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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 2,069 ― △298 ― △286 ― △287 ―

20年3月期第3四半期 5,141 197.7 205 957.9 212 704.8 273 745.7

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3四半期 △7.52 ―

20年3月期第3四半期 7.15 7.15

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3四半期 2,862 2,278 78.9 59.04
20年3月期 5,570 2,566 45.7 66.56

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,257百万円 20年3月期  2,545百万円

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
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 3,500 △61.2 10 △97.7 15 △96.6 14 △97.2 0.37

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期第3四半期  38,363,220株 20年3月期  38,363,220株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  122,094株 20年3月期  120,108株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  38,241,996株 20年3月期第3四半期  38,217,429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．平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月24日付「特別利益及び特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました
内容から変更しております。詳細につきましては本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 
２．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の当たっての注意事項については、３ページ【定性的情報・財
務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．当社は、平成20年10月31日付で当社連結子会社の株式会社ユー・エンターテインメントの全株式を譲渡いたしました。これにより当社は非連結会社となりました。 
４．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累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に端を発した国際的な金融市場の不

安感が増大しているなか、企業収益の悪化、個人消費の冷え込みなど経済社会全体としては景気の減速感が一段と強

まる状況のまま推移しました。 

 このような経済情勢の中、当社は優良コンテンツを利用した商品化事業等の計画達成に向けて注力しましたが、コ

ンサルティング事業において不振傾向が顕著で、計画からの下方修正を余儀なくされました。  

 当第３四半期累計期間の業績は、売上高につきましては2,069百万円となり、損益につきましては、コンサルティ

ング事業において大型案件が不成立に終わり売上高が大きく減少した結果、営業損失298百万円、経常損失286百万円

となりました。また売掛金の回収が進んだことによる貸倒引当金戻入益など94百万円の特別利益があったものの、投

資有価証券評価損の計上、子会社株式売却損など95百万円特別損失があり四半期純損失287百万円となりました。 

 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。 

① コンテンツ事業 

 当第３四半期累計期間のコンテンツ事業につきましては、売上計上のずれ込みを補い、利益率の高い版権仲介事業

を予定通り獲得し当初計画売上高1,190百万円、営業利益118百万円を達成できました。 

 この結果、売上高は1,194百万円、営業利益は125百万円となりました。 

② アミューズメント事業 

 当第３四半期累計期間のアミューズメント事業につきましては、アミューズメント施設用メダルゲーム機への転用

事業において当初計画売上高780百万円、営業利益は90百万円を見込んでおりましたが予定通り堅調に推移いたしま

した。 

 この結果、売上高は784百万円、営業利益は95百万円となりました。 

③ コンサルティング事業 

  当第３四半期累計期間のコンサルティング事業につきましては、「アミューズメントショッピングエリア事業」に

おいては、厳しい状況から脱却できず新規コンサルティング受託店舗数は当初計画を大きく下回りました。さらに

「遊休不動産等の活用についてのコンサルティング事業」について見込んでいた大型案件が昨今のリーマン・ショッ

ク等による不動産不況により契約を成就することができず大幅減収となりました。 

 この結果、売上高90百万円、営業損失3百万円となりました。 

 上記の金額には総務部門等管理部門に係る配賦不能営業費用は含んでおりません。 

なお、前第３四半期については連結財務諸表ベースで開示を行っていたので、前年同期比については記載しておりま

せん。 

④ 通期の業績の見通し 

 本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、コンサルティング事業において見込んでいた大型案件

が契約不成立になったことを受け、売上の減少が避けられない状況となり業績の見通しの修正を行いました。 

 コンテンツ事業につきましては、利益率の高い版権商品化事業について、予定している売上高及び利益を確保でき

る見込みです。しかしながら連結子会社であった㈱ユー・エンターテインメントの当社が保有していた同社の株式の

全部を譲渡いたしましたので、㈱ユー・エンターテインメントで見込んでいた収益分が減益になります。 

 アミューズメント事業につきましては、市場ニーズの高いアミューズメント施設用メダルゲーム機への転用事業に

おいて概ね計画通りの収益を確保できる見込みですが、今日の経済情勢の中エンドユーザーの購買意欲の低下が著し

く予断を許さない状況です。 

 コンサルティング事業につきましては、「アミューズメントショッピングエリア事業」における、新規コンサルテ

ィング受託店舗の獲得については厳しい状況です。さらに「遊休不動産等の活用についてのコンサルティング事業」

で現況の経済情勢の悪化による予定していた大型案件の不成立が大きく響き、売上・利益につきまして大幅な減益に

なる見込みです。 

  以上により、当社全体の当会計期間の業績の予想といたしましては、売上高3,500百万円、営業利益10百万円、経

常利益15百万円、当期純利益14百万円を見込んでおります。 



①  資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

当第３四半期会計期間末における総資産は、2,862百万円（前会計年度末は5,570百万円）となり、2,708百万円減少

いたしました。減少の主な要因は現金及び預金の減少（2,755百万円から1,279百万円へ1,475百万円減）や、受取手

形及び売掛金の減少（2,030百万円から489百万円へ1,541百万円減）であります。 

 （負債） 

当第３四半期会計期間末における負債は、583百万円（前会計年度末は3,004百万円）となり、2,420百万円減少いた

しました。減少の主な要因は支払手形及び買掛金の減少（2,784百万円から447百万円へ2,337百万円減）でありま

す。 

 （純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産は2,278百万円（前会計年度末は2,566百万円）となり、287百万円減少いた

しました。減少の主な要因は、四半期純損失を計上したことによる利益剰余金の減少（△2,257百万円から△2,545百

万円へ287百万円減）であり、自己資本比率は78.9％となりました。 

②  キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物は1,279百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、1,255百万円となりました。 

これは税金等調整前四半期純損失（△286百万円）の計上、コンテンツ版権勘定償却額（58百万円）、貸倒引当金の

増加（62百万円）、売上債権の減少（1,540百万円）、差入保証金の増加（△200百万円）、仕入債務の減少

（△2,534百万円）等の要因によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、220百万円となりました。 

これは主に貸付による支出（247百万円）等の要因によるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、0百万円となりました。 

これは自己株式の取得による支出（0百万円）によるものです。   

  

 第３四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年10月24日付「特別利

益及び特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました平成21年３月期の業績予想を

修正しております。 

 詳細については本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。   

  

 （簡便な会計処理） 

 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、帳簿残高によっております。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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は、従来個別法による原価法によっておりましたが、第１四

半期会計期間より「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）が適用され

たことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。なお、この変更による営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありま

せん。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,279,438 2,755,214

受取手形及び売掛金 489,132 2,030,496

商品 110,800 120,000

短期貸付金 315,532 182,932

その他 344,441 171,828

貸倒引当金 △99,030 △177,451

流動資産合計 2,440,313 5,083,020

固定資産   

有形固定資産 31,741 23,038

無形固定資産 59,052 61,812

投資その他の資産   

長期貸付金 1,357,224 1,357,224

敷金及び保証金 578,604 380,604

その他 148,752 277,238

貸倒引当金 △1,753,476 △1,612,614

投資その他の資産合計 331,104 402,453

固定資産合計 421,898 487,304

資産合計 2,862,212 5,570,324

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 447,651 2,784,673

未払法人税等 9,462 11,926

引当金 12,677 12,794

その他 52,916 131,642

流動負債合計 522,707 2,941,037

固定負債   

引当金 7,081 6,811

その他 54,044 56,173

固定負債合計 61,125 62,984

負債合計 583,832 3,004,022



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,910,916 2,910,916

資本剰余金 1,961,297 1,961,297

利益剰余金 △2,545,076 △2,257,307

自己株式 △69,301 △69,146

株主資本合計 2,257,836 2,545,759

新株予約権 20,542 20,542

純資産合計 2,278,379 2,566,302

負債純資産合計 2,862,212 5,570,324



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,069,771

売上原価 1,615,845

売上総利益 453,926

販売費及び一般管理費 752,913

営業損失（△） △298,987

営業外収益  

受取利息 10,571

その他 6,780

営業外収益合計 17,351

営業外費用  

貸倒引当金繰入額 4,216

その他 148

営業外費用合計 4,365

経常損失（△） △286,001

特別利益  

前期損益修正益 23,949

貸倒引当金戻入額 67,401

その他 3,006

特別利益合計 94,357

特別損失  

固定資産除却損 18,516

子会社株式売却損 32,000

投資有価証券評価損 44,699

特別損失合計 95,216

税引前四半期純損失（△） △286,860

法人税、住民税及び事業税 907

法人税等合計 907

四半期純損失（△） △287,768



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 △286,860

減価償却費 6,633

コンテンツ版権勘定償却額 58,315

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62,441

固定資産除却損 18,516

子会社株式売却損益（△は益） 32,000

投資有価証券評価損益（△は益） 44,699

売上債権の増減額（△は増加） 1,540,733

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,200

その他の流動資産の増減額（△は増加） 77,406

差入保証金の増減額（△は増加） △200,000

仕入債務の増減額（△は減少） △2,534,009

その他の流動負債の増減額（△は減少） △80,888

預り保証金の増減額（△は減少） △2,000

その他 △7,598

小計 △1,261,408

利息及び配当金の受取額 7,005

法人税等の支払額 △1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,255,613

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 △33,717

無形固定資産の取得による支出 △55,691

貸付けによる支出 △247,000

貸付金の回収による収入 114,400

敷金及び保証金の差入による支出 △7,500

敷金及び保証金の回収による収入 9,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △220,008

財務活動によるキャッシュ・フロー  

その他 △154

財務活動によるキャッシュ・フロー △154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,475,775

現金及び現金同等物の期首残高 2,755,214

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,279,438



 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）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。 

  



 「参考資料」 

  前年同四半期に係る財務諸表等 

   (1）（要約）四半期損益計算書 

  

   (2）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書   

 当社は平成20年３月期第３四半期は連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期（平成20年３月期第３四半

期）における（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書について記載しておりません。 

科目 

  
前年同四半期累計期間 

（平成20年３月期第３四半期） 
  

金額（千円）

Ⅰ 売上高 5,141,417

Ⅱ 売上原価 4,274,220

  売上総利益 867,197

Ⅲ 販売費及び一般管理費 662,177

  営業利益 205,019

Ⅳ 営業外収益 9,242

Ⅴ 営業外費用 1,304

  経常利益 212,957

Ⅵ 特別利益 61,739

Ⅶ 特別損失 －

 税引前四半期純利益  274,696

 法人税,住民税及び事業税 1,184

 四半期純利益 273,512
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