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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日） 

（注）当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年９月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率については
記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年９月期については記載しておりません。  

(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9月期第3四半期 2,857 ― △53 ― △65 ― △319 ―
20年9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9月期第3四半期 △11,080.41 ―
20年9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9月期第3四半期 1,849 1,025 55.2 35,452.24
20年9月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  1,021百万円 20年9月期  ―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  有   

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9月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
21年9月期 ― 0.00 ―
21年9月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 3,700 ― △56 ― △72 ― △347 ― △12,016.48

－ 1 －



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）  有  

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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、６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、６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．平成21年３月13日に発表いたしました業績予想及び平成20年11月６日に発表いたしました配当予想につきまして、本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が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、５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。 
３．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条）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。 

新規 1社 （社名 株式会社メディアグロウ ） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 28,877株 20年9月期  28,877株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  60株 20年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 28,855株 20年9月期第3四半期 24,976株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、一昨年の夏以降のサブプライムローン問題の長期化に伴う世界

的な金融市場の混乱、円高の進行による企業業績の悪化などを背景に、雇用・所得環境の悪化及びそれに伴う消費マ

インドの冷え込みが顕著になっております。今後、景気回復までには今しばらく時間を要するものと予測されており

ます。  

 当社グループを取り巻く環境といたしましては、日本国内における携帯電話の契約者数が平成21年６月末現在で１

億848万契約に達しており、そのうち第３世代携帯電話の契約者数が占める割合は平成20年３月末の92.7％から平成21

年６月末には94.1％と、その比率は順調に高まっております（出所：社団法人電気通信事業者協会）。 

 このような環境の下、コンテンツ事業に関しては、引き続きアーティストや動画コンテンツなど差別化コンテンツ

の配信による会員数の増加を目指して参りました。コンテンツ会員獲得のための集客方法については、出稿先メディ

アを厳選した形でのアフィリエイト広告出稿、アーティストの発売するＣＤに当社サイトを紹介したチラシの封入、

リスティング広告などいずれもＲＯＩを重視したプロモーションを行っております。しかしながら、ケータイ動画市

場の広がりは緩やかなものであり市場はそれほど拡大しておらず、市場拡大を見据えた先行投資金額を回収をする段

階までは至っておりません。また、コンテンツの先行投資に関連する契約金及び前払費用、および、不採算事業に関

連するシステム等固定資産に対して減損処理を実施したことにより減損損失を105,844千円を計上しております。さら

に、当社が運営するアーティストサイト「Ｘ ＪＡＰＡＮ．ＴＶ」のコンテンツ仕入先である株式会社マスターワー

クに対して、サイト運営やチケット優先発売を行う目的で２億円を供託しておりましたが、同社からの当該供託金返

済が遅延する事態が発生いたしました。それに対して今後の回収見込み等を鑑み、貸倒引当金140,002千円を計上して

おります。以上により、第３四半期連結累計期間において特別損失を245,846千円を計上しております。。   

広告事業に関しては、広告代理店との連携を深めることでクライアントニーズにいち早く対応出来る体制を構築し

ました。しかしながら、景気低迷により各クライアントが広告予算を縮小する傾向にあるため、第３四半期会計期間

は第２四半期会計期間と比較して受注金額が減少しております。 

ソリューション事業に関しては、モバイルサイトの開発、運営受託及び公式メニュー化支援サービスなどで受注活

動は引き続き順調に推移しております。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は2,857,488千円、営業損失は53,371千円、経常損失は65,966千

円、四半期純損失は319,725千円となりました。 

  

セグメント別の状況は次のとおりであります。 

（コンテンツ事業） 

コンテンツ事業は、携帯電話利用者に対して「着うたフル®」「電子書籍」「動画」といった３Ｇコンテンツの配信

を行うものであり当社の主力事業であります。また、コンテンツの課金数は、平成21年６月末時点で403千件（平成21

年３月末比27千件減）となっております。 

「着うた®」「着うたフル®」の各ジャンルにおいては、広告宣伝費を抑制していることにより会員数が伸び悩んで

いるものの、「アーティスト」「動画」「電子書籍」の各ジャンルにおいては、会員向けサービスやプロモーション

の充実により課金数が増加しております。具体的な施策としては、アーティストサイトにおいてサイト上でのライブ

チケット優先販売をしたことによる新規入会者の増加、動画サイト及び電子書籍サイトにおいてはキャリアサイト上

での作品プロモーションを強化したことにより、新規入会による月額課金及び従量課金が増加しました。しかしなが

ら動画サイトについては、コンテンツ権利獲得に要した先行投資を未だ回収するには至っておりません。集客方法に

関しては、引き続きＲＯＩを重視したプロモーションを行っております。未回収の影響があった「ランディングペー

ジの施策」については、１件あたりの獲得単価や会員継続率などを勘案して費用対効果の合うメディアに限定して行

っております。一方、リスティング広告に関しては、アーティスト名や人気作品名のキーワードで成果が出ており、

また、アーティストのＣＤに当社サイトを告知したチラシを封入することでファン層へ訴求し獲得数を伸ばしており

ます。 

以上の結果、コンテンツ事業の売上高は1,303,662千円となりました。 

  

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
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（広告事業） 

 広告事業は、当社の100％子会社である株式会社メディアグロウがモバイルメディアの広告枠を広告代理店に対して

販売を行うメディアプランニング事業と、当社がアフィリエイトシステム「ケータイＭＡＸ」の運営業務を行うアフ

ィリエイト事業がございます。 

 株式会社メディアグロウは、平成21年４月１日付で会社分割により設立されました。独立した企業体となることで

迅速な意思決定機能を強化し、広告主との連携をより深めております。グループ会社である株式会社セプテーニとの

連携を強化して体制を構築したものの、コンテンツプロバイダー以外のクライアントからの出稿ニーズが減少傾向に

あるため、第３四半期会計期間は第２四半期会計期間と比較して受注金額が減少しております。取り扱い広告枠に関

しては、第２四半期会計期間と同様に大手ＳＮＳメディアの広告枠やＮＴＴドコモのキャリアメニュー等の販売強化

を行っております。 

 また、アフィリエイト事業に関しては、引き続き株式会社セプテーニ・クロスゲートとの協業により「ケータイＭ

ＡＸ」の運営業務を行っております。  

 以上の結果、広告事業の売上高は1,440,589千円となりました。 

  

（ソリューション事業） 

 ソリューション事業は、モバイルサイトの公式メニュー化、モバイルサイトの運営支援及び受託制作等を行うもの

であり、これまではその他事業と位置づけておりました。今後、企業がモバイルサイトを新たに開設したり、マーケ

ティング活動にモバイルサイトを活用する事例は増加し、当社のサービスに対するニーズは高まるものと予想してお

ります。 

 当第３四半期連結会計期間においては、大手企業が新製品を発売する際のモバイルサイトを活用したプロモーショ

ンサイトの開発・運用案件を受注いたしました。モバイルサイトでありながらＰＣサイト並みの表現力とインタラク

ティビティを実現した付加価値の高いサービスを提供いたしました。 

以上の結果、ソリューション事業の売上高は113,236千円となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりです。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は1,849,324千円となりました。主な流動資産の内容は、現金及

び預金が699,461千円、売掛金が612,843千円、前払費用が84,541千円、主な固定資産の内容は、のれんが124,500千

円、ソフトウェアが49,266千円となっております。  

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は824,043千円となりました。主な流動負債の内容は、買掛金が

407,130千円、短期借入金及び１年以内返済予定の長期借入金が204,600千円、主な固定負債の内容は、長期借入金が

150,600千円となっております。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,025,280千円となりました。主な純資産の内容は、資本金が

563,900千円、資本剰余金が608,821千円、利益剰余金が△148,698千円となっております。 

  

 各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

（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、営業活動の結果得られた資金は106,728千円となりました。主な収入要因は売

上債権の減少による180,980千円、貸倒引当金の増加による140,737千円及び減損損失による105,844千円であり、主な

支出要因は四半期純損失の計上による311,812千円、仕入債務の減少による122,563千円であります。 

  

（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172,791千円となりました。主な支出要因は営

業譲受による135,000千円、無形固定資産の取得による25,806千円であります。 

  

（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219,235千円となりました。主な収入要因は長

期借入金による300,000千円であり、主な支出要因は長期借入金の返済による49,800千円、配当金支払による28,569千

円であります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当社は、第３四半期連結会計期間における当社の現状とモバイルコンテンツの市場環境を踏まえて、平成21年３月

13日付で発表した平成21年９月期通期業績予想を修正しております。 

モバイルコンテンツ市場を取り巻く環境は、携帯電話端末の台数が伸び悩んでいるものの、新たなコンテンツプロ

バイダーの参入などにより競争はますます激しくなっております。 

このような環境の下、コンテンツ事業において、差別化コンテンツ獲得のために先行投資を行ったものの会員数が

伸び悩んでいるため、先行投資が未だ回収出来ず利益水準を押し下げる要因となっております。また、第１四半期に

おいて当社サイトの一部ユーザーが利用料金を支払わず回収不能となる事態が発生して以降、広告宣伝費を抑制して

きました。その後、リスティング広告による集客や通信キャリアのサイトから入会を促進するような施策を継続して

きたことにより一定の効果が出てきているものの、入会数が大幅に増加する状況には至っておりません。広告事業及

びソリューション事業においては、景気後退により企業が広告予算等を抑制する動きがあるものの、モバイル広告出

稿やモバイルサイト構築などに対するニーズは比較的堅調であります。以上により売上高については、平成21年３月

13日付で発表している3,700百万円を達成できる見込みとなっております。 

販売費及び一般管理費については、役員報酬の削減、採用費や研修費の抑制、さらにオフィススペースを縮小させ

ることなどによりコスト削減に努めた結果、営業利益及び経常利益に関しては、前回予想から改善傾向にあります。

最終損益に関しては、コンテンツ獲得のために支払った前払費用及び長期前払費用の減損損失、株式会社マスターワ

ークへの供託金の返還が遅延していることによる貸倒引当金の計上などにより特別損失を計上しております。 

 詳細につきましては、別途、本日公表いたしました「特別損失の計上ならびに業績予想及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

   

平成21年９月期連結業績予想（平成20年10月１日～平成21年９月30日） 

  

平成21年９月期個別業績予想（平成20年10月１日～平成21年９月30日） 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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  

  通  期  
     百万円 

  3,700  

     百万円

  △56 

     百万円

  △72  

     百万円 

  △347  

     円 銭 

  △12,016.48 

  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  

  通  期 
     百万円 

  2,700 

     百万円 

  △67 

     百万円 

  △74 

     百万円 

  △348 

     円 銭

  △12,051.11 
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 平成21年４月１日付で当社メディアプランニング事業を承継することを目的として、新設分割の方法により株

式会社メディアグロウを設立いたしました。  

 新設会社の概要は以下のとおりです。 

① 商号    株式会社メディアグロウ 

② 設立日   平成21年４月１日 

③ 本店所在地 東京都新宿区西新宿６－24－１ 

④ 代表者名  髙村 夏樹 

⑤ 資本金   10,000千円 

⑥ 株主    当社100％  

   

    簡便な会計処理 

    １．固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、事業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。 

２．棚卸資産の評価方法 

  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積もり、簿

 価切下げを行う方法によっております。  

３．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

 況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

 ンニングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等、また、一時差異等の発生状況に著し

 い変化が認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに著し

 い変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

 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。 

  

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21年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 699,461

売掛金 612,843

その他 108,658

貸倒引当金 △5,052

流動資産合計 1,415,911

固定資産  

有形固定資産 51,870

無形固定資産  

のれん 124,500

その他 49,316

無形固定資産合計 173,816

投資その他の資産  

敷金及び保証金 277,735

その他 69,992

貸倒引当金 △140,002

投資その他の資産合計 207,726

固定資産合計 433,413

資産合計 1,849,324

負債の部  

流動負債  

買掛金 407,130

短期借入金 105,000

1年内返済予定の長期借入金 99,600

未払法人税等 2,518

その他 59,194

流動負債合計 673,443

固定負債  

長期借入金 150,600

負債合計 824,043

純資産の部  

株主資本  

資本金 563,900

資本剰余金 608,821

利益剰余金 △148,698

自己株式 △2,395

株主資本合計 1,021,627

新株予約権 3,653

純資産合計 1,025,280

負債純資産合計 1,849,324
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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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,857,488

売上原価 2,307,310

売上総利益 550,177

販売費及び一般管理費 603,548

営業損失（△） △53,371

営業外収益  

受取利息 420

受取配当金 147

還付加算金 358

助成金収入 400

営業外収益合計 1,327

営業外費用  

支払利息 2,713

株式上場関連費用 10,203

その他 1,005

営業外費用合計 13,922

経常損失（△） △65,966

特別損失  

減損損失 105,844

貸倒引当金繰入額 140,002

特別損失合計 245,846

税金等調整前四半期純損失（△） △311,812

法人税、住民税及び事業税 2,160

法人税等調整額 5,751

法人税等合計 7,912

四半期純損失（△） △319,725
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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10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  

税金等調整前四半期純損失（△） △311,812

減価償却費 29,482

のれん償却額 20,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 140,737

受取利息及び受取配当金 △568

支払利息 2,713

減損損失 105,844

株式報酬費用 3,653

売上債権の増減額（△は増加） 180,980

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,193

前払費用の増減額（△は増加） 45,738

仕入債務の増減額（△は減少） △122,563

その他 17,740

小計 113,637

利息及び配当金の受取額 568

利息の支払額 △2,974

法人税等の支払額 △17,090

法人税等の還付額 12,587

営業活動によるキャッシュ・フロー 106,728

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 △2,160

無形固定資産の取得による支出 △25,806

投資有価証券の取得による支出 △10,125

営業譲受による支出 △135,000

その他 299

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,791

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △49,800

自己株式の取得による支出 △2,395

配当金の支払額 △28,569

財務活動によるキャッシュ・フロー 219,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 153,171

現金及び現金同等物の期首残高 546,289

現金及び現金同等物の四半期末残高 699,461
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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。 

  

 （注） １．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．各区分の主要な事業内容 

     ①コンテンツ事業………携帯向けコンテンツの配信 

     ②広告事業………………モバイル広告の販売 

     ③ソリューション事業…モバイルサイト開発運営等 

  

  在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

 海外売上高がないため、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）セグメント情報

〔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10月１日 至平成21年６月30日）   

  
コンテンツ 
事 業 
（千円） 

広告事業 
（千円） 

ソリューション
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  1,303,662 1,440,589 113,236  2,857,488  － 2,857,488

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

  計  1,303,662 1,440,589 113,236  2,857,488  － 2,857,488

 営業利益  68,724 28,218 29,645  126,587  △179,959 △53,371

〔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
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）四半期損益計算書 

  

  
前第３四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 

  至 平成20年６月30日）  

区分  金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        2,578,653 100.0 

Ⅱ 売上原価        1,909,504     74.1

売上総利益        669,148     25.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        606,581    23.5 

営業利益        62,567     2.4 

Ⅳ 営業外収益                  

１. 受取利息   320            

２. 有価証券売却益  112            

３. 遅延損害金収入   1,129            

４. その他   31  1,593     0.1 

Ⅴ 営業外費用                  

１. 支払利息   940            

２. 株式交付費   7,507            

３. 株式上場関連費   6,347            

４. 上場準備費用   10,628  25,423     1.0 

経常利益        38,737     1.5 

税引前四半期純利益         38,737     1.5 

法人税、住民税及び事業税   8,157      

法人税等調整額   10,850  19,007     0.7 

四半期純利益         19,730     0.8 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
  至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税引前四半期純利益  38,737

 減価償却費  26,788

 貸倒引当金の増加額  1,365

 株式交付費  7,507

 受取利息及び受取配当金  △320

 支払利息  940

 有価証券売却益  △112

 売上債権の増加額  △306,224

 たな卸資産の増加額  △1,097

 前払費用の増加額  △191,826

 仕入債務の増加額  284,632

 未払消費税等の減少額  △15,591

 その他  14,936

小計  △140,265

 利息及び配当金の受取額  320

 利息の支払額  △907

 法人税等の支払額  △88,779

営業活動によるキャッシュ・フロー  △229,632

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 有価証券の取得による支出  △101,186

 有価証券の売却による収入  101,299

 有形固定資産の取得による支出  △26,920

 無形固定資産の取得による支出  △31,603

 保険積立金の支出  △670

 敷金・保証金の差入による支出  △139,212

 その他  △10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △208,293

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額  △60,000

 株式の発行による収入  840,293

 配当金の支払額  △15,709

財務活動によるキャッシュ・フロー  764,583

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  326,657

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  240,946

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  567,603

    

アクセルマーク㈱（3624）平成21年９月期第３四半期決算短信

－ 12 －




