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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) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、四半期純損失を計上しているため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 13,210 ― △179 ― △152 ― △423 ―
20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △2,336.05 ―
20年3月期第3四半期 ― ―

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 10,883 8,086 66.5 39,843.48
20年3月期 11,336 8,482 67.4 42,228.23

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,232百万円 20年3月期  7,641百万円

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
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 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  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 18,000 ― 100 ― 100 ― △500 ― △2,754.35

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(2)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(3)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．平成20年５月12日に公表しました平成21年３月期の連結業績予想を修正しております。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したものであり、実際の業績等は、今後 
 様々な要因によって大きく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参照ください。 
２．前連結会計年度（平成20年３月期）は決算期変更により、平成19年10月１日から平成20年３月31日ま 
 での６ヶ月となっております。このため、「３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日か 
 ら平成21年３月31日）」の通期における対前期、及び第３四半期連結累計期間における対前年同四半期 
 の増減率は記載しておりません。 
３．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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  182,450株 20年3月期  181,880株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  919株 20年3月期  919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  181,214株 20年3月期第3四半期  ―株



(1)経営成績に関する分析 

国内経済は、米国の金融危機による株価の暴落、信用収縮に端を発し、足元の景気は下ぶれ懸念
が払拭できない状況であり、企業業績の下方修正が相次ぎ、先行きの不透明感に予断を許さない状
況が続いております。 
 これにより、当社の主力事業であるネットマーケティング業界においては、ネット関連への投資
に対して積極的に予算を確保する企業が存在する一方で、大半の企業では規模の縮小や時期の延
期、凍結といった流れも出始めております。 
 さらに、韓国ウォンの価値の下落もあいまって、当社が保有するKOSDAQに上場する韓国企業の株
式価値が半減する状況となりました。 
 このような状況から、当第３四半期の連結決算の発表と同時に通期業績予想の修正を発表するに
至りました。 
 また、当社グループの主力事業セグメントである、ウェブインテグレーション事業及びモバイル
インテグレーション事業については、毎年第２四半期の９月及び第４四半期の３月に納品が集中す
る傾向にあるため、第１四半期及び当第３四半期については営業利益が減少する傾向にあります。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、13,210百万円、経常損失は152百万円、四半
期純損失は423百万円となりました。 
 なお、当社は平成19年６月14日開催の臨時株主総会において、決算日を９月30日から３月31日と
する定款の一部変更を行ったため、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては前第３四半期
連結累計期間との比較を行っておりません。 

  

(2)連結セグメント別業績 

■ウェブインテグレーション事業 

当第３四半期連結累計期間の当事業の売上高は、4,478百万円（セグメント間の内部売上高又は振
替高65百万円を含む）となり、営業損失は18百万円となりました。 
 ウェブインテグレーション事業においては、第２四半期および第４四半期に納品が集中する傾向が
あるため、当第３四半期連結会計期間は、売上高1,251百万円（セグメント間の内部売上高又は振替
高19百万円を含む）となり、営業損失は92百万円となりました。 
  

■モバイルインテグレーション事業 

当第３四半期連結累計期間の当事業の売上高は、4,696百万円（セグメント間の内部売上高又は振
替高350百万円を含む）となり、営業損失は５百万円となりました。 
 ウェブインテグレーション事業と同様の要因に加えて、昨今の経済環境に起因する開発案件のキャ
ンセル発生などにより、当第３四半期連結会計期間は、売上高1,462百万円（セグメント間の内部売
上高又は振替高105百万円を含む）、営業損失は75百万円となりました。 
  

■エンタテインメント事業 

当第３四半期連結累計期間の当事業の売上高は、1,622百万円（セグメント間の内部売上高又は振
替高12百万円を含む）となり、営業損失は36百万円となりました。 
 翌事業年度に公開予定の大型映画作品の納品がありましたが、劇場公開作品やDVD作品のリリース
などのロイヤリティ収入が少なかったことから、当第３四半期連結会計期間は、売上高567百万円
（セグメント間の内部売上高又は振替高０百万円を含む）、営業損失は12百万円となりました。 
  

■広告マーケティング事業 

当第３四半期連結累計期間の当事業の売上高は、2,893百万円（セグメント間の内部売上高又は振
替高52百万円を含む）となり、営業損失は40百万円となりました。 
 連結子会社である㈱CCCコミュニケーションズにおける、広告の新媒体開発のための増員による経
費増により、当第３四半期連結会計期間は、売上高877百万円（セグメント間の内部売上高又は振替
高26百万円を含む）、営業損失は58百万円となりました。 
  

  

【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



(1)財政状態 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は10,883百万円となり、前連結会計年度末に比べ453
百万円の減少となりました。これは主に、世界的な金融危機に起因する株価の大暴落により、当社の
保有する時価のある有価証券の評価損計上により、投資有価証券が減少したことによるものでありま
す。 
 負債は2,796百万円となり、前連結会計年度末に比べて57百万円の減少となりました。これは主
に、賞与の支払いにより賞与引当金が減少したことによるものであります。 
 また、純資産は前連結会計年度末に比べて396百万円減少し、8,086百万円となりました。これは主
に、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。 

  

(2)連結キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計

年度末に比べ902百万円増加し、4,183百万円となりました。 
 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 
 当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は418百万円となりました。 
 これは主に、売上債権の減少額965百万円及び映画制作中案件等によるたな卸資産の増加額465百万
円等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３四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は40百万円となりました。 
 これは主に、投資有価証券の売却による収入196百万円、子会社株式の売却による収入101百万円、
及び有形・無形固定資産の取得による支出249百万円等によるものであります。 
 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 
  当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は442百万円となりました。 
 これは主に、短期借入金の増加365百万円及び長期借入れによる収入110百万円によるものでありま
す。 

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月12日の「平成20年３月期決算短信」発表
時の連結業績予測を修正しております。詳細につきましては、本日発表の「平成21年３月期（連結）
業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。 
  

①．簡便な会計処理 
採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。 

②．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

  

①．第１四半期連結会計期間より「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．たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成18年７月５日企業会計基準第９

号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。これによる損益に与える影響はありません。 

③．リース取引に関する会計基準等の適用 
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委
員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期
連結会計期間から早期適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取
引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 
  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。 
  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利
息相当額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産に計上する方法によっておりま
す。 
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に67,622千円、無形固
定資産に5,903千円計上されております。 
  これによる損益に与える影響は軽微であります。 
  また、セグメント情報に与える影響につきましても軽微であります。 

④．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会平成18年５月17日実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。これ
による影響はありません。 

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



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 4,498,871 3,599,868

受取手形及び売掛金 2,365,601 3,406,323

商品及び製品 140,653 154,833

仕掛品 1,124,099 730,478

貯蔵品 3,817 3,293

その他 702,754 801,701

貸倒引当金 △18,891 △28,584

流動資産合計 8,816,905 8,667,914

固定資産   

有形固定資産 276,451 234,503

無形固定資産   

のれん 862,553 1,008,326

その他 224,522 185,096

無形固定資産合計 1,087,076 1,193,423

投資その他の資産   

その他 738,464 1,250,827

貸倒引当金 △36,919 △12,636

投資その他の資産合計 701,545 1,238,191

固定資産合計 2,065,073 2,666,118

繰延資産 1,485 2,704

資産合計 10,883,464 11,336,737

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,125,789 1,469,697

短期借入金 365,000 －

1年内返済予定の長期借入金 － 5,796

未払法人税等 21,724 130,821

賞与引当金 171,162 297,352

受注損失引当金 10,900 －

関係会社整理損失引当金 4,100 －

事務所移転費用引当金 8,227 －

その他 1,028,667 893,235

流動負債合計 2,735,572 2,796,902

固定負債   

長期借入金 － 4,367

その他 60,948 52,480

固定負債合計 60,948 56,847

負債合計 2,796,520 2,853,750



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,306,147 4,298,647

資本剰余金 3,501,596 4,008,647

利益剰余金 △533,855 △622,613

自己株式 △37,574 △37,574

株主資本合計 7,236,314 7,647,106

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,241 △7,865

為替換算調整勘定 1,754 2,421

評価・換算差額等合計 △3,487 △5,443

新株予約権 25,383 13,045

少数株主持分 828,733 828,278

純資産合計 8,086,943 8,482,986

負債純資産合計 10,883,464 11,336,737



(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 13,210,647

売上原価 10,731,246

売上総利益 2,479,400

販売費及び一般管理費 2,659,356

営業損失（△） △179,956

営業外収益  

受取利息 15,585

受取配当金 1,668

受取手数料 5,595

持分法による投資利益 9,433

その他 5,426

営業外収益合計 37,707

営業外費用  

支払利息 2,475

創立費償却 1,342

為替差損 5,494

その他 1,107

営業外費用合計 10,420

経常損失（△） △152,668

特別利益  

関係会社株式売却益 168,328

その他 22,012

特別利益合計 190,341

特別損失  

固定資産除却損 795

投資有価証券評価損 309,805

その他 32,887

特別損失合計 343,488

税金等調整前四半期純損失（△） △305,815

法人税、住民税及び事業税 31,630

法人税等調整額 83,645

法人税等合計 115,275

少数株主利益 2,232

四半期純損失（△） △423,324



【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 4,008,269

売上原価 3,418,157

売上総利益 590,111

販売費及び一般管理費 856,430

営業損失（△） △266,318

営業外収益  

受取利息 5,563

受取手数料 1,230

持分法による投資利益 5,490

その他 2,150

営業外収益合計 14,434

営業外費用  

支払利息 1,002

創立費償却 191

為替差損 1,950

その他 703

営業外費用合計 3,847

経常損失（△） △255,732

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6,015

その他 281

特別利益合計 6,296

特別損失  

固定資産除却損 250

投資有価証券評価損 247,057

その他 13,763

特別損失合計 261,070

税金等調整前四半期純損失（△） △510,507

法人税、住民税及び事業税 △19,634

法人税等調整額 △1,904

法人税等合計 △21,539

少数株主損失（△） △46,622

四半期純損失（△） △442,345



(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（△） △305,815

減価償却費 151,651

のれん償却額 252,767

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,293

賞与引当金の増減額（△は減少） △98,674

受注損失引当金の増減額（△は減少） 10,900

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 4,100

事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) 8,227

受取利息及び受取配当金 △17,253

支払利息 2,475

持分法による投資損益（△は益） △9,433

固定資産除却損 541

事務所移転費用 2,995

投資有価証券評価損益（△は益） 309,805

投資有価証券売却損益（△は益） △3,636

関係会社株式売却損益（△は益） △168,328

売上債権の増減額（△は増加） 965,704

たな卸資産の増減額（△は増加） △465,234

仕入債務の増減額（△は減少） △298,132

立替金の増減額（△は増加） 53,296

未払費用の増減額（△は減少） 32,777

預り金の増減額（△は減少） 43,670

前受金の増減額（△は減少） 78,092

その他 84,727

小計 650,517

利息及び配当金の受取額 17,527

利息の支払額 △2,475

法人税等の支払額 △246,773

営業活動によるキャッシュ・フロー 418,796



（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) 

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 △2,214

有形固定資産の取得による支出 △33,371

無形固定資産の取得による支出 △215,877

無形固定資産の売却による収入 871

投資有価証券の取得による支出 △1,126

投資有価証券の売却による収入 196,234

関係会社株式の取得による支出 △14,800

関係会社株式の売却による収入 250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

101,897

敷金及び保証金の差入による支出 △4,343

敷金及び保証金の回収による収入 925

貸付けによる支出 △13,763

貸付金の回収による収入 29,504

その他 △3,255

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,930

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） 365,000

長期借入金の返済による支出 △10,163

長期借入れによる収入 110,000

割賦債務の返済による支出 △20,708

リース債務の返済による支出 △31,245

株式の発行による収入 14,703

少数株主からの払込みによる収入 14,971

財務活動によるキャッシュ・フロー 442,557

現金及び現金同等物に係る換算差額 △185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 902,099

現金及び現金同等物の期首残高 3,280,962

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,183,062



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。 

  

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） 

  該当事項はありません。 

  

１．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） 

 
（注）1 事業の区分は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

   2 事業内容の区分 

     (1)ウェブインテグレーション事業 

       ウェブサイトの構築及びウェブコンサルティング等 

     (2)モバイルインテグレーション事業 

      インターネットコンテンツ提供及びモバイルコンテンツ配信等 

     (3)エンタテインメント事業 

      映画、ゲームソフト及びDVDソフトの開発・製作等 

     (4)広告マーケティング事業 

      インターネット・モバイル広告等 

  

２．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) 

本邦における売上高が、全セグメント売上高の合計に占める割合が90％超となっているため、所在

地別セグメント情報につきましては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

ウェブインテグ

レーション 

事業 

(千円)

モバイルインテ

グレーション 

事業 

(千円)

エンタ 

テインメント 

事業 

(千円)

広告マーケ 

ティング 

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

4,413,281 4,346,164 1,609,998 2,841,202 13,210,647 ― 13,210,647

(2) セグメント内部 
    売上高又は振替 
    高

65,159 350,453 12,568 52,076 480,258 (480,258) ―

計 4,478,441 4,696,618 1,622,566 2,893,278 13,690,905 (480,258) 13,210,647

営業損失（△） △18,286 △5,142 △36,415 △40,634 △100,478 (79,477) △179,956



３．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） 

本邦以外の国及び地域における海外売上高の割合が連結売上高の10％未満となっているため、海外

売上高につきましては記載を省略しております。 

  

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) 

当社は平成20年12月31日付で、資本準備金4,008,647千円のうち、3,000,000千円をその他資本剰余

金に振り替え、さらにその他資本剰余金から514,550千円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填し

ております。 

  その結果、当第３四半期連結会計期間末において資本準備金が1,016,147千円、その他資本剰余金

が2,485,449千円となっております。 

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



当社は平成19年６月14日開催の臨時株主総会において、決算日を９月30日から３月31日とする定款の一部

変更を行ったため、前連結会計年度は平成19年10月１日から平成20年３月31日の変則６ヶ月決算となりまし

た。このため、平成19年４月１日～12月31日の累計損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書につきまして

は作成しておりません。 

  

  

  

  

「参考資料」




