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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 45 △58.1 △49 ― △46 ― △31 ―
21年3月期第1四半期 108 ― △55 ― △56 ― △78 ―

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 △1,853.30 ―
21年3月期第1四半期 △5,236.19 ―

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 355 58 16.3 3,428.20
21年3月期 397 64 16.3 3,816.31

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  58百万円 21年3月期  64百万円

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

150 △27.1 △50 ― △55 ― △56 ― △3,301.69

通期 400 19.7 △72 ― △82 ― △84 ― △4,952.53
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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） 

(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 
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 無
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 17,091株 21年3月期  17,091株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  130株 21年3月期  130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 16,961株 21年3月期第1四半期 14,961株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界の金融資本市場の危機に端を発した世界経済

の減速が実体経済に波及し、輸出産業をはじめ企業収益は大幅に悪化しました。また、所得環境の悪化

による個人消費の低迷が続くなど、景気の先行きに対する不透明感が続きました。 

このような経営環境の中、当社グループの主力であるセールスプロデュース事業の再構築に努めてま

いりましたが、事業の遅延や中止が続いた結果、売上高は、モバイルコンテンツプロデュース事業の売

上減少や、新規セールスプロデュース案件の受注減少から事業計画遂行に支障が生じ、当社グループで

は前年同四半期と比べ減少いたしました。利益面につきましては、経営のスリム化を図るとともに、当

第１四半期連結累計期間には更なる販売費及び一般管理費などコスト削減を行ってまいりましたが、黒

字化には至りませんでした。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間は、売上高45,453千円（対前年同期比58.15％減）、営業損

失49,689千円（前年同四半期55,466千円）、経常損失46,431千円（前年同四半期56,011千円）、四半期

純損失31,433千円（前年同四半期78,338千円）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度と比較して41,484千円減少し、355,973千

円（対前連結会計年度比10.4％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、

136,123千円（対前連結会計年度比6.0％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、

219,850千円（対前連結会計年度比13.0％減）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、297,828千円（対前連結会計年度比10.5％

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、58,145千

円（対前連結会計年度比10.2％減）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四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

29,000千円減少し、47,028千円となりました。 

 当第１四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58,072千円（前年同期は87,488千円の使用）となりました。 

 これは主として、売上債権の減少24,016千円の資金増加があったものの、貸倒引当金の減少15,110千

円、その他流動資産の増加額10,782千円、法人税等の支払額10,316千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)  

 投資活動の結果獲得した資金は53,722千円（前年同期は562千円の獲得）となりました。 

 これは主として、長期貸付金の回収による収入95,000千円、短期貸付による支出38,000千円によるも

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24,650千円（前年同期は16,800千円の使用）となりました。  

 これは短期借入金の返済による支出7,850千円、長期借入金の返済による支出16,800千円によるもの

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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当社グループの事業につきましては、期初に想定いたしました通り、厳しい事業環境が継続する見通

しであり、特に企業を中心とした投資抑制が見込まれます。このような環境下、当社の業績につきまし

ては、計画通りの推移であり、平成22 年3 月期の連結業績予想につきましては、当初予想と変更はあ

りません。なお、当該予想に関する詳細は、平成21年５月15日に公表いたしました「平成21年３月期決

算短信」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１四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１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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 47,028 76,028

受取手形及び売掛金 15,931 39,947

商品 3,284 3,364

仕掛品 1,160 219

貯蔵品 555 584

短期貸付金 37,914 －

その他 30,409 24,720

貸倒引当金 △160 △83

流動資産合計 136,123 144,781

固定資産   

有形固定資産 9,159 9,827

無形固定資産 23,372 17,178

投資その他の資産   

投資有価証券 146,213 104,566

破産更生債権等 305,675 305,675

その他 30,774 125,960

貸倒引当金 △295,344 △310,532

投資その他の資産合計 187,318 225,670

固定資産合計 219,850 252,676

資産合計 355,973 397,458

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 66,426 66,340

短期借入金 24,000 31,850

1年内返済予定の長期借入金 64,900 67,200

未払法人税等 3,124 14,188

賞与引当金 1,759 1,197

その他 42,275 57,431

流動負債合計 202,485 238,208

固定負債   

長期借入金 52,500 67,000

繰延税金負債 16,796 －

負ののれん 26,046 27,520

固定負債合計 95,342 94,520

負債合計 297,828 332,729
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(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 450,790 450,790

資本剰余金 559,940 559,940

利益剰余金 △949,776 △918,342

自己株式 △27,290 △27,290

株主資本合計 33,663 65,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,482 △368

評価・換算差額等合計 24,482 △368

純資産合計 58,145 64,728

負債純資産合計 355,973 397,458
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(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 108,603 45,453

売上原価 60,531 34,685

売上総利益 48,072 10,767

販売費及び一般管理費 103,538 60,457

営業損失（△） △55,466 △49,689

営業外収益   

受取利息 248 328

受取配当金 368 2,395

負ののれん償却額 － 1,474

その他 288 21

営業外収益合計 904 4,219

営業外費用   

支払利息 1,449 942

その他 － 19

営業外費用合計 1,449 961

経常損失（△） △56,011 △46,431

特別利益   

貸倒引当金戻入額 766 15,187

投資有価証券売却益 2,628 －

前期損益修正益 61 －

特別利益合計 3,456 15,187

特別損失   

前期損益修正損 14,694 －

特別損失合計 14,694 －

税金等調整前四半期純損失（△） △67,250 △31,243

法人税、住民税及び事業税 8,959 190

法人税等合計 8,959 190

少数株主利益 2,128 －

四半期純損失（△） △78,338 △31,433
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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)

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（△） △67,250 △31,243

減価償却費 2,945 3,421

のれん償却額 － △1,474

貸倒引当金の増減額（△は減少） △766 △15,110

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,199 561

受取利息及び受取配当金 △616 △2,723

支払利息 1,449 942

投資有価証券売却損益（△は益） △2,628 －

前期損益修正損益（△は益） 14,633 －

売上債権の増減額（△は増加） 41,299 24,016

たな卸資産の増減額（△は増加） △9 △832

未収消費税等の増減額（△は増加） 19,932 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） △25,672 △10,782

仕入債務の増減額（△は減少） △30,545 85

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,315 △68

その他の流動負債の増減額（△は減少） △23,364 △16,143

小計 △70,709 △49,352

利息及び配当金の受取額 470 2,376

利息の支払額 △1,040 △780

法人税等の支払額 △16,209 △10,316

営業活動によるキャッシュ・フロー △87,488 △58,072

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 6,000 －

有形固定資産の取得による支出 △854 △294

無形固定資産の取得による支出 － △8,450

短期貸付けによる支出 － △38,000

短期貸付金の回収による収入 2,270 5,276

長期貸付金の回収による収入 360 95,000

敷金及び保証金の差入による支出 △7,213 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 190

投資活動によるキャッシュ・フロー 562 53,722

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 － △7,850

長期借入金の返済による支出 △16,800 △16,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,800 △24,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △103,726 △29,000

現金及び現金同等物の期首残高 434,782 76,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 331,055 47,028
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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) 

当社グループは、当第1四半期連結累計期間において営業損失49,689千円、経常損失46,431千円、当

期純損失31,433千円を計上しており、前連結会計年度に引き続き重要な営業損失、経常損失、当期純損

失が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

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まいります。当社の主力事業であったモバ

イルコンテンツのプロデュース事業は、現在子会社である株式会社インスタイルが中心となって事業を

展開しておりますが、今後は、当社も含めた形で経営資源と人材を集約してまいります。既存のモバイ

ルコンテンツプロバイダーから委託を受けて運営・管理しているモバイルコンテンツに関しては、会員

数の増加及び収益の拡大を目指し、新商品の投入・新機能の追加等のコンテンツ拡充とプロモーション

活動を積極的に展開し、黒字化に向けて努めてまいります。 

２． 財務体質の改善  

  今後の事業運営及び経営安定化を目的とした資本増強策としましては、引き続き第三者割当増資を含

めた資金調達による資本の増強を検討しております。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、前向きな資本政策を実施し、財務基盤の強化を図ってゆく予定であります。 

しかしながら、上記の対応策は実施途上にあるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。 

 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不確実性の影響を

四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

  

  

 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) 

   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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該当する事項はありません。 
  
  
  

  

6. その他の情報
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