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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 6,145 ― △148 ― △165 ― △183 ―

20年3月期第3四半期 6,827 24.1 72 59.2 36 △3.2 △82 ―

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 △6,278.53 ―

20年3月期第3四半期 △2,805.92 ―

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 3,170 456 8.2 8,878.83
20年3月期 3,631 650 12.2 15,157.36

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  260百万円 20年3月期  444百万円

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 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 8,280 △9.8 △124 ― △145 ― △184 ― ―

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、５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） 

(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)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)上記に記載した予想数値は、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。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

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  29,304株 20年3月期  29,304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  29,304株 20年3月期第3四半期  29,300株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国を震源とする世界的な金融危機の影響により、企業収益は

大幅に減少し、株式・為替市場の混乱、企業の設備投資の減少、製造業を中心とした雇用調整の顕在化など、景気は

急速に後退局面に入り、長期化が避けられない状況となっております。 

  デジタルコンテンツ業界におきましては、パソコンや携帯電話向けのコンテンツ配信が一般化するなどマーケット

は順調に拡大し、市場規模は2.7兆円（出所：財団法人デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツ白書2008」）

と、コンテンツ業界全体の19.5％を占めております。特に、当業界の構造変化の一つとして「コンテンツのデジタル

化」が進展し、インターネットのブロードバンド化、携帯電話の高機能・ハイスピード化を背景に、今後もこの傾向

は続くものと予想されます。こうした中、当業界におけるデジタルクリエイターの需要は益々高まっております。今

秋以降、世界同時不況に直面し、主にインターネット広告など対企業向けデジタルコンテンツへの投資意欲の鈍化が

懸念されておりますが、ゲームや携帯電話配信など対消費者向けデジタルコンテンツへの投資意欲は依然旺盛で、デ

ジタルクリエイターに対する人材ニーズは今後も堅調に推移するものと予測しております。 

 このような環境のもと、当社グループは、「デジタルコンテンツ市場において、クリエイター、クライアント、教

育機関に対するワンストップ・ソリューション・プロバイダーとしてオンリーワンの存在となる」というビジョンに

基づき、2007年３月期からスタートした中期経営計画の最終年度である当連結会計年度におきましては、「グループ

シナジーの具現化」を目指し、それを達成するために、グループ横断型の事業シナジープロジェクトを立ち上げまし

た。具体的には、①人材紹介事業の拡大、②検定事業の業界標準化、③実践的研修サービスの事業化、④教育業界向

け包括営業施策、⑤就職イベントの事業化、⑥求人媒体の事業化、⑦グループマーケティング推進の７プロジェクト

で構成されております。これらのプロジェクトを推進することで、期待効果を実現させ、当社グループの事業拡大、

成長及び競合企業との差別化を図りながら、収益性の向上を目指しております。 

 当第３四半期連結累計期間における、当社グループの主力事業である人材コンサルティング事業のうち、人材派

遣・請負サービスにつきましては、平成20年12月31日現在、派遣登録者数が17,603人（前年同期比12.1％増）となり

ました。製造業派遣や事務派遣に比べ、当社グループが取り扱うクリエイティブ職種においては、景気減速に伴う企

業の雇用調整による大きな影響は受けていないものの、派遣稼動者数は伸び悩み、前年同期比83人減の1,023人とな

りました。Ｗｅｂソリューション職種においては、制作の上流工程を担うプロデューサーやディレクター、並びに実

務経験の豊富なデザイナーの人材需要に供給が対応できず、派遣稼動者数が前年比で減少いたしました。また、ゲー

ムエンタテインメント職種においては、当社顧客企業における大型ゲームタイトルの制作が一段落したこと等によ

り、新規の派遣稼動者が伸び悩みました。この結果、売上高は3,896,196千円（前年同期比7.3％減）となりました。

人材紹介サービスにつきましては、主にゲームエンタテインメント系企業における雇用ニーズが比較的堅調であるこ

と及びデジタルハリウッド株式会社との間で、同社が運営する同社在校生・卒業生をターゲットとする人材システム

「クリエイターズエージェントhttp://agent.dhw.co.jp/」を共同運営する業務提携が功を奏し、紹介予定派遣や有

料職業紹介による斡旋が増加いたしました。この結果、売上高は173,959千円（同23.4％増）となりました。トレー

ニングサービスにつきましては、派遣登録者向け及び一般企業向けの有料トレーニングを実施いたしました。この結

果、売上高は8,284千円（同111.3％増）となりました。 

 コンテンツ制作事業につきましては、人材派遣・請負サービスにて取引を行っている顧客からのＷｅｂサイトやゲ

ームの制作受託を行いました。しかしながら、連結子会社である株式会社インターアクティブデザインにおいてはＷ

ｅｂサイト制作案件の減少等の影響、及び株式会社バウハウス・エンタテインメントにおいてはゲーム制作の検収が

第４四半期連結会計期間に集中していることの影響により、売上は両社とも前年を下回り、全体での売上高は

456,867千円（同29.7％減）となりました。  

 当連結会計年度より出版事業から事業名称を変更したメディア事業につきましては、連結子会社である株式会社ワ

ークスコーポレーションにおいて、月刊誌の販売やクリエイターの知識及び技術力の向上を狙った書籍の販売を行

い、特に書籍販売は新刊を中心に好調に推移いたしました。また、Ｗｅｂに関わる人々の知識の標準化を目指し、

「Ｗｅｂ検定」の企画・開発を進め、2007年12月にスタートした「Ｗｅｂ検定 Ｗｅｂリテラシー」試験の上位資格

にあたる「Ｗｅｂ検定 Ｗｅｂデザイナー」を2008年10月に、「Ｗｅｂ検定 Ｗｅｂディレクター」試験を2008年12

月に開始いたしました。さらに、「クリエイティブビジネス フェア２００８」の一環として「クリ博就職フェスタ

ｉｎ大阪」を2008年10月に近畿経済産業局及び大阪府、並びに大阪市との共催のもと、関西地区において初めて実施

し、２日間で1,400名を超える来場者を獲得するなど好評を博しました。この結果、売上高は380,954千円（同0.3％

増）となりました。 

 デザインツール・コンテンツサプライ事業につきましては、連結子会社である株式会社マルチビッツが展開する各

種媒体の写真撮影サービスは、堅調に推移いたしましたが、デジタルデザインに必要な素材や制作ツールの販売にお

いて、前年同期のソフトウェア製品の大型バージョンアップに伴う大量受注の反動や取扱商材のコモディティー化に

伴う家電量販店や大手オフィス系通販会社等との価格競争、主要顧客層の市場環境の悪化による買い控え等の影響に

より、売上高は1,126,359千円（同18.2％減）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 
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 その他事業におけるアウトソーシングサービスにつきましては、メール配信サービスやＷｅｂサイトの運用保守等

を行いました。この結果、売上高は79,768千円（同28.0％増）となりました。その他サービスにつきましては、主に

教育機関向けのトレーニング及び講座支援を行いました。また、2008年10月、経済産業省及び財団法人デジタルコン

テンツ協会主催の「デジタルコンテンツＥＸＰＯ」の一環として、世界で活躍するアジアの研究者とクリエイターが

集い、先端技術の発表や作品の展示を行う、学術・芸術・展示が一体となった総合イベント「ＡＳＩＡＧＲＡＰＨ 

２００８ ｉｎ Ｔｏｋｙｏ」の一部運営管理等を行いました。この結果、売上高は22,867千円（同161.3％増）とな

りました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績におきましては、売上高6,145,257千円（前年同期比10.0%

減）、営業損失148,723千円（前年同期は営業利益72,035千円）、経常損失165,544千円（前年同期は経常利益36,716

千円）、四半期純損失183,985千円（前年同期は純損失82,214千円）となりました。 

  

    当第３四半期連結累計期間における事業別売上高は、以下のとおりであります。 

      （百万円未満切捨）

   （注）当連結会計年度より事業名称を「出版事業」から「メディア事業」に変更いたしました。 

  

  

  

  

事業別 

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）

  

対前年 

同期比 

増減率

（%） 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日）

  
金額  

（百万円） 

構成比

（%） 

金額  

（百万円） 

構成比

（%） 
  

金額  

（百万円） 

構成比

（%） 

  人材派遣・請負サービス 4,204 61.6 3,896 63.4 △7.3 5,571 60.7

  人材紹介サービス 140 2.1 173 2.8 23.4 183 2.0

  トレーニングサービス 3 0.0 8 0.2 111.3 7 0.1

人材コンサルティング事業 4,349 63.7 4,078 66.4 △6.2 5,762 62.8

コンテンツ制作事業 649 9.5 456 7.4 △29.7 899 9.8

メディア事業（注） 379 5.6 380 6.2 0.3 620 6.8

デザインツール・コンテンツサプライ事業 1,376 20.2 1,126 18.3 △18.2 1,797 19.6

  アウトソーシングサービス 62 0.9 79 1.3 28.0 85 0.9

  その他サービス 8 0.1 22 0.4 161.3 11 0.1

その他事業 71 1.0 102 1.7 44.4 97 1.0

        合計 6,827 100.0 6,145 100.0 △10.0 9,177 100.0
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 なお、株式会社デジタルスケープ単体における当第３四半期累計期間における事業別売上高は、以下のとおりであ

ります。 

     （百万円未満切捨）

  

    

  

    

（1）資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて449,008千円（15.3％）減少し、2,487,719千円となりました。 

 これは主に、現金及び預金289,416千円の減少及び、受取手形及び売掛金283,270千円の減少等によるものでありま

す。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて12,636千円（1.8％）減少し、682,525千円となりました。 

 これは主に、のれん償却13,452千円による減少等によるものであります。 

 これらの結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて461,645千円（12.7％）減少し、3,170,245千円となりまし

た。 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて202,692千円（7.4％）減少し、2,537,562千円となりました。 

 これは主に、未払法人税等107,699千円、短期借入金49,993千円、支払手形及び買掛金40,688千円の減少等による

ものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて64,580千円（26.8％）減少し、176,078千円となりました。 

 これは主に、長期借入金が46,033千円減少したこと等によります。 

 これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて267,272千円（9.0％）減少し、2,713,641千円となりまし

た。 

（純資産） 

 純資産に関しましては、四半期純損失183,985千円を計上したこと、及び少数株主持分が10,386千円減少したこと

により、前連結会計年度末に比べ194,372千円減少し456,603千円となりました。 

 なお、第13回定時株主総会にて承認された剰余金処分につき、当第３四半期連結累計期間においてその他資本剰余

金を232,914千円取り崩し、利益剰余金を同額填補しておりますが、純資産の総額に与える影響はありません。 

 発行済株式総数は、前連結会計年度末から変化なく、29,304株となっており、また、当第３四半期連結会計期間末

の自己資本比率は8.2％であります。 

  

  

  

  

事業別 

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）

当第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日）

  

対前年 

同期比 

増減率

（%） 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日）

  
金額  

（百万円） 

構成比

（%） 

金額  

（百万円） 

構成比

（%） 
  

金額  

（百万円） 

構成比

（%） 

  人材派遣・請負サービス 4,333 88.0 4,030 87.9 △7.0 5,738 87.5

  人材紹介サービス 142 2.9 174 3.8 22.8 184 2.8

  トレーニングサービス 3 0.1 8 0.2 111.3 7 0.1

人材コンサルティング事業 4,479 91.0 4,213 91.9 △5.9 5,930 90.4

コンテンツ制作事業 373 7.6 268 5.8 △28.2 535 8.1

  アウトソーシングサービス 62 1.2 79 1.8 28.0 85 1.3

  その他サービス 8 0.2 23 0.5 167.0 11 0.2

その他事業 71 1.4 103 2.3 45.1 97 1.5

        合計 4,924 100.0 4,585 100.0 △6.9 6,563 100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は957,663千円とな

り、前連結会計年度末と比較して289,416千円の減少（前年同期比23.2％減）となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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、営業活動の結果使用した資金は72,322千円（前年同期は223,346千円の増

加）となりました。これは主に、売掛債権の減少221,657千円及び貸倒引当金の増加74,344千円による資金の増加、

税金等調整前四半期純損失179,887千円及び法人税等の支払191,943千円による資金の減少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、投資活動の結果使用した資金は94,158千円（前年同期比169.6％増）となり

ました。これは主に、ソフトウェア等の無形固定資産の取得94,237千円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、財務活動の結果減少した資金は122,935千円（前年同期は174,035千円の増

加）となりました。これは主に、短期借入金の返済による減少49,993千円及び長期借入金の返済による減少65,476千

円によるものであります。 

  

  

     平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月10日に公表いたしました通期の業績予想を修正

いたしました。具体的な内容につきましては本日平成21年２月12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。 

  

  

  該当事項はありません。   

  

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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 957,663 1,247,080

受取手形及び売掛金 1,072,203 1,355,474

商品及び製品 177,333 192,524

仕掛品 50,449 32,477

その他 240,539 117,412

貸倒引当金 △10,470 △8,241

流動資産合計 2,487,719 2,936,728

固定資産   

有形固定資産 66,602 82,479

無形固定資産   

のれん 46,773 60,226

その他 178,635 174,006

無形固定資産合計 225,409 234,233

投資その他の資産 390,513 378,449

固定資産合計 682,525 695,162

資産合計 3,170,245 3,631,890

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 203,729 244,417

短期借入金 1,310,000 1,359,993

1年内返済予定の長期借入金 70,475 89,918

未払費用 571,816 553,786

未払法人税等 1,175 108,874

賞与引当金 48,362 67,122

その他の引当金 8,074 29,209

その他 323,929 286,934

流動負債合計 2,537,562 2,740,254

固定負債   

長期借入金 54,350 100,383

退職給付引当金 42,443 50,973

その他 79,285 89,302

固定負債合計 176,078 240,659

負債合計 2,713,641 2,980,914

純資産の部   

株主資本   

資本金 360,680 360,680

資本剰余金 96,066 328,980

利益剰余金 △196,560 △245,489

株主資本合計 260,185 444,171

少数株主持分 196,418 206,805

純資産合計 456,603 650,976

負債純資産合計 3,170,245 3,631,890
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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 6,145,257

売上原価 4,690,596

売上総利益 1,454,660

販売費及び一般管理費 1,603,384

営業損失（△） △148,723

営業外収益  

受取利息 1,119

受取配当金 574

デリバティブ評価益 566

保険解約返戻金 3,026

その他 1,407

営業外収益合計 6,694

営業外費用  

支払利息 16,529

出資金評価損 3,134

貸倒引当金繰入額 3,850

その他 1

営業外費用合計 23,515

経常損失（△） △165,544

特別利益  

債務保証損失引当金戻入額 3,210

特別利益合計 3,210

特別損失  

固定資産除却損 2,672

事務所移転費用 9,357

減損損失 4,950

その他 573

特別損失合計 17,553

税金等調整前四半期純損失（△） △179,887

法人税等 14,485

少数株主損失（△） △10,386

四半期純損失（△） △183,985
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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（△） △179,887

減価償却費 66,403

減損損失 4,950

のれん償却額 13,452

貸倒引当金の増減額（△は減少） 74,344

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,759

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △18,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,530

受取利息及び受取配当金 △1,694

支払利息 16,529

固定資産除却損 2,672

出資金評価損 3,134

売上債権の増減額（△は増加） 221,657

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,730

仕入債務の増減額（△は減少） △41,871

未払金の増減額（△は減少） 2,041

未払費用の増減額（△は減少） 13,572

その他 2,873

小計 147,159

利息及び配当金の受取額 1,694

利息の支払額 △14,279

法人税等の支払額 △191,943

債務保証の履行による支出 △14,953

営業活動によるキャッシュ・フロー △72,322

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 △8,245

無形固定資産の取得による支出 △94,237

保険積立金の解約による収入 18,000

その他の支出 △12,242

その他の収入 2,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,158

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） △49,993

長期借入金の返済による支出 △65,476

配当金の支払額 △69

リース債務の返済による支出 △7,397

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △289,416

現金及び現金同等物の期首残高 1,247,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 957,663
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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。 

  

  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．事業区分は、事業の内容によっております。 

２．各事業の区分に属する主要な事業の内容 

        (1)人材コンサルティング事業 

         デジタルコンテンツ市場への人材供給及びクリエイター・企業向けの有料トレーニングの提供等 

       (2)コンテンツ制作事業 

        デジタルコンテンツの制作受託等 

       (3)メディア事業 

        クリエイター向け書籍・雑誌の販売等 

       (4)デザインツール・コンテンツサプライ事業 

        画像・動画・フォント等の素材を中心としたデザインツールの販売やコンテンツサプライ・サービス 

       (5)その他事業 

        上記事業区分に含まれないその他の事業 

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） 

「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」(1)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

りますが、各セグメントの営業損益に与える影響は軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準） 

「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」(2)に記載のとおり、第１四半期連結

会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 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19年３月30日 企業会計

基準適用指針第16号)が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間より同会計基準並びに同適用指針を適用しておりますが、各セグメントの営業

損益に与える影響は軽微であります。 

（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〕 

  人材コンサルテ

ィング事業 

（千円） 

コンテンツ制

作事業 

（千円） 

メディア事業

（千円） 

デザインツー

ル・コンテンツ

サプライ事業

（千円） 

その他事業 

（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 

   

  

4,078,440  

  

456,867  

  

380,954  

  

1,126,359  

  

102,635  

  

6,145,257  

  

－  

  

6,145,257

（2)セグメント間 

   の内部売上高 

   又は振替高 

  

  

  

135,240

  

 

  

50,550

  

   

  

7,215

  

   

  

8,258

  

   

  

500

  

  

  

201,764

  

 

  

△201,764

  

   

  

－

    計  4,213,681  507,417  388,169  1,134,617  103,135  6,347,021  △201,764  6,145,257

営業利益又は 

  営業損失（△） 

  

   115,502

  

 △112,835

  

 △115,251

  

  △62,417

  

  26,279

  

 △148,723

  

   －

  

 △148,723
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４．事業区分名称の変更 

 第１四半期連結会計期間よりセグメントの区分名称を「出版事業」から「メディア事業」に変更いたしま

した。なお、「人材コンサルティング事業」「コンテンツ制作事業」「デザインツール・コンテンツサプラ

イ事業」「その他事業」は変更ありません。 

  

  

  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。 

  

  

  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％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

  

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） 

 金額（千円） 

Ⅰ 売上高     6,827,041

Ⅱ 売上原価   5,051,169

  売上総利益   1,775,871

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,703,836

  営業利益   72,035

Ⅳ 営業外収益   

 １．受取利息  920  

 ２．受取配当金  501  

 ３．デリバティブ評価益  732  

 ４．生命保険解約返戻金  3,201  

 ５．その他  1,838  7,193

Ⅴ 営業外費用   

 １．支払利息  18,431  

 ２．持分法による投資損失  24,065  

 ３．その他  16  42,512

  経常利益   36,716

Ⅵ 特別利益   

 １．貸倒引当金戻入益  95  

 ２．事業譲渡益  17,890  

 ３．その他  395  18,382

Ⅶ 特別損失   

 １．投資有価証券評価損  9,999  

 ２．固定資産除却損  1,258  11,258

 税金等調整前四半期純利益   43,839

 法人税、住民税及び事業税   121,360

 少数株主利益   4,693

 四半期純損失   △82,214
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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） 

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   43,839

減価償却費   78,967

のれん償却額  60,657

貸倒引当金の減少額 △1,544

賞与引当金の減少額 △30,003

役員賞与引当金の減少額 △5,235

返品調整引当金の減少額 △10,094

退職給付引当金の増加額  9,367

役員退職慰労引当金の減少額 △85,693

長期未払金の増加額  83,571

受取利息及び受取配当金 △920

支払利息  18,431

持分法による投資損失  24,065

固定資産除却損  1,258

投資有価証券評価損  9,999

事業譲渡益 △17,890

売上債権の減少額  382,810

たな卸資産の増加額 △38,473

買掛金の減少額 △85,782

未払金の増加額  929

未払費用の減少額 △6,984

未払消費税等の減少額 △41,759

その他 △24,884

小計  364,634

利息及び配当金の受取額  920

利息の支払額 △13,844

法人税等の支払額 △128,362

営業活動によるキャッシュ・フロー  223,346
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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）

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 △25,268

無形固定資産の取得による支出 △45,975

投資有価証券の売却による収入  240

事業譲渡による収入  30,901

敷金支払による支出 △1,546

その他投資の回収による収入  6,725

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,922

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  375,300

長期借入金の返済による支出 △166,833

株式の発行による収入  440

配当金の支払額 △34,871

財務活動によるキャッシュ・フロー   174,035

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  362,459

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  984,177

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高  1,346,637
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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）１．事業区分は、事業の内容によっております。 

２．各事業の区分に属する主要な事業の内容 

        (1)人材コンサルティング事業 

         デジタルコンテンツ市場への人材供給及びクリエイター・企業向けの有料トレーニングの提供等 

       (2)コンテンツ制作事業 

        デジタルコンテンツの制作受託等 

       (3)出版事業 

        クリエイター向け書籍・雑誌の販売等 

       (4)デザインツール・コンテンツサプライ事業 

        画像・動画・フォント等の素材を中心としたデザインツールの販売やコンテンツサプライ・サービス 

       (5)その他事業 

        上記事業区分に含まれないその他の事業 

３．営業費用のうち配賦不能費用はありません。 

  

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） 

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〕 

  
人材コンサル

ティング事業 

（千円） 

コンテンツ制

作事業 

（千円） 

出版事業 

（千円） 

デザインツー

ル・コンテンツ

サプライ事業

（千円） 

その他事業

（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 

 

   4,349,865

 

   649,894

 

   379,695

    

  1,376,508

   

    71,076

    

   6,827,041

       

         －

   

 6,827,041

 (2)セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高 

                

    130,108     89,480     6,045     8,949       －     234,583   △234,583      －

                

   計    4,479,974    739,375    385,741   1,385,457    71,076    7,061,625   △234,583  6,827,041

営業利益又は 

  営業損失（△） 

  

    170,610

  

   △40,271

  

 △141,676

  

    68,172

  

   15,199

  

     72,035

  

      －

  

   72,035

〔所在地別セグメント情報〕 

〔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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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                            ＜参考情報＞個別決算情報 
  

 以下に記載されている個別決算数値は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。また、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、「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。 

  

 １. 四半期財務諸表 

 （１） 四半期貸借対照表 

  

  

  

  

当第３四半期会計期間末 

（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３月31日） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 

 （資産の部）     

Ⅰ. 流動資産     

   １. 現金及び預金   594,809   624,529

   ２. 売掛金   707,627   819,694

   ３. 関係会社短期貸付金   180,000   －

   ４. 繰延税金資産   61,095   35,011

   ５. その他   170,254   57,132

   ６. 貸倒引当金   △2,444   －

   流動資産合計   1,711,343   1,536,367

Ⅱ. 固定資産     

   １. 有形固定資産   49,600   54,019

   ２. 無形固定資産   54,057   71,227

   ３. 投資その他の資産     

     （１） 投資有価証券   93,634   96,769

     （２） 関係会社株式   543,893   543,893

     （３） 関係会社長期貸付金   900,000   900,000

     （４） 繰延税金資産   55,744   55,744

     （５） 敷金及び保証金   130,844   124,674

     （６） その他   65,634   56,860

         貸倒引当金   △782,166   △782,166

     投資その他の資産合計   1,007,585        995,776

   固定資産合計   1,111,243   1,121,023

 資産合計   2,822,587   2,657,390
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当第３四半期会計期間末 

（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３月31日） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 

 （負債の部）     

Ⅰ. 流動負債     

   １. 短期借入金   1,200,000   1,200,000

   ２. 関係会社短期借入金   120,000   －

   ３. 未払費用   561,456   551,740

   ４. 未払法人税等   797   65,892

   ５. 賞与引当金   33,851   54,226

   ６. その他   292,875   210,378

   流動負債合計   2,208,980   2,082,237

Ⅱ. 固定負債     

   １. 退職給付引当金   41,942   34,835

   ２. その他   78,259   83,571

   固定負債合計   120,202   118,407

 負債合計   2,329,182   2,200,644

 （純資産の部）     

Ⅰ. 株主資本     

   １. 資本金   360,680   360,680

   ２. 資本剰余金     

       資本準備金  96,066   328,980  

     資本剰余金合計   96,066   328,980

   ３. 利益剰余金     

     （１） 利益準備金  －   4,120  

     （２） その他利益剰余金     

         繰越利益剰余金  36,658   △237,034  

       利益剰余金合計   36,658   △232,914

   株主資本合計   493,404   456,746

  純資産合計   493,404   456,746

 負債純資産合計   2,822,587   2,657,390
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（２） 四半期損益計算書 

   （第３四半期累計期間）  

  

  

  

  

当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 

 Ⅰ. 売上高   4,585,005   4,924,727

 Ⅱ. 売上原価   3,458,868   3,663,136

     売上総利益   1,126,136   1,261,590

 Ⅲ. 販売費及び一般管理費   1,059,893   1,089,601

     営業利益   66,242   171,989

 Ⅳ. 営業外収益   13,539   11,093

 Ⅴ. 営業外費用   15,296   10,094

     経常利益   64,485   172,988

 Ⅵ. 特別利益   －   29,978

 Ⅶ. 特別損失   134   11,205

     税引前四半期純利益   64,350   191,761

     法人税、住民税及び事業税   27,692   79,697

     四半期純利益   36,658   112,063
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