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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） 

（注）１．当社グループは、平成20年３月期より連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期連結累計期間の欄には、対前年同期増減率の記載をしておりません。 
（注）２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、当第３四半期連結累計期間は潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載し
ておりません。また、前第３四半期連結累計期間については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんでした
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3月期第3四半期 1,942 ― △114 ― △116 ― △312 ―

20年3月期第3四半期 2,249 ― 223 ― 214 ― 255 ―

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 △4,796.94 ―

20年3月期第3四半期 4,355.48 ―

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 1,888 1,665 88.2 25,537.51
20年3月期 2,423 1,990 82.1 30,785.30

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,665百万円 20年3月期  1,990百万円

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 ― 325.00 325.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 325.00 325.00

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 2,973 △11.6 △100 ― △100 ― △295 ― △4,527.53

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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 
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。  

新規 1 社 （社名 トリビティー株式会社 ） 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  65,206株 20年3月期  64,660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  65,157株 20年3月期第3四半期  58,660株
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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３四半期連結累計期間のわが国経済は、世界的な金融市場の混乱による株価の急落、為替の急激な変動等の影

響が、実体経済にも影響し、設備投資の縮小、雇用環境の悪化につながるなど、極めて厳しい状況で推移いたしまし

た。 

  このような環境下、当社グループの取引先におきましても、広告宣伝費予算・マーケティング予算を引き締める傾

向が一層強くなりました。当社グループとしましては、新規取引先の獲得に向け、営業活動を強化するとともに、新

規サービスの立ち上げに努めてまいりましたが、既存取引先の落ち込みをカバーするには至りませんでした。 

  また、当期の受注増を見越した体制作りを前期から進めて来たことによって上昇した固定費に対する削減スピード

が、売上高の減少スピードに追いつかず、利益を強く圧迫することとなりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,942,542千円（前年同期比13.7%減）、営業損失は114,663千

円、経常損失は116,237千円となりました。四半期純利益につきましては、今後の経営環境等の状況を踏まえ、繰延

税金資産の回収可能性を検討した結果、法人税等調整額182,931千円を計上したことから、312,554千円の四半期純損

失となりました。 

第３四半期連結累計期間における四半期業績推移の状況は以下の通りです。 

  

  なお、当社グループの売上高は、第２四半期連結会計期間、第４四半期連結会計期間に集中し、特に多くの顧客企

業の事業年度末となる第４四半期連結会計期間に偏重する傾向がありますが、経済環境その他の要因によっては、今

後もこの傾向が続くとは限りません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ534,983千円減少し、1,888,583千円となりました。主な減少

要因は受取手形及び売掛金の減少573,512千円、繰延税金資産の取崩額182,931千円等であります。  

 当第３四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ209,604千円減少し、223,384千円となりました。主な減少要因

は、買掛金の減少98,505千円、賞与引当金の減少61,498千円等であります。  

 当第３四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ325,378千円減少し、1,665,198千円となりました。主な増加

要因は、ストック・オプションの行使による資本金の増加4,095千円及び資本剰余金の増加4,095千円、減少要因は四

半期純損失312,554千円の計上、前期決算に係る配当金の支払21,014千円によるものであります。この結果、自己資

本比率は、前連結会計年度末の82.1％から88.2％に上昇しました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、以下に記載のキャッシュ・フローにより875,559千円とな

り、前連結会計年度末に比べ20,384千円増加いたしました。 

  当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を117,350

千円計上したものの、増加要因として減価償却費43,611千円を計上し、また、売上債権の減少額574,821千円等によ

り129,362千円となりました。 

  当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、増加要因として、連結の範囲の変更に

伴う子会社株式の取得による収入22,551千円、減少要因として、有形無形固定資産の取得による支出89,218千円、貸

回次 
 第１四半期 

 連結会計期間 
 第２四半期 

 連結会計期間 
第３四半期 
連結会計期間  

第３四半期 
連結累計期間  

会計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年６月30日 

自平成20年７月１日 
至平成20年９月30日 

自平成20年10月１日 
至平成20年12月31日 

自平成20年４月１日
至平成20年12月31日

売上高（千円） 538,471 894,328 509,743 1,942,542 

営業利益（千円） 

（△は損失）  
△112,040 133,865 △136,488 △114,663 

経常利益（千円） 

（△は損失） 
△114,395 136,540 △138,382 △116,237 

税金等調整前四半期純利益 

（千円）（△は損失） 
△114,258 136,177 △139,269 △117,350 

四半期純利益（千円） 

（△は損失） 
△115,411 54,106 △251,248 △312,554 
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付けによる支出30,000千円により、96,666千円の支出となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、ストック・オプション行使による株式

の発行収入8,190千円、配当金の支払20,501千円によるものであり、12,311千円の支出となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期における通期の業績予想につきましては、当第３四半期までの状況、並びに第４四半期の経営環境

等を勘案いたしまして、平成20年９月12日発表の業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成21年２月６日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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） 

平成20年10月31日付けにて、トリビティー㈱の株式を取得しました。これに伴い、トリビティー㈱は当社の持

分法適用の関連会社から連結子会社（特定子会社）となりました。  

（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 

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、連結会計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。 

（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 

 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。 
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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 875,559 855,175

受取手形及び売掛金 338,483 911,996

仕掛品 195,565 53,754

繰延税金資産 3,586 186,518

その他 49,980 34,211

貸倒引当金 － △137

流動資産合計 1,463,176 2,041,519

固定資産   

有形固定資産 116,277 115,273

無形固定資産 71,208 29,614

投資その他の資産   

敷金及び保証金 219,659 219,659

その他 18,262 17,500

投資その他の資産合計 237,921 237,159

固定資産合計 425,407 382,047

資産合計 1,888,583 2,423,566

負債の部   

流動負債   

買掛金 93,933 192,439

未払金 52,134 57,397

未払法人税等 7,228 17,678

賞与引当金 20,901 82,400

役員賞与引当金 － 30,167

受注損失引当金 5,486 1,153

その他 43,700 51,753

流動負債合計 223,384 432,989

負債合計 223,384 432,989

純資産の部   

株主資本   

資本金 515,665 511,570

資本剰余金 596,731 592,636

利益剰余金 552,802 886,371

株主資本合計 1,665,198 1,990,577

純資産合計 1,665,198 1,990,577

負債純資産合計 1,888,583 2,423,566
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（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 1,942,542

売上原価 1,626,854

売上総利益 315,688

販売費及び一般管理費 430,351

営業損失（△） △114,663

営業外収益  

受取利息 1,534

助成金収入 700

その他 142

営業外収益合計 2,376

営業外費用  

持分法による投資損失 3,479

その他 471

営業外費用合計 3,950

経常損失（△） △116,237

特別利益  

貸倒引当金戻入額 137

特別利益合計 137

特別損失  

固定資産除却損 1,249

特別損失合計 1,249

税金等調整前四半期純損失（△） △117,350

法人税、住民税及び事業税 12,271

法人税等調整額 182,931

法人税等合計 195,203

四半期純損失（△） △312,554
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【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 509,743

売上原価 486,680

売上総利益 23,063

販売費及び一般管理費 159,551

営業損失（△） △136,488

営業外収益  

受取利息 146

その他 28

営業外収益合計 174

営業外費用  

持分法による投資損失 1,859

その他 209

営業外費用合計 2,068

経常損失（△） △138,382

特別損失  

固定資産除却損 886

特別損失合計 886

税金等調整前四半期純損失（△） △139,269

法人税、住民税及び事業税 3,646

法人税等調整額 108,332

法人税等合計 111,979

四半期純損失（△） △251,248
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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（△） △117,350

減価償却費 43,611

のれん償却額 7,174

貸倒引当金の増減額（△は減少） △137

賞与引当金の増減額（△は減少） △61,498

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,167

受注損失引当金の増減額（△は減少） 4,333

受取利息 △1,534

固定資産除却損 1,127

持分法による投資損益（△は益） 3,479

売上債権の増減額（△は増加） 574,821

たな卸資産の増減額（△は増加） △140,567

仕入債務の増減額（△は減少） △98,505

その他の資産の増減額（△は増加） △21,679

その他の負債の増減額（△は減少） △17,823

小計 145,283

利息の受取額 1,307

法人税等の支払額 △17,228

営業活動によるキャッシュ・フロー 129,362

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 △36,633

無形固定資産の取得による支出 △52,584

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

22,551

貸付けによる支出 △30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,666

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 8,190

配当金の支払額 △20,501

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,384

現金及び現金同等物の期首残高 855,175

現金及び現金同等物の四半期末残高 875,559
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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。 

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

当第３四半期連結会計期間において、インターネットを利用した情報サービスの提供を行うトリビティー株式

会社の株式を追加取得し連結の範囲に含めたことにより、新たにSIPS事業以外のセグメントが加わりましたが、

SIPS事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 （注）当社グループは、前第３四半期連結会計期間は、四半期連結財務諸表を作成していないため、 

        前第３四半期連結会計期間に係る損益計算書は記載しておりません。 

  

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４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   2,249,878 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,715,206 76.2 

売上総利益   534,671 23.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   311,152 13.9 

営業利益   223,519 9.9 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 905     

２．その他 829 1,735 0.1 

Ⅴ 営業外費用       

１．持分法による投資損失 1,882     

２．株式公開準備費用 9,335 11,218 0.5 

経常利益   214,036 9.5 

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却益 8     

２．貸倒引当金戻入益 71     

３．受取補償金 1,950 2,029 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 1,231 1,231 0.1 

税金等調整前中間純利益   214,833 9.5 

法人税、住民税及び事業
税 12,553     

法人税等調整額 △53,212 △40,658 △1.9 

第３四半期純利益   255,492 11.4 
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（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（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４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  

税金等調整前第３四半期純利益 214,833 

減価償却費  36,627 

貸倒引当金の減少額  △71 

賞与引当金の減少額  △33,140 

役員賞与引当金の減少額  △20,016 

受注損失引当金の増加額  842 

受取利息及び受取配当金  △905 

固定資産除却損  1,231 

受取補償金  △1,950 

投資有価証券売却益  △8 

持分法による投資損失  1,882 

売上債権の減少額  233,001 

たな卸資産の増加額  △64,175 

仕入債務の減少額  △99,260 

未払金の減少額  △17,005 

未払消費税等の減少額  △10,632 

その他資産の減少額  △4,038 

その他負債の減少額  △150 

小計 237,066 

利息及び配当金の受取額  913 

受取補償金  1,950 

法人税等の支払額  △8,348 

営業活動によるキャッシュ・フロー 231,581 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社株式の売却による収入  9,700 

有形固定資産の取得による支出  △60,638 

無形固定資産の取得による支出   △18,454 

敷金・保証金の払込による支出  △42,777 

敷金・保証金の回収による収入  200 

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,970 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △8,741 

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,741 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 110,868 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 628,381 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末 
残高 

739,250 
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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（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

当社グループは同一セグメントに属する事業を行っており、SIPS事業以外に事業の種類がないため該当事項は

ありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４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。 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

  

 当社は、平成20年12月24日開催の取締役会において、株式会社トライバルメディアハウスの株式を取得し、連結子

会社化することを決議いたしました。 

  当社グループが提唱している「Webセントリックマーケティング」とは、すべてのマーケティング活動の中核にウ

ェブを位置づけながら、中長期的にブランド価値を高め、マーケティングの投資対効果を上げていく手法です。ここ

でいうウェブとはPC・携帯電話のみならず、ゲーム端末や地上デジタルテレビなど、すべてのインターネット接続可

能端末を指しており、これらのウェブを中核に位置づけることで、マーケティング活動を定量的に計測することを容

易にするだけではなく、クチコミを誘発するなど顧客との関係性を重視したマーケティングの展開が可能になりま

す。 

 今回、Webセントリックマーケティングの重要な要素のひとつである「ソーシャルメディアを活用したプロモーシ

ョン」や「バスマーケティング」といったサービス領域を強化するために、インタラクティブプロモーションを主た

る事業とする株式会社トライバルメディアハウスを連結子会社化することとしました。 

  

２．株式会社トライバルメディアハウスの概要 

（１）商号        ：株式会社トライバルメディアハウス 

（２）本店所在地  ：東京都文京区関口一丁目20番10号    （注） 

（３）代表者      ：池田  紀行 

（４）設立年月日  ：平成19年３月22日  

（５）資本金の額  ：3,700万円 

（６）発行済株式数：1,080株 

（７）主な事業内容：インタラクティブプロモーション事業、メディアプラットフォーム事業 

（８）決算期      ：３月31日 

（９）従業員数    ：８名 

（10）出資構成    ：株式会社マスチューン 92.59％ 

（注）上記住所は登記簿上の住所となり現住所は以下のとおりとなっております。 

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティータワー35F         

  

３．取得株式数及び取得前後の所有株式数の状況 

（１）異動前の所有株式数：    0株（所有割合 ０％）  

（２）取得株式数       ：1,000株（取得価額9,200万円） 

（３）異動後の所有株式数：1,000株（所有割合92.59％） 

  

４．日程 

平成20年12月24日 取締役会決議、株式譲渡契約締結 

平成21年１月６日 株式譲受 
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