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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 278 ― △132 ― △134 ― △163 ―
20年3月期第3四半期 975 △23.4 △223 ― △237 ― △309 ―

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 △10,905.06 ―
20年3月期第3四半期 △26,601.46 ―

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 457 140 30.8 9,419.30
20年3月期 824 335 34.5 19,038.61

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  140百万円 20年3月期  284百万円

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 358 △68.3 △143 ― △142 ― △170 ― △11,405.38

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 
 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。 
 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、多分に不明確な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 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  15,091株 20年3月期  15,091株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  130株 20年3月期  130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  14,961株 20年3月期第3四半期  11,624株
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した、世界的な

金融不安により、世界経済の大幅な減速に加え、株価の低迷、雇用調整の広がりなどから急速に悪化し

ています。    

このような経営環境の中、当社グループの主力事業であるセールスプロデュース事業は、クライアン

ト企業からの様々な要請や営業関連の支援に成果をもって実績とする事業でありますが、当第３四半期

はモバイル事業の売上減少や、第２四半期からの流通系及びメーカー系事業会社のプロデュース案件が

遅延し、事業計画遂行に支障が生じ、当社グループ全体に影響が出てまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高278,017千円（対前年同期比71.5％減）、営業損

失132,183千円（対前年同期比40.8％減）、経常損失134,996千円（対前年同期比43.3％減）、四半期純

損失163,150千円（対前年同期比47.2％減）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度と比較して366,995千円減少し、457,914千

円（対前連結会計年度比44.5％減）となりました。 

流動資産に関しましては、前連結会計年度と比較して現預金、売掛金が減少したことにより、

163,121千円（対前連結会計年度比74.4％減）となりました。 

固定資産に関しましては、前連結会計年度と比較して投資有価証券の評価額が増加したことにより、

294,792千円（対前連結会計年度比56.5％増）となりました。 

負債に関しましては、買掛金及び借入金の減少により、316,991千円（対前連結会計年度比35.2％

減）となりました。 

また純資産に関しましては、四半期純損失及びその他有価証券評価差額金を計上したため、140,922

千円（対前連結会計年度比58.0％減）となりました。 

  

②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、期首に比べて

395,311千円減少し、39,471千円となりました。 

 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)  

 営業活動の結果使用した資金は189,910千円（前年同期は209,244千円の獲得）となりました。 

 これは主として、売上債権の減少79,606千円の資金増加があったものの、税金等調整前四半期純損失

の計上143,557千円、仕入債務の減少額64,156千円等の資金減少があったことの結果によるものであり

ます。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 投資活動の結果使用した資金は112,501千円（前年同期は466,669千円の使用）となりました。 

 これは主として、敷金及び保証金の回収による収入26,609千円があったものの、長期貸付による支出

100,000千円、子会社株式の取得による支出40,000千円等の支出があったことの結果によるものであり

ます。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 財務活動の結果使用した資金は92,900千円（前年同期は14,690千円の使用）となりました。  

 これは短期借入金の返済による支出42,500千円、長期借入金の返済による支出50,400千円によ  る

ものであります。 

  

・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
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第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案して、業績予想の見直しを行った結果、平成20年

11月13日付及び平成20年11月14日付「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表した平成21年３

月期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、平成21年２月12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」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いものと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

  

② 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実施棚卸を省略しております。 

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 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」(企業会計基準委員

会 平成19年３月14日 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」（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）を当第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り下げの方法）に変更しております。 

 この方法による第３四半期連結会計期間への影響はありません。 

  

 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
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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 39,471 434,782

受取手形及び売掛金 79,790 163,071

商品 3,649 4,363

仕掛品 2,695 2,240

貯蔵品 651 838

その他 44,460 44,978

貸倒引当金 △7,596 △13,708

流動資産合計 163,121 636,567

固定資産   

有形固定資産 11,129 7,870

無形固定資産 22,890 29,101

投資その他の資産   

投資有価証券 147,803 118,741

破産更生債権等 246,350 －

その他 126,463 288,294

貸倒引当金 △259,844 △255,665

投資その他の資産合計 260,772 151,370

固定資産合計 294,792 188,342

資産合計 457,914 824,909

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 73,508 137,665

短期借入金 － 42,500

1年内返済予定の長期借入金 67,200 67,200

未払法人税等 4,239 35,078

繰延税金負債 13,197 －

賞与引当金 864 3,674

その他 45,187 68,722

流動負債合計 204,196 354,840

固定負債   

長期借入金 83,800 134,200

負ののれん 28,995 －

固定負債合計 112,795 134,200

負債合計 316,991 489,040
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（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 430,790 430,790

資本剰余金 539,940 539,940

利益剰余金 △821,753 △658,603

自己株式 △27,290 △27,290

株主資本合計 121,686 284,836

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,236 －

評価・換算差額等合計 19,236 －

少数株主持分 － 51,032

純資産合計 140,922 335,869

負債純資産合計 457,914 824,909
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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 278,017

売上原価 153,231

売上総利益 124,785

販売費及び一般管理費 256,968

営業損失（△） △132,183

営業外収益  

受取利息 1,198

受取配当金 1,105

負ののれん償却額 491

その他 742

営業外収益合計 3,538

営業外費用  

支払利息 6,036

雑損失 315

営業外費用合計 6,351

経常損失（△） △134,996

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,932

投資有価証券売却益 2,628

前期損益修正益 392

賞与引当金戻入額 1,662

特別利益合計 6,615

特別損失  

有形固定資産売却損 104

前期損益修正損 14,694

本社移転費用 378

特別損失合計 15,176

税金等調整前四半期純損失（△） △143,557

法人税、住民税及び事業税 15,834

少数株主利益 3,758

四半期純損失（△） △163,150
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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 71,120

売上原価 37,830

売上総利益 33,289

販売費及び一般管理費 71,693

営業利益 △38,403

営業外収益  

受取利息 416

受取配当金 737

負ののれん償却額 491

賞与引当金戻入額 1,301

その他 20

営業外収益合計 2,968

営業外費用  

支払利息 2,133

営業外費用合計 2,133

経常利益 △37,568

特別損失  

貸倒引当金繰入額 887

特別損失合計 887

税金等調整前四半期純損失（△） △38,455

法人税、住民税及び事業税 △2,185

少数株主損失（△） △305

四半期純損失（△） △35,965

株式会社NowLoading（2447）平成21年３月期第３四半期決算短信

-7-



(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利益 △143,557

減価償却費 9,798

負ののれん償却額 △491

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,932

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,809

受取利息及び受取配当金 △2,304

支払利息 6,036

有形固定資産除却損 104

投資有価証券売却損益（△は益） △2,628

前期損益修正損益（△は益） 14,694

売上債権の増減額（△は増加） 79,606

たな卸資産の増減額（△は増加） 446

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,853

仕入債務の増減額（△は減少） △64,156

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,503

その他の流動負債の増減額（△は減少） △35,501

小計 △154,051

利息及び配当金の受取額 2,046

利息の支払額 △5,773

法人税等の支払額 △32,131

営業活動によるキャッシュ・フロー △189,910

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 △6,755

投資有価証券の売却による収入 6,000

短期貸付けによる支出 △2,500

短期貸付金の回収による収入 11,370

長期貸付けによる支出 △100,000

長期貸付金の回収による収入 360

子会社株式の取得による支出 △40,000

敷金及び保証金の差入による支出 △7,584

敷金及び保証金の回収による収入 26,609

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,501

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △42,500

長期借入金の返済による支出 △50,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,900

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △395,311

現金及び現金同等物の期首残高 434,782

現金及び現金同等物の四半期末残高 39,471
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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。 

  

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） 

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、営業損失132,183千円、経常損失134,996千

円、四半期純損失163,150千円を計上いたしました。  

 当該状況により、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。  

 四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく以下の施策を実施してまいりま

す。  

１． グループ中長期事業計画の再構築  

当社グループは、子会社を含め３社による事業シナジーの明確化や対顧客戦略の共有化など、情報の

共有と営業の協力体制をより一層強化し、グループ力を高めていきます。 

 厳しい経済環境の中、細分化・多様化するクライアントニーズに対応し、成果が出せるよう当社グル

ープ全体として、新規のモバイル事業プロデュース案件の獲得等に取り組んでいきます。 

 さらにアライアンスパートナー企業との連携を強化し、新規案件等の開拓も積極的に行っていき、収

益の拡大等に努めることにより黒字化を図る予定であります。 

２． 財務体質の改善 

当社は、これまではセールスプロデュースが主力であり、本来多額な資金を（仕入）原価とするよう

なビジネスモデルではありませんでした。しかし、多様化するクライアントニーズへの対応に向けて、

新たに参入する事業や事業のプロジェクト化への資金投入が不可欠であると考えております。そのため

に現在、新たな資金調達の検討を行っております。今後とも積極的に新規クライアントとの事業展開を

推進すると同時に、財務基盤の強化を図ってゆく予定であります。 

上記の施策により、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半

期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前第３四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

前第３四半期連結会計期間 

(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 売上高 975,674

Ⅱ 売上原価 751,591

   売上総利益 224,083

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

 1. 役員報酬 62,850

 2. 給与手当 65,442

 3. 貸倒引当金繰入額 128,916

 4. 賞与引当金繰入額 2,467

 5. 減価償却費 40,045

 6. その他 147,496

  販売費及び一般管理費合計 447,218

   営業損失 223,135

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 1,326

  2. 受取配当金 2,425

 3. 雑収入 984

 4. その他 2,334

  営業外収益合計 7,070

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 5,413

 2. 持分法による投資損失 252

 3. 雑損失 1,010

 4. その他 15,180

  営業外費用合計 21,857

   経常損失 237,922

   税金等調整前 

   四半期純損失
224,339

   法人税、住民税及び 

      事業税     
20,816

   過年度法人税、住民税及び 

   事業税
13,380

   法人税等調整額   50,776

   少数株主損失 81

   四半期純損失 309,232
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（要約）前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結会計期間 

(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

   税金等調整前四半期純利益 △224,339

   減価償却費 44,427

   貸倒引当金の増加額 117,181

   賞与引当金の増加額 4,466

   受取利息及び受取配当金 △3,751

   支払利息 5,413

   持分法による投資損失 252

   有形固定資産売却損 6

   関係会社株式売却損 1,130

   商品評価損 3,280

   保険解約損 9,280

   訴訟和解金 5,000

   前期損益修正益 △23,000

   売上債権の増減額(△は増加) 454,170

   たな卸資産の減少額 104,160

   その他流動資産の増減額(△は増加) 6,494

   仕入債務の増減額(△は減少) △238,882

   未払消費税等の増減額(△は減少) △13,454

   その他流動負債の増減額(△は減少) 18,578

   その他 24,917

    小計 295,331

   利息及び配当金の受取額 3,469

   利息の支払額 △5,264

   法人税等の支払額 △84,291

  営業活動によるキャッシュ・フロー 209,244

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 △3,448

   有形固定資産の売却による収入 114

   無形固定資産の取得による支出 △270,262

   投資有価証券の取得による支出 △188,632

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

   売却による支出
△8,406

   短期貸付けによる支出 △2,400

   短期貸付金の回収による収入 14,916

   長期貸付けによる支出 △600

   長期貸付金の回収による収入 300

   敷金保証金の支払による支出 △8,251

  投資活動によるキャッシュ・フロー △466,669

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の返済による支出 △64,000

   長期借入れによる収入 100,000

   長期借入金の返済による支出 △31,800

   株式の発行による収入 8,400

   自己株式の取得による支出 △27,290

  財務活動によるキャッシュ・フロー △14,690

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △272,114

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 517,810

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 245,696
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