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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 614 ― △55 ― △54 ― △20 ―

21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 △337.25 ―

21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 3,694 3,217 87.1 53,742.97
21年3月期 3,754 3,237 86.2 54,080.22

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,217百万円 21年3月期  3,237百万円

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

21年3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22年3月期 0.00

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

1,307 △2.9 △98 ― △96 ― △98 ― △1,639.00

通期 2,942 10.9 0 ― 3 ― 0 ― 14.50



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

詳細は４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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第1四半期 59,868株 21年3月期  59,868株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 59,868株 21年3月期第1四半期 59,868株

※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。実際の実績等は、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。なお、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性
的情報をご覧ください。 
２．当社は前事業年度において連結子会社がなくなったため、当第１四半期より連結から非連結の開示となっております。このため、前年同四半期実績お
よび増減率については、記載をしておりません。 



 当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、輸出や個人消費などの一部の指標に改善が見られたものの企

業収益の大幅な悪化、設備投資の大幅な抑制、雇用情勢の更なる悪化など、引き続き厳しい状況が続いており、

依然として先行き不透明な状況となっております。 

 一方、当社の事業ドメインである携帯電話市場においては、携帯電話端末の新販売方式の影響等による買い替

えサイクルの長期化および国内景気後退の影響を受け、出荷台数の減少傾向が続いており、前年実績を11ヵ月連

続下回っております。一方、ワンセグチューナー付携帯電話は、携帯電話端末の全出荷台数に対するワンセグ搭

載比率85.1％となり標準機能として定着しつつあります。（出所：社団法人電子情報技術産業協会） 

 このような状況下、エンタテインメント事業におきましては、株式会社フジテレビジョンとの協業案件である

「CXアーティストNUDE」にて、「加藤和樹」ならびに「岡田浩暉」のオフィシャルモバイルサイトを開始するな

ど、既存サイトのコンテンツの拡充を図りました。また、５月には株式会社マスタービューに所属するアーティ

スト「MINMI」のオフィシャルモバイルサイト『MINMI official mobile site めっちゃモバイ!!』、６月には

「劇団スタジオライフ」のオフィシャルモバイルサイト『スタジオライフモバイル』のサービスを開始いたしま

した。以上により、当事業における売上高は351百万円、営業利益は35百万円となりました。 

 ソリューション事業におきましては、アプリケーション開発事業において、カスタマイズ等開発受託案件、携

帯電話端末の出荷台数に連動するロイヤリティ収入は計画どおり推移しました。一方、法人向けモバイルソリュ

ーション領域につきましては、ソリューションサービス提供事業の立ち上げに注力いたしました。以上により、

当事業における売上高は263百万円、営業利益は15百万円となりました。 

 また、前事業年度に計上いたしました貸倒引当金の一部につき、回収可能となったことにより貸倒引当金を取

崩し、35百万円の特別利益を計上しております。 

以上の結果、当第１四半期会計期間における売上高は614百万円となりましたが、各新規事業立ち上げ経費の

影響および本社経費により営業損失は55百万円、経常損失は54百万円、四半期純損失は20百万円となりました。

(1）財政状態の分析  

当第１四半期会計期間末の資産合計は3,694百万円と前事業年度末比で59百万円（1.6％）減少いたしました。

負債合計は前事業年度末比39百万円（7.6％）減少の477百万円、また純資産合計は前事業年度末比20百万円

（0.6％）減少の3,217百万円となりました。 

流動資産につきましては、78百万円減少しました。その主な要因は、現金及び預金が49百万円増加したもの

の、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が53百万円減少したこと、ならびに、敷金の回収による未収入金

の減少、および消費税の還付等により、その他流動資産74百万円が減少したことによるものです。 

固定資産につきましては、19百万円増加しました。その主な要因はソフトウェア等の減価償却による減少27百

万円があったものの、固定資産の取得12百万円ならびに、長期貸付金に対する貸倒引当金の戻入により、投資そ

の他の資産が35百万円増加したことによるものです。 

負債につきましては、流動負債が38百万円減少しております。これは仕入債務の支払により買掛金が31百万円

減少したこと等によるものです。 

  

(2）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当第１四半期会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） 

営業活動の結果得られた資金は18百万円となりました。 

これは、主に税引前四半期純損失19百万円の計上、仕入債務の減少31百万円、貸倒引当金の減少35百万円等

があったものの、売上債権の減少53百万円、減価償却費27百万円、その他25百万円等の増加要因があったこ

と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） 

投資活動の結果得られた資金は30百万円となりました。 

これは、有形・無形固定資産の取得による支出16百万円があったものの、敷金の回収による収入47百万円が

あったこと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0百万円となりました。 

 これは、リース債務の返済によるものであります。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



当社を取り巻く環境は、携帯電話の高機能化、通信環境の高速・広域化、携帯電話向けコンテンツのリッチコ

ンテンツ化等により、ユーザーニーズの多様化や法人向けモバイルソリューションの需要拡大が予想されます。

また、モバイルコンテンツ配信分野においては、従来のキャリア公式サイトの利用に加え、一般サイト（キャリ

ア公式サイト以外のサイト）の利用者増加や、放送と通信が連携するサービスやコンテンツのニーズが高まるこ

とが予想されます。 

このような状況下、エンタテインメント事業につきましては、引き続き新規キャリア公式サイトの立ち上げ、

ならびにアーティストファンクラブサイトの運営等既存サイトのコンテンツ充実に注力してまいります。また、

当社の強みでもある豊富なタレントデータベースを利用した「タレントスケジュール」につきましては、タレン

ト事務所との提携やコンテンツの充実をさらに強化し、収益化を目指してまいります。 

ソリューション事業につきましては、引き続き放送と通信の連携分野において、各キャリアとの協業または提

携により携帯電話にプリインストールされるアプリケーションの提供によるロイヤリティ収入ならびに開発受託

収入を計画しております。また、法人向けモバイルソリューションの需要の拡大を背景に、当社が独自に培って

きたサイト構築・運営等を通じて蓄積してきた経験やノウハウ、ソフトウェア開発能力を活かしたソリューショ

ンサービスの提供も行なってまいります。 

以上により、業績見通しにつきましては概ね予想どおりに推移しており、現時点におきましては平成21年４月

30日に発表いたしました平成22年３月期の業績予想に変更はありません。 

  

 該当事項はありません  

  

工事契約に関する会計基準の適用 

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四

半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性の認められる受注契約については工事進行基準を、その

他の受注契約については検収基準を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,688,930 1,639,568

受取手形及び売掛金 570,072 624,002

預け金 1,000,000 1,000,000

その他 33,528 108,029

貸倒引当金 △3,411 △3,577

流動資産合計 3,289,120 3,368,024

固定資産   

有形固定資産 52,822 55,650

無形固定資産 92,404 104,989

投資その他の資産   

その他 260,995 260,995

貸倒引当金 △504 △35,504

投資その他の資産合計 260,491 225,491

固定資産合計 405,718 386,130

資産合計 3,694,838 3,754,155

負債の部   

流動負債   

買掛金 334,461 365,798

未払法人税等 2,924 4,269

ポイント引当金 1,335 1,182

その他 135,173 141,581

流動負債合計 473,893 512,832

固定負債   

その他 3,460 3,647

固定負債合計 3,460 3,647

負債合計 477,354 516,480

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,770,425 1,770,425

資本剰余金 2,208,237 2,208,237

利益剰余金 △761,178 △740,987

株主資本合計 3,217,483 3,237,674

純資産合計 3,217,483 3,237,674

負債純資産合計 3,694,838 3,754,155



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 614,804

売上原価 366,608

売上総利益 248,195

販売費及び一般管理費 304,138

営業損失（△） △55,942

営業外収益  

受取利息 1,006

還付加算金 336

その他 5

営業外収益合計 1,348

営業外費用  

支払利息 23

営業外費用合計 23

経常損失（△） △54,618

特別利益  

貸倒引当金戻入額 35,000

特別利益合計 35,000

税引前四半期純損失（△） △19,618

法人税、住民税及び事業税 572

法人税等合計 572

四半期純損失（△） △20,190



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △19,618

減価償却費 27,603

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35,165

受取利息及び受取配当金 △1,006

支払利息 23

売上債権の増減額（△は増加） 53,930

たな卸資産の増減額（△は増加） 477

仕入債務の増減額（△は減少） △31,337

その他 25,124

小計 20,031

利息及び配当金の受取額 1,006

利息の支払額 △23

法人税等の支払額 △2,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,660

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 △5,267

無形固定資産の取得による支出 △11,461

敷金の回収による収入 47,668

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,940

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △239

財務活動によるキャッシュ・フロー △239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,361

現金及び現金同等物の期首残高 2,639,568

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,688,930



 該当事項はありません。 

  

  

 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）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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