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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5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8月期第3四半期 1,395 ― 122 ― 114 ― 49 ―
20年8月期第3四半期 1,076 14.5 54 △60.0 53 △36.6 79 236.4

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8月期第3四半期 1,611.96 1,570.86
20年8月期第3四半期 2,748.75 2,696.39

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8月期第3四半期 1,434 1,021 70.9 34,961.19
20年8月期 1,564 1,094 69.9 35,397.76

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  1,016百万円 20年8月期  1,093百万円

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8月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
21年8月期 ― 0.00 ―
21年8月期 

（予想）
1,000.00 1,000.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8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  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

通期 1,852 24.5 183 63.3 175 57.5 93 △22.3 2,827.95



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） 

（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。 

(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.本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項について
は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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。 

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8月期第3四半期 32,990株 20年8月期  30,890株
② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  3,906株 20年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第3四半期 30,997株 20年8月期第3四半期 28,890株



当第３四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年５月31日）におけるわが国経済は、サブプライム問題

に端を発した世界的な金融危機以降、急激な株価下落や円高を背景に、個人消費マインドの冷え込みや企業業績の悪

化が進行しており、景気の先行き不透明感が高まっております。 

 当社グループの中心事業であるデジタルコンテンツ配信を取り巻く環境につきましては、平成21年５月31日現在に

おける携帯電話の累計契約台数が108,128千台（前年同期比4.6%増）、そのうち第３世代携帯電話の契約台数は

101,378千台（前年同期比12.5%増）「出所：社団法人電気通信事業者協会」となっており、第３世代携帯電話の急速

な普及により、携帯電話でのインターネット利用環境が進展しております。また、モバイル・コンテンツ・フォーラ

ムの調査による2008年度のモバイルコンテンツ関連市場の規模は、「モバイルコンテンツ市場」と「モバイルコマー

ス市場」を合わせ1兆1,464億円（前年対比23%増）となっており、依然としてマーケットが拡大していることに加

え、各携帯キャリアが提供するインターネット接続のパケット定額サービスの普及や有料の動画コンテンツ配信が開

始されるなど、携帯電話を利用した新しい事業モデルへの期待が高まっております。 

このような環境のなか、当社グループのコンテンツ事業におきましては、携帯電話経由のユーザー獲得を進めるた

め、毎月新規の有料コンテンツをiモード（R） 、EZweb、Yahoo！ケイタイの公式メニューにリリースする一方、占

い以外のカテゴリーでのコンテンツ制作・開発にも着手しております。また、ＰＣ向けコンテンツについても毎月新

規の有料コンテンツをYahoo!等の大手ポータルサイトやＩＳＰサイトでリリースし、売上増加に努めてまいりまし

た。 

 携帯電話販売事業におきましては、平成21年５月末現在14店舗の併売店とソフトバンクショップ１店舗を運営して

おります。当第３四半期連結累計期間では平成20年９月に１店舗、10月に８店舗、11月に１店舗が増えたことによ

り、売上高は前連結累計期間に比べ290,776千円と大幅に増加しましたが、店舗統合にともなう費用等の発生によ

り、営業損失を計上しております。 

 美容関連事業におきましては、テレビショッピングを通じた基礎化粧品の販売を行うとともに、楽天市場等のイン

ターネットサイトでの美容関連商品の販売を行っております。 

 これらの活動の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,395,282千円（前年同期比29.6％増）、営業利益

122,311千円（前年同期比125.2％増）、経常利益114,198千円（前年同期比113.7％増）、四半期純利益49,965千円

（前年同期比37.1％減）となりました。 

  

セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

（コンテンツ事業） 

 当社グループのコンテンツ事業におきましては、携帯電話向け及びＰＣ向けに「占い」コンテンツを配信するビジ

ネスを中心に展開しております。 

 携帯電話向けユーザーの増加に対応し、平成20年３月以降は毎月新規の有料コンテンツをiモード（R） 、EZweb、

Yahoo！ケイタイの公式メニューに提供しており、今期に入ってもこのペースを維持するとともに、新規会員増強に

向けて、占いの無料ポータルサイトの企画・開発や、占い以外のジャンルへのコンテンツの発掘等についても進めて

まいりました。以上により、当第３四半期連結累計期間末時点における携帯電話３キャリア向けの有料公式サービス

は、33コンテンツ、101サイトとなりました。 

また、ユーザー獲得を促進するためにアフィリエイト広告の実施、携帯電話販売店でのリアルアフィリエイト、Ｓ

ＥＯ（検索エンジン最適化）対策を行うなど新規会員の獲得並びに退会防止キャンペーンの実施により、当第３四半

期連結累計期間末現在の月額課金会員数は合計で226,712人となりました。 

 ＰＣ向けコンテンツについては、当第３四半期連結累計期間に10個の新規コンテンツを導入したほか、プロモーシ

ョンの展開によるユーザー数の維持獲得に努めております。以上により、当第３四半期累計期間末時点における、

Yahoo!等の大手ポータルサイトやＩＳＰサイトでのＰＣ向けの有料コンテンツ配信は、54コンテンツ、285サイトと

なりました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は1,011,852千円（前年同期比3.9％増）、営業利益は350,380千円（前年同

期比7.5％増）となりました。 

  

（携帯電話販売事業） 

 携帯電話販売事業におきましては、当第３四半期連結累計期間末現在15店舗を運営し、当第３四半期連結累計期間

に24,934台の販売実績を上げることができました。当面は、各店舗の効率化を高めコストの最適化を図ることによ

り、安定した収益を上げられる体質を早期に構築して参ります。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は298,886千円（前年同期比290,776千円増）、営業損失は9,707千円（前年

同期比7,997千円減）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



（美容関連事業） 

 美容関連事業におきましては、テレビショッピングを通じた化粧品の販売、楽天市場等のインターネットサイトで

の化粧品をはじめとした美容関連商品の販売を行っております。当第３四半期連結累計期間におきましては、インタ

ーネット通販での美容関連商品の販売が主となっております。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は78,606千円（前年同期比10.3％減）、営業損失4,288千円（前年同期比

3,764千円増）となりました。 

  

（その他の事業） 

 その他の事業におきましては、主に開運グッズサイト「満福館」での風水グッズ等の販売を行っております。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は5,937千円（前年同期比14.5％減）、営業損失は5,682千円（前年同期比

26,800千円増）となりました。 

  

＊前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

（1） 資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結累計期間末における総資産は1,434,166千円であり、前連結会計年度末と比較して130,461千円減

少しております。これは主に現金及び預金が250,829千円減少したものの売掛金の増加36,659千円、株式会社コラボ

ルタ及び株式会社ギガ・メディアの株式取得等による投資有価証券の増加36,500千円、事業譲受にともなうのれんの

増加34,038千円等によるものです。 

 当第３四半期連結累計期間末における負債合計は412,368千円であり、前連結会計年度末と比較して57,735千円減

少しております。これは主に短期借入金の減少30,000千円、長期借入金の減少95,800千円したものの未払費用の増加

25,436千円、未払法人税等の増加21,207千円等によるものです。 

 当第３四半期連結累計期間末における純資産合計は1,021,797千円であり、前連結会計年度末と比較して72,725千

円減少しております。これは主に株式会社光通信への第三者割当増資による資本金の増加25,647千円、資本金準備金

の増加25,645千円したものの自己株式の取得による減少146,994千円等によるものです。 

  

（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は、前連結会計年度末と比較して250,829千円減少し

363,739千円となりました。  

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、当第３四半期連結累計期間は129,269千円の収入となりました。これは

主に税金等調整前四半期純利益101,691千円、減価償却費23,004千円、売上債権の増加36,659千円、未払費用の増加

25,436千円等によるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、当第３四半期連結累計期間は114,778千円の減少となりました。これは

主に株式会社コラボルタ及び株式会社ギガ・メディアの株式取得等による支出51,995千円、事業譲受にともなう支出

42,523千円、敷金及び保証金の差入による支出14,876千円等によるものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、当第３四半期連結累計期間は265,320千円の減少となりました。これは

主に自己株式の取得による支出146,994千円、長期借入金の返済による支出108,330千円等によるものです。  

  

 当連結累計期間における、主力のコンテンツ事業におきましては、引き続き携帯電話向け・ＰＣ向けに毎月新規の

有料課金コンテンツを投入し、会員数の安定増加を目指していきます。また、デジタルコンテンツのさらなる拡充に

向けて、「占い」の無料ポータルサイトの企画・開発、風水コンテンツの強化、「占い」以外のジャンルのコンテン

ツ発掘を推進してまいります。 

 携帯電話販売事業におきましては、今期を体制固めと収益性基盤構築の期間と位置づけております。  

 美容関連事業におきましては、インターネット・テレビ・紙媒体等の複数メディアを活用したクロスメディア展開

により、事業の再構築を進めていきます。 

 当第３四半期連結累計期間の業績は、主力のコンテンツ事業において、毎月新規の本格「占い」コンテンツを携帯

電話向け・ＰＣ向けの公式有料サイトでリリースできたことにより月額課金会員及び売上の増加に大きく寄与するこ

とが出来ました。また社内システムの刷新や業務の効率化によるコスト削減効果等もあり、当初の業績予想通りに推

移しております。なお、平成21年８月期の連結業績予想につきましては、平成20年10月15日に発表した連結業績予想

に変更はありません。 

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。  

  

   

 1.一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.固定資産の減価償却の算定方法 

  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。  

  

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.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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５

日 企業会計基準第９号）を適用し、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。 

      なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。  

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21年５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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 363,739 614,569

受取手形及び売掛金 348,643 311,983

商品及び製品 9,794 5,497

仕掛品 12,444 8,166

原材料及び貯蔵品 1,938 213

販売用不動産 71,076 71,729

その他 48,830 63,622

貸倒引当金 △4,621 △3,231

流動資産合計 851,846 1,072,552

固定資産   

有形固定資産 52,523 53,642

無形固定資産   

のれん 79,977 45,939

その他 44,934 44,316

無形固定資産合計 124,911 90,256

投資その他の資産   

投資有価証券 151,113 114,613

営業保証金 158,486 150,000

その他 95,284 83,563

投資その他の資産合計 404,884 348,176

固定資産合計 582,319 492,075

資産合計 1,434,166 1,564,627

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,293 33,840

短期借入金 70,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 131,110 143,640

未払費用 91,501 66,065

未払法人税等 26,875 5,667

その他 51,588 25,091

流動負債合計 406,368 374,304

固定負債   

長期借入金 － 95,800

その他 6,000 －

固定負債合計 6,000 95,800

負債合計 412,368 470,104



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５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８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 451,459 425,812

資本剰余金 348,454 322,809

利益剰余金 363,890 344,815

自己株式 △146,994 －

株主資本合計 1,016,811 1,093,436

新株予約権 4,986 1,086

純資産合計 1,021,797 1,094,523

負債純資産合計 1,434,166 1,564,627



（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９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,395,282

売上原価 503,375

売上総利益 891,906

販売費及び一般管理費 769,595

営業利益 122,311

営業外収益  

受取利息 743

受取事務手数料 2,336

受取販売奨励金 1,255

その他 1,457

営業外収益合計 5,792

営業外費用  

支払利息 5,485

自己株式取得費用 5,032

その他 3,386

営業外費用合計 13,904

経常利益 114,198

特別利益  

投資有価証券売却益 992

特別利益合計 992

特別損失  

投資有価証券評価損 13,499

特別損失合計 13,499

税金等調整前四半期純利益 101,691

法人税、住民税及び事業税 49,112

法人税等調整額 2,613

法人税等合計 51,725

四半期純利益 49,965



（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９月１日 
 至 平成21年５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 101,691

減価償却費 23,004

のれん償却額 13,675

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,389

受取利息及び受取配当金 △743

支払利息 5,485

投資有価証券売却損益（△は益） △992

投資有価証券評価損益（△は益） 13,499

売上債権の増減額（△は増加） △36,659

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,299

販売用不動産の増減額（△は増加） 652

仕入債務の増減額（△は減少） 1,452

未払費用の増減額（△は減少） 25,436

その他 23,313

小計 160,907

利息及び配当金の受取額 775

利息の支払額 △5,380

法人税等の支払額 △29,238

法人税等の還付額 2,205

営業活動によるキャッシュ・フロー 129,269

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 △6,579

無形固定資産の取得による支出 △6,494

無形固定資産の売却による収入 4,562

投資有価証券の取得による支出 △51,995

投資有価証券の売却による収入 2,988

敷金及び保証金の差入による支出 △14,876

貸付金の回収による収入 2,000

営業譲受による支出 △42,523

その他 △1,858

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,778

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） △30,000

長期借入金の返済による支出 △108,330

株式の発行による収入 50,397

自己株式の取得による支出 △146,994

配当金の支払額 △30,393

財務活動によるキャッシュ・フロー △265,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250,829

現金及び現金同等物の期首残高 614,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 363,739



 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９月１日 至 平成21年５月31日）  

 （注）１．事業区分の方法 

       事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５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９月１日 至 平成21年５月31日）  

  海外売上高がないため、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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
コンテンツ事業 

（千円） 
携帯電話販売事業

（千円） 
美容関連事業 

（千円） 
その他の事業 

（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 1,011,852 298,886 78,606 5,937 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 4,679 14 － 

計 1,011,852 303,565 78,620 5,937 

営業利益又は営業損失（△） 350,380 △9,707 △4,288 △5,682 

  
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 1,395,282 － 1,395,282 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
4,693 （4,693） － 

計 1,399,975 （4,693） 1,395,282 

営業利益又は営業損失（△）  330,702 （208,390） 122,311 

事業区分 主要な事業内容 

 コンテンツ事業  携帯電話・パソコン向けコンテンツの制作・配信 

 携帯電話販売事業   携帯電話機の受託販売及び周辺機器の販売 

 美容関連事業  化粧品販売 

 その他の事業  風水グッズ等の販売 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



  

 平成20年９月19日付で、株式会社光通信から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、資本金が

25,647千円、資本準備金が25,645千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が451,459千円、

資本準備金が348,454千円となっております。 

  また平成20年10月29日付取締役会決議の自己株式取得2,000株（取得価額55,830千円）、平成21年１月21日

付取締役会決議の自己株式取得1,000株（取得価額44,273千円）及び平成21年２月18日付取締役会決議の自己

株式取得906株（取得価額46,890千円）により自己株式が増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己

株式が146,994千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



「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（平成19年９月１日～５月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年８月期 

第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,076,350

Ⅱ 売上原価  497,154

売上総利益  579,195

Ⅲ 販売費及び一般管理費  524,888

営業利益  54,306

Ⅳ 営業外収益  14,302

1. 受取利息   2,551

2. 受取賃貸料   5,576

3. 業務受託料   4,144

4. その他   2,029

Ⅴ 営業外費用  15,170

1. 支払利息   8,130

2. 開業費   2,991

3. 不動産賃貸費用   2,772

4. その他   1,274

経常利益  53,438

Ⅵ 特別利益  51,626

1. 関係会社株式売却益   51,335

2. 固定資産売却益   291

税金等調整前四半期純利益  105,065

税金費用  25,753

少数株主持分損失   99

四半期純利益  79,411



前第３四半期連結累計期間（平成19年９月１日～５月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年８月期 
第３四半期） 

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  

 105,065

減価償却費   41,929

貸倒引当金の増加・減少
（△）額  

 2,820

受取利息及び受取配当金   △2,551

支払利息   8,130

固定資産売却益   △291

関係会社株式売却益   △51,335

売上債権の増加（△）・減
少額  

 1,114

たな卸資産の増加（△）・
減少額  

 △2,940

販売用不動産の増加
（△）・減少額  

 652

営業保証金の増加（△）・
減少額  

 △140,000

仕入債務の増加・減少
（△）額  

 △3,655

前受金の増加・減少（△）
額  

 2,208

前渡金の増加（△）・減少
額  

 553

未払費用の増加・減少
（△）額  

 26,437

その他   △14,326

小計  △26,188

利息及び配当金の受取額   2,378

利息の支払額   △7,986

法人税等の支払額   △98,927

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △130,724



  

  
前年同四半期 

（平成20年８月期 
第３四半期） 

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  

 △31,259

無形固定資産の取得による
支出  

 △33,397

連結範囲の変更を伴う子会
社株式の売却による収入  

 50,223

投資有価証券の取得による
支出  

 △113,500

敷金・保証金の差入による
支出  

 △23,383

貸付による支出   △155,000

貸付金の回収による収入   340,000

営業譲受による支出   △60,529

その他   1,749

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △25,097

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

短期借入金の純増減   50,000

長期借入金の返済による支
出  

 △119,760

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △69,760

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

 △225,582

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 680,483

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高 

 454,901



前第３四半期連結累計期間（平成19年９月１日～５月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

       事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

     ３. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、229,251千円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年９月１日～５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。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年９月１日～５月31日） 

海外売上高がないため、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〕

  
コンテンツ事業 

（千円） 
美容関連事業

（千円） 
その他の事業

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高              

(1）外部顧客に対する売

上高 
973,629 87,669 15,051 1,076,350 ― 1,076,350 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
5,894 17 125 6,037 △6,037 ― 

計 979,523 87,687 15,176 1,082,387 △6,037 1,076,350 

営業費用  653,480 95,740 49,369 798,590 223,452 1,022,043 

営業利益（又は営業損

失）  
326,042 △8,053 △34,193 283,796 △229,489 54,306 

事業区分 主要な事業内容 

 コンテンツ事業  携帯電話・パソコン向けコンテンツの制作・配信、テレビ番組のプランニング 

 美容関連事業  化粧品販売及びサロン運営 

 その他の事業  風水グッズ等の販売、携帯電話機の販売及び周辺機器の販売 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



 （重要な後発事象） 

    株式会社ゼロクリエイトの株式取得による子会社化 

     平成21年７月７日開催の取締役会において、平成21年９月１日付で株式会社ゼロクリエイトの過半数の株式を

取得し、連結子会社とすることを決議し、同日株式譲渡予約契約を締結致しました。 

     （1）株式取得の理由 

        テレビ・ＰＣ・携帯電話・雑誌等の異なるメディアに 適なコンテンツを複合的に配信するクロスメディ

ア化が伸展しており、当社としても斬新で魅力のあるコンテンツを開発提供するために、動画を活用したサ

ービスの構築が急務となっており、当社は総合デジタルコンテンツ企業として、新規性の高いコンテンツを

自社・他社媒体に提供することにより収益機会の拡大に繋げることを目的として株式会社ゼロクリエイトの

株式を取得することに致しました。 

     （2）株式取得の相手先の名称 

        石川 修 他４名 

     （3）買収した会社の名称、事業内容、規模 

        ①名称 

        株式会社ゼロクリエイト  

        ②事業内容 

         テレビ・ラジオ番組及びコマーシャルの企画・制作 

        ③規模（平成21年３月期） 

         資本金    45百万円  

         売上高    906百万円 

         営業利益      12百万円  

                純資産     63百万円 

         総資産    260百万円 

     （4）株式取得の時期 

        平成21年９月１日 

     （5）取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

        ①取得する株式の数    500株 

        ②取得価額         39百万円 

              ③取得後の持分比率     52.6％ 

         （6）支払資金の調達方法 

       自己資金  

  

  

６．その他の情報




