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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,839 △12.2 △63 ― △88 ― △106 ―
21年3月期第1四半期 3,233 ― △102 ― △107 ― △388 ―

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 △1,713.33 ―
21年3月期第1四半期 △6,277.87 ―

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 7,178 4,805 62.2 71,640.50
21年3月期 6,787 4,887 67.2 73,462.23

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,462百万円 21年3月期  4,559百万円

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
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

6,000 △9.6 △150 ― △155 ― △170 ― △2,733.30

通期 13,000 1.4 150 ― 140 ― 50 ― 803.33



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  
詳細は「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） 

詳細は「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 
本資料に記載されている業績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。 

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 62,294株 21年3月期  62,080株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  8株 21年3月期  8株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 62,104株 21年3月期第1四半期 61,833株



【売上高】  

 当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比12.2％減の2,839百万円となりました。メディア事業につきま

しては、企業の広告出稿意欲は全体として低調で、またインターネット広告媒体に対する選別は厳しさを増し、当社

の広告販売活動は苦戦を強いられ、当セグメントの売上高は、前年同期比31.1％減の717百万円となりました。当社

といたしましては、メディア事業の収益力を回復させるため、ポータル機能の見直しや広告商品の改編など媒体価値

の向上に取り組んでいるところであります。一方、エンタテインメント事業につきましては、インターネット接続サ

ービスが堅調に推移するとともにコミュニケーションサービスの強化に注力いたしました。しかしながら、オンライ

ンゲーム事業において課金代行タイトルを取り止めたことが減収要因となり、当セグメントの売上高は前年同期比

2.4％減の2,020百万円となりました。その他事業セグメントは、Ｅコマース事業などを内容としておりますが、化粧

品のインターネット販売から撤退したことに伴い減収となりました。なお、金融サービス事業につきましては、前年

に撤退しておりますので、当該セグメントはなくなりました。 

  

事業の種類別セグメント売上高 

（単位：百万円、％）

  

【営業利益又は営業損失】  

 利益面につきましては、当第１四半期連結会計期間は63百万円の営業損失となりました。前年同期に比べ損失幅は

39百万円減少しました。売上原価は前年同期に比べ6.9％（135百万円）の減少に止まりましたが、販売費及び一般管

理費は全般的な経費節減に努めた結果、同21.6％（297百万円）の減少となりました。セグメント別では、前年に金

融サービス事業から撤退いたしましたので、前第１四半期連結会計期間に計上していた当該事業の営業損失負担（55

百万円）が解消され、また、化粧品Ｅコマース事業の撤退に伴い、同事業を計上するその他事業の営業損益が黒字化

（96百万円の改善）したことが、損失幅縮小の主な要因となっております。メディア事業は48百万円の営業損失（前

年同期は10百万円の営業利益）となり、エンタテインメント事業は、前年同期比49.8％減の100百万円の営業利益を

計上いたしました。 

  

事業の種類別セグメント営業利益又は営業損失 

（単位：百万円、％）

  

【四半期純損失】 

 当第１四半期連結会計期間は、投資有価証券売却益等の特別利益を15百万円、減損損失等の特別損失を12百万円計

上しました。これらの結果、最終損益は106百万円の四半期純損失となりました。 

  

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

  
前第１四半期 

連結会計期間 

当第１四半期 

連結会計期間 
増減額 増減率 

 メディア事業 1,040 717 △323 △31.1％

 エンタテインメント事業 2,070 2,020 △50 △2.4％

 金融サービス事業 7 ― △7 ―

 その他事業  129 102 △26 △20.8％

 計  3,247 2,839 △407 △12.6％

 セグメント間取引消去  △13 ― ＋13 ―

売上高合計 3,233 2,839 △393 △12.2％

  
前第１四半期 

連結会計期間 

当第１四半期 

連結会計期間 
増減額 増減率 

 メディア事業 10 △48 △59 ― 

 エンタテインメント事業 199 100 △99 △49.8％

 金融サービス事業 △55 ― ＋55 ― 

 その他事業  △90 6 ＋96 ― 

 計 64 58 △6 △9.6％

 全社  △166 △121 ＋45 ―

営業利益又は営業損失合計 △102 △63 ＋39 ―



 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から390百万円増加し7,178百万円となりました。主な

増減としましては、営業活動が総じて低調に推移したことに伴い、売掛金が前連結会計年度末に比べ110百万円減少

したほか、買掛金が同181百万円減少、未払金が同130百万円減少いたしました。その一方で、音楽関連事業のチケッ

ト代金等を預り金として872百万円計上いたしました。これらの状況により、当第１四半期連結会計期間末の現金及

び預金の残高は、前連結会計年度末に比べ507百万円増加し2,142百万円となりました。 

 純資産は前連結会計年度末から81百万円減少し4,805百万円となりました。これは主として当第１四半期連結会計

期間で四半期純損失を106百万円計上したことによるものです。自己資本比率は前連結会計年度末比5.0ポイント減の

62.2％となりました。 

  

 平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 特定子会社の異動はありません。 

 前連結会計年度において持分法適用の関連会社でありましたビューティーナビ株式会社は、同社の増資引受に

伴い子会社（出資比率76.0％）となりましたので、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりま

す。また、株式会社オンネットジャパンは、平成21年５月14日をもって清算したため、当第１四半期連結会計期

間より連結の範囲から除外しております。 

  

①簡便な会計処理 

 法人税等及び繰延税金資産の算定方法について、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年

 度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを基本とし、経営環境等の変化による重要

 な影響を加味した方法に拠っております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四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、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、重要な減算項目

 や税額控除項目を考慮して税金費用を算定しております。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」

(企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日)を適用しております。これによる影響はありません。 

②表示方法の変更  

・連結貸借対照表において前第１四半期連結会計期間において流動資産の「受取手形及び売掛金」に含めて表

示しておりました「売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より区分掲記しました。なお、前第１四半期連

結会計期間の「受取手形及び売掛金」の金額2,216,115千円は、全額「売掛金」であります。  

・連結貸借対照表において前第１四半期連結会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

した「預り金」は、負債及び純資産の合計額の100分の10を超えたため、当第１四半期連結会計期間より区

分掲記しました。なお、前第１四半期連結会計期間の「その他」に含まれている「預り金」は49,532千円で

あります。 

・連結キャッシュ・フロー計算書において前第１四半期連結会計期間において「営業活動によるキャッシュ・

フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しておりました「未払金の増減額(△は

減少)」は重要性が増加したため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記しました。なお、前第１四半期

連結会計期間の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含まれている「未払金の増減額(△は減少)」は

1,485千円であります。 

・連結キャッシュ・フロー計算書において前第１四半期連結会計期間において「営業活動によるキャッシュ・

フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しておりました「預り金の増減額(△は

減少)」は重要性が増加したため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記しました。なお、前第１四半期

連結会計期間の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含まれている「預り金の増減額(△は減少)」は

1,690千円であります。 

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

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,142,361 1,635,143

受取手形及び売掛金 － 2,152,985

売掛金 2,042,505 －

商品及び製品 464 1,195

原材料及び貯蔵品 833 850

関係会社預け金 2,001,225 2,001,500

その他 166,507 164,137

貸倒引当金 △86,166 △72,687

流動資産合計 6,267,730 5,883,124

固定資産   

有形固定資産 195,651 186,205

無形固定資産   

のれん － 0

その他 265,048 241,145

無形固定資産合計 265,048 241,145

投資その他の資産   

投資有価証券 230,819 265,467

その他 221,838 217,889

貸倒引当金 △2,515 △6,115

投資その他の資産合計 450,142 477,241

固定資産合計 910,843 904,592

資産合計 7,178,574 6,787,716

負債の部   

流動負債   

買掛金 730,391 911,850

リース債務 172,743 185,976

未払法人税等 14,410 18,754

引当金 37,017 43,329

預り金 872,662 －

その他 294,445 412,606

流動負債合計 2,121,670 1,572,517

固定負債   

リース債務 240,952 327,277

負ののれん 6,678 －

繰延税金負債 4,240 919

固定負債合計 251,872 328,197

負債合計 2,373,542 1,900,714



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,231,702 3,229,934

資本剰余金 3,652,584 3,650,815

利益剰余金 △2,423,069 △2,316,664

自己株式 △4,830 △4,830

株主資本合計 4,456,386 4,559,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,814 691

評価・換算差額等合計 5,814 691

新株予約権 2,994 2,745

少数株主持分 339,835 324,308

純資産合計 4,805,031 4,887,002

負債純資産合計 7,178,574 6,787,716



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

売上高 3,233,698 2,839,750

売上原価 1,957,514 1,821,928

売上総利益 1,276,183 1,017,822

販売費及び一般管理費 1,378,633 1,081,186

営業損失（△） △102,449 △63,364

営業外収益   

受取利息 2,618 1,383

受取配当金 975 844

その他 1,655 821

営業外収益合計 5,248 3,049

営業外費用   

支払利息 － 5,234

持分法による投資損失 9,538 19,077

その他 858 3,860

営業外費用合計 10,397 28,172

経常損失（△） △107,598 △88,487

特別利益   

投資有価証券売却益 － 14,401

その他 － 1,059

特別利益合計 － 15,460

特別損失   

減損損失 91,245 11,447

投資有価証券評価損 － 966

リース解約損 77,859 －

その他 － 34

特別損失合計 169,105 12,447

税金等調整前四半期純損失（△） △276,704 △85,474

法人税、住民税及び事業税 17,598 9,699

法人税等調整額 77,779 △1,149

法人税等合計 95,378 8,549

少数株主利益 16,099 12,381

四半期純損失（△） △388,182 △106,405



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △276,704 △85,474

減価償却費及びその他の償却費 82,220 25,856

株式報酬費用 16,584 249

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,022 12,526

引当金の増減額（△は減少） 37,872 △5,253

受取利息及び受取配当金 △3,593 △2,228

支払利息 － 5,234

持分法による投資損益（△は益） 9,538 19,077

減損損失 91,245 11,447

投資有価証券売却損益（△は益） － △14,401

投資有価証券評価損益（△は益） － 966

売上債権の増減額（△は増加） 54,839 135,609

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,987 871

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,629 24,565

仕入債務の増減額（△は減少） 11,032 △182,232

未払金の増減額（△は減少） － △141,441

預り金の増減額（△は減少） － 856,066

その他の流動負債の増減額（△は減少） △17,565 18,166

長期未払金の増減額（△は減少） 62,122 －

その他 △118 853

小計 81,140 680,459

利息及び配当金の受取額 3,116 985

利息の支払額 － △5,234

法人税等の支払額 △85,565 △8,508

法人税等の還付額 － 144

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,308 667,845

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 △2,769 △12,556

無形固定資産の取得による支出 △43,863 △32,764

無形固定資産の売却による収入 － 19,237

投資有価証券の取得による支出 △16,265 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 17,338

その他 △333 306

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,231 △8,438

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 1,431 3,536

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △130,644

少数株主への払戻による支出 － △25,357

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,431 △152,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,108 506,942

現金及び現金同等物の期首残高 4,120,513 3,636,644

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,057,404 4,143,586



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

   

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

２．事業区分の変更 

前連結会計年度では、金融サービス事業を区分表示しておりましたが、前連結会計年度末までに金融サービ

ス事業より撤退いたしましたので、当連結会計年度より当該セグメントはなくなりました。 

３．固定資産の減損損失の計上 

当第１四半期連結会計期間において固定資産について減損損失を計上しました。各セグメントの資産の減少

額は、メディア事業で8,532千円、エンタテインメント事業で2,914千円となっております。  

   

（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〕

  
メディア事
業 
（千円） 

エンタテイ
ンメント事
業 
（千円） 

金融サービ
ス事業  
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高及び営業損益               

(1)外部顧客に対する売

上高 
 1,039,935  2,070,393  7,193  116,175  3,233,698  －  3,233,698

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 113  244  －  13,280  13,637  △13,637  －

計  1,040,048  2,070,637  7,193  129,455  3,247,335  △13,637  3,233,698

営業利益又は 

営業損失（△） 
 10,730  199,760  △55,430  △90,904  64,156  △166,605  △102,449

  
メディア事
業 
（千円） 

エンタテイ
ンメント事
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） 

売上高及び営業損益             

(1)外部顧客に対する売

上高 
 717,027  2,020,208  102,514  2,839,750  －  2,839,750

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  717,027  2,020,208  102,514  2,839,750  －  2,839,750

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △48,361  100,347  6,023  58,009  △121,374  △63,364

事業区分 主要なサービス 

メディア事業 広告、検索連動型広告等 

エンタテインメント事業 
コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、イン

ターネット接続サービス等 

その他事業 Ｅコマース、新規事業等 



前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 

平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。   

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 

平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

   

 該当事項はありません。 

  

〔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



「補足資料」 

（１）売上区分別の販売実績 

 四半期連結会計期間 

  

（２）販売費及び一般管理費の明細  

 四半期連結会計期間 

  

６．その他の情報

区分 

前第１四半期連結会計期間

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

広告  920,643 28.5%   641,178 22.6% 

課金コンテンツサービス  1,096,231 33.9%   822,067 28.9% 

フレンズ  128,393    96,348   

恋愛結婚  42,664    50,207   

オンラインゲーム  362,493    80,846   

音楽コンテンツ配信  528,309    527,919   

その他  34,369    66,744   

ブロードバンドサービス  955,077 29.5%  1,220,588 43.0% 

Ｅコマース  182,981  5.7%  77,242 2.7% 

その他  78,764  2.4%  78,673 2.8% 

合計  3,233,698 100.0%  2,839,750 100.0% 

区分 

前第１四半期連結会計期間

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

金額（千円）  金額（千円） 

広告宣伝費  70,315  9,132

販売手数料  91,392  64,159

販売促進費  36,818  15,264

業務提携料  114,393  61,656

ロイヤリティ  61,766  51,794

人件費  477,627  470,457

業務委託費  241,890  192,068

減価償却費  14,052  10,145

ソフトウェア償却費  48,456  3,581

権利金償却費  1,999  －

のれん償却  3,502  －

事務所家賃  67,748  67,015

その他  148,668  135,910

合計  1,378,633  1,081,186
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