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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31日） 

（注）１ 平成19年６月期第２四半期の連結財務諸表を作成していないため、20年６月期第２四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
（注）２ 平成20年６月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高はありますが、20年６月期において当社は非上場であ
り、期中平均株価が把握できませんので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2四半期 3,017 ― 95 ― 69 ― 29 ―
20年6月期第2四半期 2,864 ― 155 ― 122 ― 71 ―

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2四半期 38.45 37.61
20年6月期第2四半期 2,190.37 ―

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2四半期 3,301 1,609 48.6 1,892.84
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2四半期  1,604百万円 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 6,703 △1.3 191 △47.3 157 △47.7 70 △52.8 86.97

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。業績予想につきましては、平成21年１月28日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ
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。 
３．当社は、平成20年３月21日付で株式１株につき20株の株式分割を行っております。  

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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  779,689株 20年6月期第2四半期  32,800株
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 当第２四半期連結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する世界的な金融市場

の混乱、原油等の原材料価格の高騰によって市場の混乱がおこり、また、これらの影響による為替相場の著しい変動

が企業業績の悪化を招き、景気の減速感が一層強まりました。 

 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 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２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,017百万円、営業利益95百万円、

経常利益69百万円となりました。また、ＳＰ事業における自転車ポータルサイト「Cycle Style.net」からの撤退に

伴うソフトウェア売却による固定資産売却損を特別損失として計上したため、四半期純利益は29百万円となりまし

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。 

 ＰＲ事業においては、既存レギュラー契約（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

注が得られたものの、景気悪化の影響や人員不足による当初計画に対する新規レギュラー契約の獲得の遅れもあり、

当第２四半期連結累計期間の売上高は501百万円となりました。 

 マネジメント事業においては、スポーツ分野では、契約アスリートの広告契約の獲得等により、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各案件が順調に進捗した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高

は、688百万円となりました。 

 コンテンツ開発事業においては、BS民放5局共同特別番組 『LANDSCAPE～アスリート、その視線の彼方～』の企

画・制作や「コカ・コーラ 未来への夢はじめよう。」プロジェクトの企画・運営の受注等もあり、また、Bill 

Grangerがライセンス提供していたレストラン「ｂills」の直営化も寄与し、当第２四半期連結累計期間の売上高は

653百万円となりました。  

 ＳＰ事業においては、第１四半期連結会計期間から引き続き大手広告代理店経由の受注獲得活動を強化して展開を

しておりましたが、経済状況の急速な悪化の影響もあり、受注を予定していたＳＰキャンペーンの延期や受注額の減

少などが影響し、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,174百万円となりました。  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、3,301百万円（前連結会計年度末比529百万円減）となり、資産

の内訳につきましては、流動資産が2,289百万円（同577百万円減）、固定資産が1,011百万円（同47百万円増）であ

ります。また、負債合計は、1,692百万円（同1,034百万円減）となり、負債の内訳につきましては、流動負債が

1,416百万円（同792百万円減）、固定負債が275百万円（同242百万円減）であります。純資産合計は、1,609百万円

（同504百万円増）となりました。 

  

キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、551百万円となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は56百万円となりました。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628百万円及び仕入債務の減少額140百万円、契約アスリートの所属契約等から構成される前受金の

減少額155百万円、法人税等の支払額123百万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２四半期連結累計期間において、投資活動により支出した資金は88百万円となりました。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５百万円、レストラン「bills」の設備取得や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64百万円、及び「bills」店舗の敷金保証金を含むその他の投資

の支出18百万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２四半期連結累計期間において、財務活動により支出した資金は72百万円となりました。これは、ＳＰ事業に

おける短期借入金の純減額296百万円、長期借入金の返済としての支出278百万円、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。  
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 通期の業績予想につきましては、平成21年１月28日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」にお

いて連結・個別ともに修正を行っております。 

 今後、当該連結業績予想に修正のある場合には速やかに開示してまいります。  

  

  

     該当事項はありません。  

  

 税金費用については、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．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は4,481千

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２四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 551,635 656,684

受取手形及び売掛金 1,270,132 1,898,920

商品 27,328 33,571

原材料 1,841 －

未成業務支出金 110,538 53,233

その他 329,740 235,238

貸倒引当金 △1,378 △10,381

流動資産合計 2,289,836 2,867,267

固定資産   

有形固定資産   

土地 520,818 520,818

その他（純額） 283,892 232,163

有形固定資産合計 804,711 752,981

無形固定資産   

のれん 104 123

その他 17,791 40,473

無形固定資産合計 17,895 40,597

投資その他の資産   

その他 194,512 175,583

貸倒引当金 △5,277 △4,785

投資その他の資産合計 189,235 170,797

固定資産合計 1,011,841 964,377

資産合計 3,301,678 3,831,644

負債の部   

流動負債   

買掛金 577,906 718,065

短期借入金 542,020 838,255

1年内返済予定の長期借入金 48,078 54,048

未払法人税等 30,172 122,187

役員賞与引当金 － 23,000

その他 218,051 452,821

流動負債合計 1,416,228 2,208,379

固定負債   

長期借入金 203,425 447,660

役員退職慰労引当金 55,152 49,561

負ののれん 17,344 20,813

固定負債合計 275,922 518,034

負債合計 1,692,151 2,726,413
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（単位：千円）

当第２四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 682,951 675,274

株主資本合計 1,604,991 1,105,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △615 △643

評価・換算差額等合計 △615 △643

少数株主持分 5,150 －

純資産合計 1,609,527 1,105,231

負債純資産合計 3,301,678 3,831,644
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（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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,017,683

売上原価 2,380,318

売上総利益 637,365

販売費及び一般管理費 542,295

営業利益 95,069

営業外収益  

受取利息 318

受取配当金 43

負ののれん償却額 3,468

その他 1,632

営業外収益合計 5,463

営業外費用  

支払利息 8,052

株式公開費用 17,895

その他 4,770

営業外費用合計 30,718

経常利益 69,815

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,681

特別利益合計 8,681

特別損失  

固定資産売却損 16,080

投資有価証券評価損 167

特別損失合計 16,248

税金等調整前四半期純利益 62,248

法人税等 32,016

少数株主利益 250

四半期純利益 29,980
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７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利益 62,248

減価償却費 16,852

負ののれん償却額 △3,468

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,509

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,591

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 8,052

為替差損益（△は益） △11

固定資産売却損益（△は益） 16,080

売上債権の増減額（△は増加） 628,076

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,181

前渡金の増減額（△は増加） △98,356

その他の資産の増減額（△は増加） 12,522

仕入債務の増減額（△は減少） △140,159

未払金の増減額（△は減少） 6,466

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,427

前受金の増減額（△は減少） △155,246

その他の負債の増減額（△は減少） △67,566

小計 186,645

利息及び配当金の受取額 291

利息の支払額 △7,048

法人税等の支払額 △123,697

営業活動によるキャッシュ・フロー 56,190

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 △64,046

無形固定資産の取得による支出 △5,965

その他 △18,835

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,847

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） △296,235

長期借入れによる収入 28,000

長期借入金の返済による支出 △278,204

株式の発行による収入 491,440

少数株主からの払込みによる収入 4,900

配当金の支払額 △22,304

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,403

現金及び現金同等物に係る換算差額 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △105,049

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 551,635
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

（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、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、当第２四半

期連結累計期間の営業利益は、コンテンツ開発事業で3,487千円、ＳＰ事業で993千円それぞれ減少してお

ります。 

４．当社は、株式会社トランジットジェネラルオフィスとの合弁で、株式会社フライパンを設立し、平成20

年11月より当社契約スペシャリストであるBill Grangerがライセンス提供しているレストラン「bills」

を直営化することとしました。当事業はコンテンツ開発事業に分類しております。  

  

  

 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31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 
501,097 688,714 653,678 1,174,192 3,017,683  － 3,017,683 

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
629 2,314 － 4,468 7,411 (7,411)  －

  計 501,727 691,028 653,678 1,178,660 3,025,095  (7,411) 3,017,683 

 営業利益 118,860 63,155 110,791 19,337 312,145 (217,075) 95,069 

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〕 

〔海外売上高〕 
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（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、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２四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す。
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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７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        2,864,181  100.0

Ⅱ 売上原価        2,274,179  79.4

売上総利益        590,001  20.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        434,646  15.2

営業利益        155,354  5.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  353            

２．負ののれん償却額      3,468            

３．為替差益      6,947            

４．還付加算金      2,765            

５．その他          2,200  15,735  0.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  10,275            

２．債権譲渡損  2,913            

３．デリバティブ損失  32,236            

４．その他  3,411  48,835  1.7

経常利益        122,253  4.3

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  140  140  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  162  162  0.0

税金等調整前中間純利益        122,231  4.3

法人税、住民税及び事業
税 

 53,635            

法人税等調整額  △3,248  50,387  1.8

中間純利益        71,844  2.5
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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７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

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  122,231

減価償却費   18,143

貸倒引当金の増加額   4,503

負ののれん償却額   △3,449

役員退職慰労引当金の増
加額  

 4,693

役員賞与引当金の減少
額  

 △20,000

受取利息及び受取配当
金  

 △353

支払利息   10,275

為替差益   △7,402

固定資産売却益   △140

固定資産除却損       162

売上債権の増加額   △405,868

たな卸資産の増加額   △28,736

前渡金の増加額   △13,656

その他の資産の減少額   15,612

仕入債務の減少額   △19,689

未払金の減少額   △4,197

未払消費税等の増加額   7,242

前受金の減少額   △162,515

その他の負債の減少額   △15,487

小計  △498,630

利息及び配当金の受取
額  

 352

利息の支払額   △10,917

法人税等の還付金の受取
額  

 93,194

法人税等の支払額   △27,289

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △443,289
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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  

 △5,912

有形固定資産の売却によ
る収入  

 170

無形固定資産の取得によ
る支出  

 △12,634

貸付金の回収による収
入  

 362

その他   △4,831

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △22,845

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

短期借入金の純増額   491,351

長期借入金の返済による
支出  

 △59,826

配当金の支払額   △11,480

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 420,045

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 7,402

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

 △38,686

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 563,682

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 524,995
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前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日） 

 （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．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は141,070千円であり、その主なものは当

社管理部門に係る費用及び全社に係る費用であります。 

前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19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在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 

 649,834  436,257  341,438  1,436,649  2,864,181  －  2,864,181

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

 －  3,200  320  70,578  74,098 (74,098)  －

計  649,834  439,457  341,758  1,507,228  2,938,279 (74,098)  2,864,181

営業費用  546,760  354,070  282,640  1,459,306  2,642,778  66,048  2,708,826

営業利益  103,074  85,386  59,117  47,922  295,501 (140,146)  155,354

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〕 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19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。  
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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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