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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 3,428 ― △466 ― △357 ― △1,855 ―

20年3月期第3四半期 3,752 1.1 219 △64.3 54 △88.4 △86 ―

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 △16,393.76 ―

20年3月期第3四半期 △765.57 ―

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 4,756 4,159 87.3 36,702.59
20年3月期 6,693 6,039 90.1 53,275.49

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,154百万円 20年3月期  6,029百万円

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
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― 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  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

通期 4,680 △5.3 △630 ― △510 ― △2,010 ― △17,758.85

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、４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、４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） 

※業績予測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。 
    （注）詳細は、４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3月期第3四半期  113,183株 20年3月期  113,183株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  113,183株 20年3月期第3四半期  113,183株









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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,147,411 2,351,884

受取手形及び売掛金 1,221,328 1,247,045

原材料 1,349 1,356

仕掛品 181,072 284,937

未収還付法人税等 123 180,997

繰延税金資産 2,843 1,547

短期貸付金 1,540,000 1,550,000

その他 199,800 84,982

貸倒引当金 △1,501,508 △6,992

流動資産合計 3,792,421 5,695,759

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 48,913 55,233

工具、器具及び備品（純額） 38,772 58,183

有形固定資産合計 87,686 113,417

無形固定資産   

のれん 70,412 78,236

その他 54,825 50,263

無形固定資産合計 125,237 128,499

投資その他の資産   

投資有価証券 33,899 38,673

長期貸付金 477,000 477,000

繰延税金資産 1,754 1,530

その他 238,055 238,283

投資その他の資産合計 750,709 755,486

固定資産合計 963,633 997,403

資産合計 4,756,055 6,693,163



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

買掛金 251,379 290,806

未払金 208,392 231,035

未払法人税等 7,155 17,774

賞与引当金 6,900 －

繰延税金負債 － 11,545

その他 122,302 102,668

流動負債合計 596,129 653,828

負債合計 596,129 653,828

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,723 3,320,723

資本剰余金 2,978,396 2,978,396

利益剰余金 △2,123,348 △267,853

株主資本合計 4,175,771 6,031,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,760 △1,387

繰延ヘッジ損益 △18,901 －

評価・換算差額等合計 △21,662 △1,387

少数株主持分 5,815 9,455

純資産合計 4,159,925 6,039,334

負債純資産合計 4,756,055 6,693,163



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 3,428,856

売上原価 2,423,551

売上総利益 1,005,305

販売費及び一般管理費 1,471,764

営業損失（△） △466,458

営業外収益  

受取利息 103,316

その他 10,214

営業外収益合計 113,530

営業外費用  

持分法による投資損失 2,902

為替差損 1,963

営業外費用合計 4,866

経常損失（△） △357,793

特別損失  

固定資産除却損 254

貸倒引当金繰入額 1,495,000

和解金 750

特別損失合計 1,496,004

税金等調整前四半期純損失（△） △1,853,798

法人税、住民税及び事業税 14,223

法人税等調整額 △13,065

法人税等合計 1,158

少数株主利益 538

四半期純損失（△） △1,855,495



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,132,176

売上原価 827,884

売上総利益 304,292

販売費及び一般管理費 488,874

営業損失（△） △184,581

営業外収益  

受取利息 34,416

その他 530

営業外収益合計 34,946

営業外費用  

持分法による投資損失 6,313

為替差損 3,327

営業外費用合計 9,640

経常損失（△） △159,275

特別利益  

貸倒引当金戻入額 92

特別利益合計 92

特別損失  

貸倒引当金繰入額 1,495,000

特別損失合計 1,495,000

税金等調整前四半期純損失（△） △1,654,183

法人税、住民税及び事業税 2,938

法人税等調整額 △2,327

法人税等合計 610

少数株主損失（△） △18

四半期純損失（△） △1,654,775



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,853,798

減価償却費 43,632

のれん償却額 10,762

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,494,516

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,900

受取利息及び受取配当金 △103,316

為替差損益（△は益） 1,897

持分法による投資損益（△は益） 2,902

固定資産除却損 254

和解金 750

売上債権の増減額（△は増加） 39,858

たな卸資産の増減額（△は増加） 99,030

前渡金の増減額（△は増加） △122,658

仕入債務の増減額（△は減少） △49,373

未払金の増減額（△は減少） △21,828

その他 1,427

小計 △449,041

利息及び配当金の受取額 108,232

和解金の支払額 △750

法人税等の還付額 189,276

法人税等の支払額 △39,518

営業活動によるキャッシュ・フロー △191,800

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △100,800

定期預金の払戻による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △2,329

無形固定資産の取得による支出 △19,889

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

8,056

その他 3,858

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,104

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △471

財務活動によるキャッシュ・フロー △471

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,273

現金及び現金同等物の期首残高 2,336,565

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,131,292



　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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

国内コン
テンツ配
信事業
（千円）

カジュアルコ
ミュニケー
ション事業 
（千円）

海外事業
（千円）

その他の
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
1,100,650 811 15,956 14,758 1,132,176 － 1,132,176

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

計 1,100,650 811 15,956 14,758 1,132,176 － 1,132,176

営業利益又は営業損失

（△）
145,650 △124,526 △10,424 515 11,215 (195,797) △184,581

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

国内コン
テンツ配
信事業
（千円）

カジュアルコ
ミュニケー
ション事業 
（千円）

海外事業
（千円）

その他の
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
3,291,613 5,955 68,721 62,566 3,428,856 － 3,428,856

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － 4,365 4,365 (4,365) －

計 3,291,613 5,955 68,721 66,931 3,433,221 (4,365) 3,428,856

営業利益又は営業損失

（△）
472,405 △311,981 △32,545 12,834 140,713 (607,171) △466,458

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 　事業は、サービスの系列性、市場の類似性等を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

国内コンテンツ配信事業  携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営

カジュアルコミュニケーション

事業

携帯電話非公式サイトや各種メディアデバイス等を利用したイン

ターネットカジュアルコミュニティサービスの企画・開発・運営

 海外事業  携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等

 その他の事業

 ＰＣウェブサイト及び携帯電話向け着メロの受託制作、携帯電話

 向けゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作ツールの

 ライセンス供与等

－ 4 －



３．会計処理の方法の変更

（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、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。この変更による当第３四半期連結累計期間の営業利益又は営業損失へ

の影響はありません。

４．事業区分の変更

　従来、国内受託事業については、区分掲記しておりましたが、事業構造の改変に伴い重要性が低下したた

め、第１四半期連結会計期間より、その他の事業に含めて表示しております。

　なお、従前の区分に従った当第３四半期連結累計期間における国内受託事業の売上高は24,145千円、営業

利益は1,532千円であります。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

　（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

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

〔海外売上高〕

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

　（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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

　該当事項はありません。

－ 5 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額

Ⅰ　売上高 3,752,789

Ⅱ　売上原価 2,151,030

売上総利益 1,601,759

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,382,309

営業利益 219,449

Ⅳ　営業外収益 25,283

Ⅴ　営業外費用 190,438

経常利益 54,294

Ⅵ　特別利益 28,805

Ⅶ　特別損失 18,102

税金等調整前四半期純利益 64,998

税金費用 150,599

少数株主利益 1,048

四半期純損失 86,649

－ 6 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額

Ⅰ　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 64,998

減価償却費 44,198

のれん償却額 7,823

貸倒引当金の減少額 △407

受取利息及び受取配当金 △22,079

為替差損益 24

持分法による投資損失 188,753

持分法適用会社への未実現利益調整額 △72,197

投資有価証券売却益 △28,805

投資有価証券評価損 17,784

売上債権の減少額 73,627

たな卸資産の減少額 53,435

仕入債務の減少額 △25,056

未払金の増加額 88,032

その他 △49,763

小計 340,369

利息及び配当金の受取額 20,628

法人税等の還付額 1,256

法人税等の支払額 △555,047

営業活動によるキャッシュ・フロー △192,793
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前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入れによる支出 △900

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △33,215

無形固定資産の取得による支出 △12,902

投資有価証券の取得による支出 △8,400

投資有価証券の売却による収入 34,159

関係会社株式の売却による収入 29,990

関係会社貸付けによる支出 △355,500

その他 △8,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,068

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

新株予約権の買入消却による支出 △868,000

配当金の支払額 △111,122

財務活動によるキャッシュ・フロー △979,122

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △24

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,327,008

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,226,416

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 3,899,407
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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〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

 

国内コン
テンツ配
信事業
(千円)

国内受託
事業

（千円）

海外事業
（千円）

その他の
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
3,279,219 280,204 78,244 115,121 3,752,789 － 3,752,789

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
9,530 968 － 2,340 12,838 (12,838) －

計 3,288,749 281,172 78,244 117,461 3,765,627 (12,838) 3,752,789

営業費用 2,493,836 237,360 93,138 111,170 2,935,505 597,834 3,533,339

営業利益又は営業損失(△) 794,913 43,811 △14,893 6,291 830,122 (610,672) 219,449

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日

　　至　平成20年12月31日）

国内コンテンツ配信事業（千円） 222,458

カジュアルコミュニケーション事業

（千円)
30,446

海外事業（千円） 9,732

その他の事業（千円） 8,398

合計（千円） 271,034

　（注）１．金額は、当期製品製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「国内受託事業」は事業構造の改変に伴い重要性が低下した

            ため「その他の事業」に含めることとしました。

(2) 受注実績

当社企業グループは、主に国内コンテンツ配信事業を行っているため、該当事項はありません。

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
 当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日 
 　至　平成20年12月31日）

国内コンテンツ配信事業（千円） 1,100,650

カジュアルコミュニケーション事業

（千円）
811

海外事業（千円） 15,956

その他の事業（千円） 14,758

合計（千円） 1,132,176

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「国内受託事業」は事業構造の改変に伴い重要性が低下したた

め「その他の事業」に含めることとしました。

３．当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。

　なお、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ及びソフトバンクモバイルに対する販売実績は、当社企業グループがＮＴ

Ｔドコモのｉモードサービス、ＫＤＤＩのＥＺｗeb及びソフトバンクモバイルのYahoo!ケータイを介して行

う有料情報サービスの利用者（一般ユーザー）に対する情報料の総額であります。

 相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額（千円） 割合（％）

 ＮＴＴドコモ 714,057 63.1

 ＫＤＤＩ 226,431 20.0

 ソフトバンクモバイル 90,180 8.0

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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