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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10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9月期第1四半期 813 ― △43 ― △48 ― △29 ―
20年9月期第1四半期 759 ― 7 ― 6 ― 3 ―

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9月期第1四半期 △1,004.75 ―
20年9月期第1四半期 156.20 ―

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9月期第1四半期 1,875 1,314 70.1 45,528.76
20年9月期 2,067 1,372 66.4 47,533.51

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  1,314百万円 20年9月期  1,372百万円

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9月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期累計期間 1,900 ― 60 ― 49 ― 26 ― 900.37
通期 4,000 11.5 130 28.4 111 46.5 58 74.7 2,008.52

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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9月期第1四半期  28,877株 20年9月期  28,877株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  ―株 20年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期  28,877株 20年9月期第1四半期  22,768株

※  業績予想の適正な利用に関する説明、その他の特記事項 
１． 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当者が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりま
す。実際の実績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２． 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
条）を適用しております。  
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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１四半期会計期間における我が国経済は、昨夏以降のサブプライムローン問題を端緒とする世界的な金融市場

の混乱、企業業績の悪化による設備投資の減少、雇用環境の悪化ならびに所得の低迷に起因する個人消費の落ち込み

等により、景気の先行きは一段と厳しさを増しております。

　当社を取り巻く環境といたしましては、日本国内における携帯電話の契約者数が平成20年12月末現在で１億582万契

約に達しており、そのうち第３世代携帯電話の契約者に占める割合は平成19年12月末の82.9％から平成20年12月末に

は90.8％と、引き続き拡大傾向になっております（出所：社団法人電気通信事業者協会）。また、「着うたフル®」

「電子書籍」「動画」など当社が主力とする第３世代携帯電話向けコンテンツ（以下、３Ｇコンテンツ）の市場は、

大容量コンテンツの配信可能な高機能携帯電話の新機種が投入されることなどにより、引き続き拡大傾向にあります。

　このような環境の下、前期において確立させたプロモーション方法である「ライフタイムコミッション」と「ラン

ディングページの施策」を継続して行い、コンテンツの会員獲得を進めてまいりました。しかしながら、「ランディ

ングページの施策」で提携している一部のサイトにおいて獲得したユーザーが、当社サイトへ入会しているものの利

用料金を支払わず回収不能となる事態が発生するなどにより、当初想定していた売上高及び売上総利益には到達する

ことが出来ませんでした。また、今後想定される代金の未回収金額について、貸倒引当金26,192千円を計上しており

ます。新規コンテンツに関しては、ワーナー・ブラザースとの提携により、ハリウッド映画作品を配信する「ベスト

ヒットハリウッド＋（プラス）」のサービスを開始しました。またアーティストサイトにおいては、Ｘ　ＪＡＰＡＮ

のカウントダウンチケットをサイト上で発売したことにより、会員数の積み増しをすることができました。

　広告事業に関しては、メディアプランニング事業において、前期まで取り扱っていたモバゲータウンの広告枠取り

扱いはなくなっておりますが、ｍｉｘｉモバイルやＧＲＥＥなどの人気ＳＮＳメディアの販売が好調に推移しました。

アフィリエイト事業においては、今期より株式会社セプテーニ・クロスゲートとの協業がスタートし、当社はアフィ

リエイトシステム「ケータイＭＡＸ」の運営業務のみを行っているため、前四半期に比べて売上総利益額はそれほど

変化がないものの、売上高は前四半期に比べて減少する結果となっております。

　以上の結果、当第１四半期会計期間における売上高は813,949千円（前年同期比7.2％増）、営業損失は43,120千円

（前年同期は7,948千円の営業利益）、経常損失は48,592千円（前年同期は6,766千円の経常利益）、第１四半期純損

失は29,014千円（前年同期は3,556千円の第１四半期純利益）となりました。

部門別の状況は次のとおりであります。

（コンテンツ・メディア事業）

　コンテンツ・メディア事業は、携帯電話利用者に対して「着うたフル®」「電子書籍」「動画」といった３Ｇコンテ

ンツの配信を行うものであり、当社の主力事業となっております。会員獲得のための効果的なプロモーション方法の

実施、他社との差別化が可能なコンテンツの獲得などにより有料会員数を伸ばすよう努めてまいりました。当第１四

半期会計期間におきましては、前期において確立させたプロモーション方法である「ライフタイムコミッション」と

「ランディングページの施策」を継続して行い、コンテンツの会員獲得を進めてまいりました。しかしながら、「ラ

ンディングページの施策」で提携している一部のサイトにおいて、課金売上として計上していたものの売上金の一部

回収が見込めない事態が発生いたしました。コンテンツの権利獲得に関しては、ワーナー・ブラザースとの提携によ

り、ハリウッド映画作品を配信する「ベストヒットハリウッド＋（プラス）」のサービスを開始しました。ハリウッ

ド映画作品を携帯電話単体によるストリーミング配信するサイトとしては、日本初の試みとなります。アーティスト

サイトにおいては、ファン層に対するサービス及びコンテンツの充実により会員数を増加させることが出来ました。

具体的には、Ｘ　ＪＡＰＡＮのカウントダウンチケットをサイト上で発売したことにより、会員数の積み増しをする

ことができました。しかしながら、当初想定していた売上高及び売上総利益には到達することが出来ませんでした。

　この結果、コンテンツ・メディア事業の売上高は488,002千円（前年同期比2.2％増）となりました。

（広告事業）

　広告事業は、他社が運営するモバイル広告枠を広告代理店に対して販売するメディアプランニング事業と、アフィ

リエイトシステム「ケータイＭＡＸ」の運営業務を行うアフィリエイト事業がございます。メディアプランニング事

業においては、前期まで取り扱っていたモバゲータウンの広告枠取り扱いはなくなっておりますが、ｍｉｘｉモバイ

ルやＧＲＥＥなどの人気ＳＮＳメディアの販売が好調に推移しました。アフィリエイト事業においては、今期より株

式会社セプテーニ・クロスゲートとの協業がスタートし、当社はアフィリエイトシステム「ケータイＭＡＸ」の運営

業務のみをおこなっているため、前年同期に比べて売上総利益額はそれほど変化がないものの、売上高は減少する結

果となっております。

　この結果、広告事業の売上高は291,437千円（同15.3％増）となりました。
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（その他事業）

　その他事業は、モバイルサイトの公式メニュー化、モバイルサイトの運営支援及び受託制作等を行うものでありま

す。青少年による有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングサービスの普及が進んだため、当社が提供する

モバイルサイトの公式メニュー化サービスに対するニーズは引き続き好調に推移し、売上高を伸ばすことができまし

た。

　この結果、その他事業の売上高は34,508千円（同18.1％増）となりました。

（※前年同期比較は、参考として掲載しております。）

２．財政状態に関する定性的情報

 資産、負債及び純資産の状況

 当第１四半期会計期間における資産の状況は、売掛金の減少等により総資産が前期末に比べて192,222千円減少し

1,875,039千円となりました。負債は、買掛金が149,375千円減少したことなどにより前期末に比べて134,331千円減少

し560,304千円となりました。

　純資産は当期純損失29,014千円を計上したことなどにより前期末に比べて57,891千円減少し、1,314,734千円となり

ました。純資産は減少したものの負債の減少額がそれを上回ったため、自己資本比率は前期末の66.4％から70.1％に

増加いたしました。

 

各キャッシュフローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、営業活動の結果使用した資金は11,225千円となりました。主な収入要因は売上債

権の減少による152,799千円であり、主な支出要因は仕入債務の減少による149,375千円及び権利獲得にともなう前払

費用の増加による21,633千円であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は141,152千円となりました。主な支出要因は営業譲

受による支出120,000千円であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は24,371千円となりました。主な支出要因は配当金

支払24,371千円によるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　携帯電話加入者数は１億台を突破し増加ペースは鈍化傾向にあるものの、携帯電話の高機能化、通信速度の高速化

により、モバイルコンテンツ市場は動画などの大容量コンテンツの配信がますます増加するものと予想されます。

　そのような環境の下、コンテンツ・メディア事業につきましては、引き続き３Ｇコンテンツの有料会員増加による

収益拡大を図ります。特に、前期より本格的に開始したアーティストサイトや、当第１四半期会計期間において開始

した「ベストヒットハリウッド＋（プラス）」など差別化コンテンツの提供に注力し、有料会員増加を目指します。

集客方法については、引き続き費用対効果を重視したプロモーション方法を推進してまいります。

　広告事業につきましては、事業の選択と集中を行うことで収益の最大化を目指してまいります。メディアプランニ

ング事業においては、引き続き広告代理店と連携し、広告主にとって最適な広告商品の提案を行ってまいります。

また、取り扱いメディアを拡大させることで売上のさらなる成長を目指します。アフィリエイト事業においては、

引き続き株式会社セプテーニ・クロスゲートと協業して事業推進してまいります。よって、アフィリエイトシステム

「ケータイＭＡＸ」の運営収入は継続的に見込まれるものと考えております。

　その他事業につきましては、コンテンツ・メディア事業で培ったモバイルサイトの運営ノウハウと広告事業を通じ

て把握した広告主のニーズをもとに、モバイルサイトの公式メニュー化、モバイルサイトの運営支援及び受託制作等

のサービス提供を拡大してまいります。

　以上により、平成21年９月期の見通しにつきましては、売上高4,000百万円、営業利益130百万円、経常利益111百万

円、当期純利益58百万円を見込んでおります。

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

１．固定資産の減価償却費の算定方法

　　定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

２．棚卸資産の評価方法

　  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積もり、簿

価切下げを行う方法によっております。

３．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。

　

（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

　　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。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 369,540 546,289

売掛金 641,024 793,823

商品 965 1,422

その他 172,883 142,216

貸倒引当金 △30,509 △4,317

流動資産合計 1,153,904 1,479,436

固定資産   

有形固定資産 61,349 66,540

無形固定資産   

のれん 123,500 －

その他 65,275 60,879

無形固定資産合計 188,775 60,879

投資その他の資産   

敷金及び保証金 279,927 279,697

その他 191,082 180,707

投資その他の資産合計 471,009 460,404

固定資産合計 721,134 587,825

資産合計 1,875,039 2,067,261

負債の部   

流動負債   

買掛金 381,310 530,685

短期借入金 105,000 105,000

未払法人税等 1,513 5,139

その他 72,481 53,810

流動負債合計 560,304 694,635

負債合計 560,304 694,635

純資産の部   

株主資本   

資本金 563,900 563,900

資本剰余金 608,821 608,821

利益剰余金 142,012 199,903

株主資本合計 1,314,734 1,372,625

純資産合計 1,314,734 1,372,625

負債純資産合計 1,875,039 2,067,261
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 813,949

売上原価 589,227

売上総利益 224,722

販売費及び一般管理費 267,842

営業損失（△） △43,120

営業外収益  

受取利息 24

受取配当金 147

その他 41

営業外収益合計 213

営業外費用  

支払利息 368

株式上場関連費用 5,125

その他 191

営業外費用合計 5,685

経常損失（△） △48,592

税引前四半期純損失（△） △48,592

法人税、住民税及び事業税 572

法人税等調整額 △20,150

法人税等合計 △19,578

四半期純損失（△） △29,014
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10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  

税引前四半期純損失（△） △48,592

減価償却費 9,759

のれん償却額 6,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,192

受取利息及び受取配当金 △171

支払利息 368

売上債権の増減額（△は増加） 152,799

たな卸資産の増減額（△は増加） 457

仕入債務の増減額（△は減少） △149,375

前払費用の増減額（△は増加） △21,633

その他 14,807

小計 △8,889

利息及び配当金の受取額 24

利息の支払額 △331

法人税等の支払額 △2,029

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,225

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △10,573

投資有価証券の取得による支出 △10,125

営業譲受による支出 △120,000

その他 △453

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,152

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △24,371

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,749

現金及び現金同等物の期首残高 546,289

現金及び現金同等物の四半期末残高 369,540
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　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。

（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）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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 759,569

Ⅱ　売上原価 508,727

売上総利益 250,842

Ⅲ　販売費及び一般管理費 242,893

営業利益 7,948

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 12

２．その他　 31

営業外収益合計　 44

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 197

２．上場準備費用　 1,000

３．その他　 30

営業外費用合計　 1,227

経常利益 6,766

税金等調整前四半期純利益 6,766

法人税、住民税及び事業税 135

法人税等調整額　 3,075

法人税等合計　 3,210

四半期純利益 3,556
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前四半期純利益 6,766

　減価償却費 7,851

　受取利息及び受取配当金 △12

　支払利息 197

　売上債権の増加額 △96,739

　たな卸資産の増加額 △328

　前払費用の減少額 10,393

　仕入債務の増加額 36,171

　未払金の増加額 55,240

　未払消費税の減少額 △7,570

　その他 △3,382

小計 8,588

　利息及び配当金の受取額 12

　利息の支払額 △279

　法人税等の支払額 △52,653

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,331

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 △16,629

　無形固定資産の取得による支出 △7,527

　保険積立金の積立による支出 △223

　敷金の差入れによる支出 △39,212

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,592

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金の増減額 90,000

　配当金の支払額 △15,709

財務活動によるキャッシュ・フロー 74,290

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △33,634

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 240,946

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期期末残高 207,311
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