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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 1,879 ― 78 ― 43 ― 7 ―

20年3月期第2四半期 1,857 3.3 155 ― 147 ― 247 ―

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2四半期 0.24 ―

20年3月期第2四半期 8.46 ―

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2四半期 3,528 2,687 70.4 84.04
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2四半期  2,483百万円 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 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 3,700 △11.3 170 △50.4 130 △64.2 50 △84.6 1.69

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） 

(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2四半期  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2四半期  74,219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2四半期  29,542,093株 20年3月期第2四半期  29,297,394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２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国経済の減速や原油価格の歴史的な高騰等に伴い景気に

減速感がみられ、企業の設備投資や個人消費も停滞しました。更に９月には米国の金融不安が顕在化したことによ

り、世界的な景気減速は本格的なものとなり、急激な円高が進み、先行き不透明感は一層強まっております。

  当社グループを取り巻く環境としては、携帯電話市場は携帯電話端末の多様化や高機能化に伴い、ワンセグチュー

ナー付き携帯電話端末の普及台数は増加しているものの、販売台数や出荷台数は減少傾向にあります。また、2011

年７月の地上・ＢＳデジタル放送完全移行に伴い、ハイビジョン放送化への技術対応が急務となっております。

  このような経営環境の中、当第２四半期連結会計期間においては、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

たこと、子会社の株式会社アイロゴス（平成20年５月30日にテレネット・ジェイアール株式会社から商号変更）に

おいて、第１四半期連結会計期間に配信を開始した「ケータイアキバ書房」が好調であったことなどにより、売上

高３億43百万円（当第２四半期連結累計期間で６億71百万円）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こと、子会社の株式会社ザ・ネットプランにおいて受

注が好調であったことより、売上高１億80百万円（当第２四半期連結累計期間で３億29百万円）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、第１四半期連結会計期間に開催した韓国俳優のイベ

ント関連のＤＶＤ販売があったものの、大型イベントの開催がなかったこともあり、売上高１億16百万円（当第２

四半期連結累計期間で３億40百万円）となっております。　

　「通信・映像送出事業」においては、子会社の株式会社アルジーのハイビジョン放送獲得が来期にずれこんだこ

と、大口の番組編集業務が終了となったことにより、売上高１億83百万円（当第２四半期連結累計期間で３億76百

万円）となっております。

　「その他事業」においては、電子書籍の受託制作等で売上高70百万円（当第２四半期連結累計期間で１億62百万

円）となっております。　

　利益面では、「通信・映像送出事業」においてハイビジョン対応等による売上原価の増加、アフィリエイトやバ

ナー等での広告展開などによる販売費及び一般管理費が増加しております。また、営業外損益において、韓国ドラ

マの支払い準備のために保有していたウォン建定期預金において、ウォン安による為替差損36百万円を計上しまし

た。

　この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高８億94百万円（当第２四半期連結累計期間で18億79百万

円）、営業利益27百万円（当第２四半期連結累計期間で78百万円）、経常損失４百万円（当第２四半期連結累計期

間で経常利益43百万円）、四半期純損失６百万円（当第２四半期連結累計期間で四半期純利益７百万円）となって

おります。　

　なお、平成21年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半

期決算短信（平成20年８月12日開示）をご参照ください。　

 

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２四半期連結会計期間における資産は35億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億58百万円減少し

ました。この主な要因は、流動資産「受取手形及び売掛金」が３億29百万円減少したことによるものです。負債

は、８億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億40百万円減少しました。この主な要因は、流動負債「支

払手形及び買掛金」が85百万円の減少および「未払法人税等」が36百万円減少したことによるものです。純資産

は26億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円減少しました。この主な要因は、新株予約権が13百万

円増加および少数株主持分が37百万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２四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、第１四半期連結会

計期間末に比べ３億91百万円増加しており、14億16百万円となりました。当第２四半期連結会計期間における各

キャッシュ・フローの状況と主な要因は、次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、２億36百万円の資金の増加となりました。これは、主に売上債権が１

億21百万円減少したことによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、１億79百万円の資金の増加となりました。これは、主に定期預金の満

期による収入が２億25百万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、12百万円の資金の減少となりました。これは、主に長期借入金の返済

による支出が11百万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

　当第２四半期連結累計期間において、個別単体においては売上高は概ね予想どおり、営業利益は予想を上回った

ものの、韓国ドラマの権利金の支払準備のため保有しておりましたウォン建定期預金で、昨今のウォン安のため約

36百万円の為替差損を計上したため、経常利益および四半期純利益は、予想を下回る結果となりました。連結にお

いては、子会社の株式会社アルジーのハイビジョン放送獲得が来期にずれこんだこと、大口の番組編集業務が終了

したことなどにより、売上高、営業利益、経常利益および四半期純利益ともに、予想数値を下回る結果となりまし

た。

　通期におきましては、個別単体においては概ね予想どおりを見込んでおりますが、連結においては子会社の株式

会社アルジーの業績回復が来期にずれこむことが予想され、また主要取引先の１社が民事再生法の申請をしたこと

等の理由により、売上高、営業利益、経常利益および当期純利益ともに、前回予想数値を下回る見込みであります。

　なお、平成20年５月18日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりです。　

 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　

  前回発表予想（Ａ）

百万円

4,132

百万円

254

百万円

242

百万円

89

円　銭

3  02

　今回発表予想（Ｂ） 3,700 170 130 50 1　69　

　増減額（Ｂ－Ａ） △432 △84 △112 △39 －　

　増減率（％） △10.5 △33.1 △46.3 △43.8 －　

　前期実績 4,171 343 363 323 11　00　

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　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２四半期連結会計期間の売上高は、「物販事業」が90,275千円減少、

「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」が112,776千円増加、「その他事業」が214,568千円減少（うち、

セグメント間内部売上高8,365千円）し、営業利益は、「物販事業」が17,160千円減少、「ライツ＆メディアコ

ミュニケーション事業」が34,568千円増加、「その他事業」が20,668千円減少します。

　　　また、当第２四半期連結累計期間の売上高は、「物販事業」が233,400千円減少、「ライツ＆メディアコミュ

ニケーション事業」が262,115千円増加、「その他事業」が422,881千円減少（うち、セグメント間内部売上高

17,620千円）し、営業利益は、「物販事業」が1,967千円減少、「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」

が24,060千円増加、「その他事業」が40,632千円減少します。
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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２四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,534,086 1,578,951

受取手形及び売掛金 579,313 908,780

コンテンツ 51,991 45,559

仕掛コンテンツ 25,969 16,577

商品 2,077 4,904

前渡金 523,129 81,835

その他 170,974 581,152

貸倒引当金 △111,997 △110,079

流動資産合計 2,775,544 3,107,683

固定資産   

有形固定資産 156,731 142,140

無形固定資産 101,936 88,424

投資その他の資産   

破産更生債権等 474,544 19,161

その他 525,579 934,604

貸倒引当金 △463,370 △463,218

投資損失引当金 △44,261 △44,261

投資その他の資産合計 492,491 446,285

固定資産合計 751,159 676,850

繰延資産   

繰延資産合計 1,799 2,399

資産合計 3,528,503 3,786,933



（単位：千円）

当第２四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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 275,481 361,295

短期借入金 6,266 6,266

1年内返済予定の長期借入金 38,827 42,220

未払法人税等 17,707 53,738

賞与引当金 3,808 3,400

返品調整引当金 6,279 9,061

その他 436,956 527,346

流動負債合計 785,327 1,003,330

固定負債   

長期借入金 28,741 26,753

事業撤退損失引当金 26,496 50,000

その他 － 568

固定負債合計 55,237 77,321

負債合計 840,565 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 △6,065,486 △6,072,637

自己株式 △32,114 △31,740

株主資本合計 2,483,093 2,476,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △355 －

評価・換算差額等合計 △355 －

新株予約権 15,757 2,728

少数株主持分 189,442 227,237

純資産合計 2,687,937 2,706,281

負債純資産合計 3,528,503 3,786,933



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,879,942

売上原価 1,177,911

売上総利益 702,031

販売費及び一般管理費  

給料 172,097

支払手数料 141,299

賞与引当金繰入額 990

貸倒引当金繰入額 3,783

その他 305,719

販売費及び一般管理費合計 623,889

営業利益 78,141

営業外収益  

受取利息 5,737

貸倒引当金戻入額 2,000

その他 283

営業外収益合計 8,021

営業外費用  

為替差損 35,195

その他 6,997

営業外費用合計 42,193

経常利益 43,969

特別損失  

損害賠償金 32,520

その他 4,068

特別損失合計 36,588

税金等調整前四半期純利益 7,381

法人税、住民税及び事業税 5,862

法人税等調整額 1,616

法人税等合計 7,478

少数株主損失（△） △7,248

四半期純利益 7,150



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 894,279

売上原価 551,152

売上総利益 343,127

販売費及び一般管理費  

給料 83,366

支払手数料 70,765

賞与引当金繰入額 990

貸倒引当金繰入額 4,097

その他 156,744

販売費及び一般管理費合計 315,963

営業利益 27,163

営業外収益  

受取利息 5,426

貸倒引当金戻入額 1,300

その他 148

営業外収益合計 6,875

営業外費用  

為替差損 36,963

その他 1,154

営業外費用合計 38,117

経常損失（△） △4,078

特別損失  

固定資産除却損 620

特別損失合計 620

税金等調整前四半期純損失（△） △4,699

法人税、住民税及び事業税 1,234

法人税等調整額 △633

法人税等合計 600

少数株主利益 1,674

四半期純損失（△） △6,974



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４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 7,381

減価償却費 62,648

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,783

賞与引当金の増減額（△は減少） 408

受取利息及び受取配当金 △5,737

支払利息 1,588

為替差損益（△は益） 35,195

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,782

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） △23,503

損害賠償損失 32,520

売上債権の増減額（△は増加） 329,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,995

前渡金の増減額（△は増加） 13,213

その他の流動資産の増減額（△は増加） △89,881

仕入債務の増減額（△は減少） △85,813

その他の流動負債の増減額（△は減少） △94,405

その他 17,081

小計 186,169

利息及び配当金の受取額 1,500

利息の支払額 △1,414

損害賠償金の支払額 △17,520

法人税等の支払額 △52,018

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,716

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 2,292

有形固定資産の取得による支出 △37,477

無形固定資産の取得による支出 △34,419

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 △34,000

定期預金の払戻による収入 248,418

子会社株式の取得による支出 △16,663

その他 △14,979

投資活動によるキャッシュ・フロー 113,994

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 △24,728

長期未払金の返済による支出 △3,000

自己株式の取得による支出 △373

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,101

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 215,483

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 1,416,452



　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〕

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９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
343,337 180,110 116,216 183,702 70,913 894,279 － 894,279

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － 8,365 1 8,366 (8,366) －

計 343,337 180,110 116,216 192,067 70,914 902,646 (8,366) 894,279

営業利益 14,484 10,171 10,694 3,260 17,283 55,893 (28,730) 27,163

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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
671,623 329,182 340,248 376,545 162,342 1,879,942 － 1,879,942

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － 17,620 1 17,621 (17,621) －

計 671,623 329,182 340,248 394,165 162,344 1,897,564 (17,621) 1,879,942

営業利益 40,555 11,690 17,597 18,539 46,279 134,660 (56,518) 78,141

（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」
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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２四半期連結会計期間の売上高は、「物販事業」が90,275千円減

少、「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」が112,776千円増加、「その他事業」が214,568千円減少

（うち、セグメント間内部売上高8,365千円）し、営業利益は、「物販事業」が17,160千円減少、「ライツ＆

メディアコミュニケーション事業」が34,568千円増加、「その他事業」が20,668千円減少します。

　　　また、当第２四半期連結累計期間の売上高は、「物販事業」が233,400千円減少、「ライツ＆メディアコ

ミュニケーション事業」が262,115千円増加、「その他事業」が422,881千円減少（うち、セグメント間内部

売上高17,620千円）し、営業利益は、「物販事業」が1,967千円減少、「ライツ＆メディアコミュニケーショ

ン事業」が24,060千円増加、「その他事業」が40,632千円減少します。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成20年４月１日　至　平成20年９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。　　

〔海外売上高〕

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）　

　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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  1,857,354 100.0

Ⅱ　売上原価  1,122,079 60.4

売上総利益  735,274 39.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  579,994 31.2

営業利益  155,280 8.4

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 2,517   

２．貸倒引当金戻入益 1,700   

３．その他 1,721 5,939 0.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 1,876   

２．株式交付費償却 3,744   

３．組合出資損失 5,245   

４．その他 3,301 14,168 0.8

経常利益  147,050 7.9

Ⅵ　特別利益    

１．投資有価証券売却益 180,792   

２．貸倒引当金戻入益 110,397   

３．転換社債買入償還益 60,000   

４．新株予約権消却益 44,000   

５．新株予約権戻入益 10,260   

６．受取損害保証金 21,500 426,949 23.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 5,817   

２．固定資産売却損 2,523   

３．事業撤退損失引当金繰入額 39,740   

４．投資有価証券売却損 86,761   

５．投資損失引当金繰入額 44,261   

６．貸倒引当金繰入額 87,431   

７．減損損失 2,150 268,686 14.5

税金等調整前中間純利益  305,314 16.4

法人税、住民税及び事業税 36,889   

法人税等調整額 △4,419 32,469 1.8

少数株主利益  24,899 1.3

中間純利益  247,945 13.3
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 305,314

減価償却費 55,066

減損損失　 2,150

貸倒引当金の増加額　 79,871

賞与引当金の増加額　 146

受取利息　 △2,517

支払利息及び社債利息　 1,876

株式交付償却費　 3,744

固定資産除却損　 5,817

固定資産売却損　 2,523

投資有価証券売却損　 86,761

組合出資損失 5,245

投資有価証券売却益 △180,792

投資損失引当金の減少額 △89,738

返品調整引当金の減少額 △453

事業撤退損失引当金の増加額　 39,740

売上債権の減少額　 285,658

たな卸資産の増加額　 △13,595

前払費用の増加額　 △1,797

その他流動資産の減少額　 27,142

仕入債務の減少額　 △103,553

その他流動負債の減少額　 △126,853

新株予約権戻入益 △10,260

新株予約権消却益　 △44,000

転換社債買入償還益　 △60,000

その他　 46,159

小計 313,657

利息の受取額 2,261

利息の支払額 △1,632

法人税等の支払額 △54,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 259,856
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　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 5,771

有形固定資産の取得による支出　 △36,647

無形固定資産の取得による支出　 △13,672

投資有価証券の売却による収入　 322,199

定期預金預入れによる支出　 △22,900

定期預金の払戻による収入　 65,000

その他 38,449

投資活動によるキャッシュ・フロー 358,201

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 △40,400

長期未払金の返済による支出　 △3,000

社債の償還による支出　 △1,940,000

株式発行による収入　 507,663

自己株式取得による支出　 △1,034

自己新株予約権の買取による支出
　

△16,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,492,772

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 △874,714

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,692,580

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,817,865
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 

デジタル
コンテンツ
配信事業
(千円)

物販事業
（千円）

 コミュニ
ティ事業
（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 641,377 576,444 46,453 593,077 1,857,354 ― 1,857,354

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 641,377 576,444 46,453 593,077 1,857,354 ― 1,857,354

営業費用 464,798 561,552 26,828 581,346 1,634,526 67,548 1,702,074

営業利益 176,579 14,892 19,625 11,731 222,828 (67,548) 155,280

（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 ……インターネットを通じての映画チケット、ＤＶＤ等の物販販売事業

(3) コミュニティ事業 …… コミュニティファンクラブミーティング運営事業、イベント事業 

(4) その他事業 ……テレビ放映権販売、デジタル加工・制作事業等、音楽関連コンテン

ツ制作・販売

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（67,548千円）の主なものは、親会社本社

の管理部門に係る費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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６．その他の情報

　該当事項はありません。
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