンツ開発事業及びＳＰ事業の売上にかかる受取手形残高の減少額を含んだ

売上債権の減少額390百万円及び仕入債務の減少額191百万円、法人税等の支払額120百万円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、投資活動により支出した資金は５百万円となりました。これは、社内システ

ムの構築等、無形固定資産の取得による支出２百万円、人員増加に伴う社屋のレイアウト変更を含む有形固定資産の

取得による支出３百万円が主な要因であります。 

（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、財務活動により得られた資金は402百万円となりました。これは、ＳＰ事業

における短期借入金の純減額46百万円、長期借入金の返済としての支出20百万円、株式の発行による収入491百万

円、配当金の支払額22百万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 

 平成20年８月19日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
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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） 

 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 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

（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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

   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。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

   通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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）を適用し、評価基準については、主として総平均法による原価法

から、主として総平均法による原価法（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。 

   これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は2,743千円減少しております。 

   なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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９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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 897,434 656,684

受取手形及び売掛金 1,508,435 1,898,920

商品 29,891 33,571

未成業務支出金 56,181 53,233

その他 286,024 235,238

貸倒引当金 △2,729 △10,381

流動資産合計 2,775,237 2,867,267

固定資産   

有形固定資産   

土地 520,818 520,818

その他（純額） 229,898 232,163

有形固定資産合計 750,716 752,981

無形固定資産   

のれん 113 123

その他 40,625 40,473

無形固定資産合計 40,739 40,597

投資その他の資産   

その他 175,336 175,583

貸倒引当金 △4,981 △4,785

投資その他の資産合計 170,354 170,797

固定資産合計 961,810 964,377

資産合計 3,737,047 3,831,644

負債の部   

流動負債   

買掛金 526,644 718,065

短期借入金 792,075 838,255

1年内返済予定の長期借入金 44,448 54,048

未払法人税等 6,516 122,187

賞与引当金 4,099 －

役員賞与引当金 － 23,000

その他 275,262 452,821

流動負債合計 1,649,044 2,208,379

固定負債   

長期借入金 436,548 447,660

役員退職慰労引当金 52,356 49,561

負ののれん 19,078 20,813

固定負債合計 507,983 518,034

負債合計 2,157,028 2,726,413
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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９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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 430,720 185,000

資本剰余金 491,320 245,600

利益剰余金 658,293 675,274

株主資本合計 1,580,333 1,105,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △313 △643

評価・換算差額等合計 △313 △643

純資産合計 1,580,019 1,105,231

負債純資産合計 3,737,047 3,831,644
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,477,559

売上原価 1,171,747

売上総利益 305,811

販売費及び一般管理費 279,798

営業利益 26,012

営業外収益  

受取利息 318

負ののれん償却額 1,734

その他 618

営業外収益合計 2,671

営業外費用  

支払利息 4,342

株式公開費用 17,895

その他 2,443

営業外費用合計 24,681

経常利益 4,002

特別利益  

貸倒引当金戻入額 7,687

特別利益合計 7,687

特別損失  

投資有価証券評価損 140

特別損失合計 140

税金等調整前四半期純利益 11,548

法人税等 6,225

四半期純利益 5,322
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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７月１日 
 至 平成20年９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 11,548

減価償却費 7,721

負ののれん償却額 △1,734

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,455

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,099

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,795

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,000

受取利息及び受取配当金 △318

支払利息 4,342

為替差損益（△は益） 2

売上債権の増減額（△は増加） 390,485

たな卸資産の増減額（△は増加） 731

前渡金の増減額（△は増加） △73,314

その他の資産の増減額（△は増加） 23,078

仕入債務の増減額（△は減少） △191,421

未払金の増減額（△は減少） 1,979

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,717

前受金の増減額（△は減少） △100,864

その他の負債の増減額（△は減少） △65,449

小計 △31,488

利息及び配当金の受取額 331

利息の支払額 △4,319

法人税等の支払額 △120,380

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,856

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 △3,098

無形固定資産の取得による支出 △2,534

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,633

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △46,180

長期借入金の返済による支出 △20,712

株式の発行による収入 491,440

配当金の支払額 △22,304

財務活動によるキャッシュ・フロー 402,243

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 240,749

現金及び現金同等物の期首残高 656,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 897,434
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 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

（注）１．事業区分は、サービス等の種類を考慮して分類しております。 

２．各事業の主要な事業内容は以下のとおりであります。 

 ３．会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   ４.その他（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」②に記載

のとおり、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益

が、コンテンツ開発事業で1,750千円、ＳＰ事業で993千円それぞれ減少しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）  

  
ＰＲ事業 
（千円） 

マネジメ
ント事業 
（千円） 

コンテンツ
開発事業 
（千円） 

ＳＰ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 
205,467 305,586 374,907 591,597  1,477,559  － 1,477,559 

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
629 2,051 － 2,518  5,198 (5,198)  －

  計 206,096 307,637 374,907 594,116  1,482,758  (5,198) 1,477,559 

 
営業利益又は損失

(△) 
48,536 16,921 70,452 △1,316  134,594 (108,581) 26,012 

事業区分 主要な事業内容 

ＰＲ（パブリック・リレーション）

事業 
企業・団体・商品のＰＲにおける戦略および施策の企画立案・実施

マネジメント事業 
アスリート・スペシャリストのマネジメントおよびエージェント業

務 

コンテンツ開発事業 
インターネットおよび携帯電話サイトのコンテンツ、ライブイベン

ト等の企画制作 

ＳＰ（セールス・プロモーション）

事業 
商品・サービスのＳＰにおける戦略および施策の企画立案・実施 

〔所在地別セグメント情報〕  

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

  

  

〔海外売上高〕 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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 

 当社は、平成20年９月５日に株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット─（ヘラクレス）に上場

し、上場にあたり、平成20年９月４日に公募増資による払込をうけました。この結果、当第１四半期連結会計期

間において資本金が244,720千円、資本準備金が244,720千円増加し、これに、新株予約権の行使による増加を合

わせ、当第１四半期連結会計期間末において資本金が430,720千円、資本準備金が491,320千円となっておりま
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す。 

  

６．その他の情報 

 該当事項はありません。  
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