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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 3,867 ― △297 ― 67 ― 170 ―

20年12月期第2四半期 7,795 201.5 △585 ― △275 ― 332 △60.9

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12月期第2四半期 2,805.66 2,793.92
20年12月期第2四半期 5,586.85 5,535.18

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12月期第2四半期 26,401 12,881 32.7 143,312.71
20年12月期 23,509 13,090 36.1 137,458.18

（参考） 自己資本  21年12月期第2四半期  8,646百万円 20年12月期  8,494百万円

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12月期 ― ― ― 2,000.00 2,000.00

21年12月期 ― ―

21年12月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  
 当社連結子会社である、黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社においては、業績予想を開示しない方針としており、当社グループの業績は、
黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社の業績の影響を大きく受けるため、業績予想につきましては記載をしておりません。今後につきまして
も、合理的な業績の予想が可能となった場合には、速やかに開示をさせていただくものとし、四半期ごとの業績等の適時開示により便宜を図ってまいる所
存です。 

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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  

[(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 

 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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 21年12月期第2四半期 67,692株 20年12月期 67,692株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 7,362株 20年12月期 5,894株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 60,657株 20年12月期第2四半期 59,567株
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財政状態及び経営成績の分析・検討内容は、当社グループの連結財務諸表に基づいて分析した内容

です。

当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、昨年

の米国サブプライムショックに端を発する金融不安や世界的な景気悪化を受け、企業収益は大幅に悪

化し、設備投資、雇用情勢が弱含みの状態となる等、景気の減速感が強まってまいりました。

当社グループが事業を展開しているインターネット関連業界では、ブロードバンドの普及によるイ

ンターネット環境の整備及び携帯電話の高機能化によるインターネット端末の普及等が市場の拡大に

つながっております。

また、同じく事業を展開している金融関連業界では、株式市場において日経平均株価の当第２四半

期連結累計期間の取引が8,991円21銭で始まり、その後堅調に推移し、9,958円44銭にて取引を終了い

たしました。

このような環境の下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高

3,867,105千円、営業損失297,615千円、経常利益67,412千円、四半期純利益に関しましては、170,183

千円となりました。

売上高につきましては、昨年同期間において連結子会社でありました、ダイトーエムイー株式会社

及び株式会社ゲームポットが連結子会社から外れたことを受け、大幅に減少いたしました。

営業利益につきましては、第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）にお

いては、連結子会社であります黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社及び株式会社アク

ワイアの好調な業績を受け、営業利益134,136千円を計上しました。しかし、第１四半期連結会計期間

（平成21年１月１日～平成21年３月31日）において営業損失431,751千円を計上していたことにより、

当第２四半期連結累計期間の営業損失は297,615千円となっております。

経常利益につきましては、営業外収益において負ののれん償却302,724千円を計上したこと等によ

り、67,412千円となっております。

四半期純利益につきましては、減損損失371,045千円を特別損失として計上したものの、投資有価証

券売却益456,609千円を特別利益として計上したこと等により、170,183千円となっております。

・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

㈱アエリア（3758）平成21年12月期　第２四半期決算短信
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エンターテイメント／ソリューション事業については、連結子会社であります株式会社アクワイア

を中心に、売上高・営業利益ともに順調に推移しました。

Aeria & Games Entertainment, Inc.及びAeria Games Europe GmbHにおいては、北米及び欧州での

オンラインゲームのサービスを展開しておりますが、累計登録会員数は平成21年６月末において700万

人を突破し、以降も順調に推移しており、今後も業績の拡大を見込んでおります。

コンソールゲームの開発及び販売を行っている株式会社アクワイアにおいては、平成21年６月に

『剣と魔法と学園モノ。２』をリリースし順調な販売を見せるなど、売上高、営業利益ともに前年同

期と比べて大きく増加いたしました。

当社においては、平成21年５月にオンラインゲーム新規タイトル『グランドファンタジア』の正式

サービスを開始し、登録会員数が10万人を突破するなど、売上拡大に貢献しております。今後も新規

タイトルを順次投入していく予定であり、業績の拡大に寄与すると考えております。

その他の子会社については特筆すべき事項はございません。

以上の結果、売上高は2,105,038千円、営業利益は193,052千円となりました。

ファイナンス事業は、主に、黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社において、第２四

半期連結会計期間では市況の回復の影響を受け営業利益を計上したものの、第１四半期において営業

損失を計上していたこと等により、当第２四半期連結累計期間においては営業損失を計上しておりま

す。

株式会社スリーエスについては、昨年末より連結子会社となったことにより、売上増に寄与してお

ります。

その他の子会社については特筆すべき事項はございません。

以上の結果、売上高は1,766,766千円、営業損失は148,062千円となりました。

① 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（エンターテイメント／ソリューション事業）

（ファイナンス事業）

② 所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（日本）

売上高は、2,998,417円、営業損失は308,955千円となりました。

（北米）

売上高は、847,852千円、営業利益は103,182千円となりました。

（その他）

売上高は、80,908千円、営業損失は91,842千円となりました。
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は、26,401,852千円で、前連結会計年度末に比べ

2,892,106千円増加いたしました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,250,724千円増加し、16,956,391千円となりました。これ

は、現金及び預金が減少したものの、信用取引貸付金が増加したこと等が主な要因であります。ま

た、固定資産は、土地、建物の取得及び長期貸付金の増加等により、前連結会計年度末に比べ

1,641,382千円増加し、9,445,460千円となりました。

流動負債は、信用取引借入金の増加等等により、前連結会計年度末に比べ3,187,588千円増加し、

9,929,608千円となりました。固定負債は、負ののれんの減少等に伴い前連結会計年度末に比べ

92,132千円減少し、3,559,437千円となりました。

純資産につきましては、少数株主持分の減少等に伴い、208,600千円減少し、12,881,971千円とな

りました。

当第２四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、前連結会計

年度末に比べ1,900,194千円減少し、5,127,461千円となりました。

当第２四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。

営業活動による資金の減少は732,066千円となりました。これは、立替金及び預り金の増減、売上債権

の増加、のれんの償却等があったこと等によるものであります。

投資活動による資金の減少は477,944千円となりました。これは、主に投資有価証券の売却による収入

があったものの、有形固定資産の取得による支出、貸付けによる支出及び無形固定資産の取得による支出

等があったことによるものであります。

財務活動による資金の減少は712,102千円となりました。これは、主に長期借入れによる収入があった

ものの、短期借入金の返済による支出があったこと等によるものであります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
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当社連結子会社である黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社においては、業績予想を開
示しない方針としており、当社グループの業績は、黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社
の業績の影響を大きく受けるため、業績予想につきましては記載しておりません。今後につきまして
も、合理的な業績予想が可能となった場合には、速やかに開示をさせていただくものとし、四半期ごと
の業績開示等の適時開示により便宜を図ってまいる所存です。

該当事項はありません。

(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固定資産の減価償却費の算定方法については、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。

② 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去
連結会社相互間の債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該調

整を行わないで債権と債務を相殺消去しております。
取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる

方法により相殺消去しております。

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。

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

㈱アエリア（3758）平成21年12月期　第２四半期決算短信
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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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,305,324 7,204,529 

受取手形及び売掛金 596,192 319,542 

有価証券 716,547 710,393 

たな卸資産 － 15,370 

商品 3,688 － 

仕掛品 6,332 － 

預託金 3,387,483 3,346,483 

差入保証金 355,829 212,933 

信用取引資産 5,287,278 2,239,631 

信用取引貸付金 4,748,085 2,078,100 

信用取引借証券担保金 539,193 161,531 

繰延税金資産 6,327 9,074 

その他 1,320,743 1,676,475 

貸倒引当金 △29,356 △28,766 

流動資産合計 16,956,391 15,705,667 

固定資産   

有形固定資産 ※  2,553,014 ※  1,951,364 

無形固定資産 709,937 402,896 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,624,763 1,713,693 

関係会社株式 2,698,603 2,748,264 

長期貸付金 1,986,532 1,114,738 

繰延税金資産 17,171 8,673 

その他 610,884 570,439 

貸倒引当金 △755,446 △705,992 

投資その他の資産合計 6,182,509 5,449,816 

固定資産合計 9,445,460 7,804,078 

資産合計 26,401,852 23,509,745 

負債の部   

流動負債   

買掛金 202,454 119,144 

短期借入金 305,145 1,109,030 

1年内返済予定の長期借入金 570,605 369,077 

未払費用 109,388 134,393 

預り金 2,663,670 2,988,994 

未払法人税等 138,228 62,659 

賞与引当金 41,887 12,471 

受入保証金 716,053 571,429 

信用取引負債 4,057,491 1,147,681 

信用取引借入金 3,717,486 870,475 

信用取引貸証券受入金 340,005 277,206 

関係会社整理損失引当金 － 5,942 

繰延税金負債 － 12,689 

その他 1,124,683 208,504 

流動負債合計 9,929,608 6,742,020 
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(単位：千円)

当第２四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20年12月31日) 

固定負債   

社債 50,000 50,000 

長期借入金 1,217,601 1,126,705 

繰延税金負債 140,100 85,713 

退職給付引当金 321,946 351,422 

役員退職慰労引当金 56,110 43,980 

負ののれん 1,610,711 1,913,435 

その他 162,968 80,312 

固定負債合計 3,559,437 3,651,569 

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 30,835 25,584 

特別法上の準備金合計 30,835 25,584 

負債合計 13,519,881 10,419,174 

純資産の部   

株主資本   

資本金 235,722 235,722 

資本剰余金 6,852,880 6,976,476 

利益剰余金 2,381,533 2,237,570 

自己株式 △772,155 △695,108 

株主資本合計 8,697,980 8,754,661 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,957 △233,216 

為替換算調整勘定 △21,966 △26,803 

評価・換算差額等合計 △51,924 △260,020 

新株予約権 75,602 75,602 

少数株主持分 4,160,312 4,520,328 

純資産合計 12,881,971 13,090,571 

負債純資産合計 26,401,852 23,509,745 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,867,105 

売上原価 1,393,262 

売上総利益 2,473,843 

販売費及び一般管理費 ※  2,771,458 

営業損失（△） △297,615 

営業外収益  

受取利息 45,106 

受取配当金 23,566 

負ののれん償却額 302,724 

為替差益 52,373 

その他 32,635 

営業外収益合計 456,407 

営業外費用  

支払利息 24,693 

持分法による投資損失 39,506 

貸倒引当金繰入額 25,649 

その他 1,530 

営業外費用合計 91,379 

経常利益 67,412 

特別利益  

固定資産売却益 84,795 

投資有価証券売却益 456,609 

関係会社株式売却益 8,651 

賞与引当金戻入額 3,510 

退職給付引当金戻入額 23,217 

その他 12,211 

特別利益合計 588,996 

特別損失  

投資有価証券評価損 74,512 

投資有価証券売却損 171,390 

固定資産除却損 101,152 

減損損失 371,045 

貸倒引当金繰入額 10,005 

金融商品取引責任準備金繰入 5,250 

その他 41,292 

特別損失合計 774,648 

税金等調整前四半期純損失（△） △118,239 

法人税、住民税及び事業税 139,103 

法人税等調整額 △32,145 

法人税等合計 106,957 

少数株主損失（△） △395,380 

四半期純利益 170,183 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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（△） △118,239 

減価償却費 152,578 

減損損失 371,045 

長期前払費用償却額 36,643 

のれん償却額 △273,363 

持分法による投資損益（△は益） 39,506 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44,102 

受取利息及び受取配当金 △68,673 

支払利息 24,693 

持分変動損益（△は益） △6,004 

為替差損益（△は益） △44,848 

固定資産売却損益（△は益） △84,795 

固定資産除却損 101,152 

投資有価証券売却損益（△は益） △285,219 

投資有価証券評価損益（△は益） 74,512 

関係会社株式売却損益（△は益） △8,651 

売買目的有価証券の増減額（△は増加） △11,251 

売上債権の増減額（△は増加） △284,991 

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,303 

仕入債務の増減額（△は減少） 81,352 

預託金の増減額（△は増加） △41,000 

差入保証金及び保管有価証券の増減額 △144,655 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △137,837 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,130 

立替金及び預り金の増減額 △366,644 

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 5,250 

受入保証金の増減額(△は減少) 144,623 

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,120 

その他 △100,954 

小計 △890,357 

利息及び配当金の受取額 60,492 

利息の支払額 △18,521 

法人税等の還付額 179,764 

法人税等の支払額 △63,444 

営業活動によるキャッシュ・フロー △732,066 
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △11,500 

有形固定資産の取得による支出 △966,601 

有形固定資産の売却による収入 644 

無形固定資産の取得による支出 △441,331 

無形固定資産の売却による収入 119,589 

投資有価証券の取得による支出 △248,177 

投資有価証券の売却による収入 1,530,807 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△9,420 

子会社株式の取得による支出 △12,600 

長期前払費用の取得による支出 △45,319 

貸付けによる支出 △600,831 

貸付金の回収による収入 206,795 

投資活動によるキャッシュ・フロー △477,944 

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） △803,884 

長期借入れによる収入 565,400 

長期借入金の返済による支出 △272,975 

自己株式の取得による支出 △77,047 

配当金の支払額 △123,596 

財務活動によるキャッシュ・フロー △712,102 

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,399 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,906,714 

現金及び現金同等物の期首残高 7,027,655 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 6,520 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  5,127,461 
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 
（注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

      ２ 事業区分の各区分に属する主要なサービスの名称 

      エンターテイメント／ソリューション事業・・・オンラインゲームを中心とするコン 

                            テンツ配信事業、ゲームソフト開発 

                            事業、システム開発事業、データセ 

                            ンター事業 

      ファイナンス事業・・・証券業、商品先物取引業、投資事業、コンサルティング事業 

    ３ 事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点から「エンタ 

            ーテイメント事業」、「メディア＆ソリューション事業」、「ファイナンス事業」に 

            ３区分していましたが、当社及び連結子会社の事業内容の変化に伴い、「エンターテ 

            イメント事業」、「メディア＆ソリューション事業」の両セグメントにまたがる事業 

            が増えてきたことから、当連結会計年度より２区分を統合し、「エンターテイメント 

            ／ソリューション事業」とし、「ファイナンス事業」との２区分に変更するものであ 

            ります。 

  

   なお、当第２四半期連結累計期間のセグメント情報を、前連結会計年度において用いていた事業区

分の方法により区分すると次のとおりになります。 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

エンターテイ
メント／ソリ
ューション事

業 
（千円）

ファイナンス
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

2,101,627 1,765,477 3,867,105 － 3,867,105

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,411 1,289 4,700  (4,700) －

計 2,105,038 1,766,766 3,871,805 (4,700) 3,867,105

営業利益又は営業損失(△) 193,052 △148,062 44,989 (342,605) △297,615

エンターテイ
メント事業 
（千円）

メディア＆ソ
リューション

事業 
（千円）

ファイナンス
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

525,679 1,575,948 1,765,477 3,867,105 － 3,867,105

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,411 8,961 1,289 13,661 (13,661) －

計 529,090 1,584,909 1,766,766 3,880,766 (13,661) 3,867,105

営業利益又は営業損失(△) △38,441 231,493 △148,062 44,989 (342,605) △297,615
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【所在地別セグメント情報】 
    当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 
（注）１ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 

      ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

          北米・・・・・アメリカ合衆国、カナダ 

          その他・・・・ドイツ、その他      

  

【海外売上高】 
    当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 
（注）１ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 

      ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

          北米・・・・・アメリカ合衆国、カナダ 

          その他・・・・ドイツ、その他  

      ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。     

  

該当事項はありません。 

  

日本 
（千円）

北米 
（千円）

その他 
（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

2,998,417 787,778 80,908 3,867,105 － 3,867,105

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

－ 60,073 － 60,073 (60,073) －

計 2,998,417 847,852 80,908 3,927,178 (60,073) 3,867,105

営業利益又は営業損失(△) △308,955 103,182 △91,842 △297,615 － △297,615

北米 その他
計 

（千円）

Ⅰ 海外売上高（千円） 787,778 80,908 868,687

Ⅱ 連結売上高（千円） － － 3,867,105

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

20.4 2.1 22.5

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

 (1)中間連結損益計算書 

 

「参考」

科目
前中間連結会計期間 
(自 平成20年１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 7,795,219 100.0

Ⅱ 売上原価 5,317,479 68.2

    売上総利益 2,477,739 31.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,063,142 39.3

    営業損失（△） △585,402 △7.5

Ⅳ 営業外収益

  １．受取利息 23,829

  ２．受取配当金 13,804

  ３．持分法による 
    投資利益

185,864

  ４．負ののれん償却額 263,612

  ５．その他 49,160 536,271 6.9

Ⅴ 営業外費用

  １．支払利息 46,843

  ２．投資有価証券 
    売却損

159,554

  ３．その他 20,009 226,408 2.9

    経常損失（△） △275,539 △3.5

Ⅵ 特別利益

  １．投資有価証券 
    売却益

68,243

  ２．関係会社株式 
    売却益

3,274,077

  ３．有形固定資産 
    売却益

14,369

  ４．金融商品取引責任 
    準備金戻入

125,298

  ５．その他 54,628 3,536,618 45.3

Ⅶ 特別損失

  １．投資有価証券 
    評価損

402,320

  ２．関係会社株式 
    売却損

2,019

  ３．有形固定資産 
    除却損

1,148

  ４．有形固定資産 
    売却損

28,087

  ５．減損損失 50,553

  ６．貸倒引当金繰入 602,000

  ７．投資損失引当金繰入 115,362

  ８．その他 53,291 1,254,783 16.1

    税金等調整前中間純利益 2,006,294 25.7

  法人税、住民税 
  及び事業税

2,047,453

  法人税等調整額 △96,469 1,950,983 25.0

    少数株主損失（△） △277,480 3.6

    中間純利益 332,792 4.3
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 (2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成20年１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

    税金等調整前中間純利益 2,006,294

    減価償却費 185,950

  減損損失 50,553

    長期前払費用償却 30,308

    のれん償却額 △ 243,586

    持分法による投資損益 △ 185,864

    貸倒引当金の増減額 623,007

    受取利息及び受取配当金 △ 37,633

    支払利息 46,843

  持分変動利益 △ 1,201

  有形固定資産除却損 1,148

  有形固定資産売却益 △ 14,369

  有形固定資産売却損 28,087

    投資有価証券売却損 159,554

    投資有価証券評価損 402,320

    関係会社株式売却益 △ 3,274,077

  投資損失引当金の増減 162,014

    売上債権の増減額 385,257

    たな卸資産の増減額 30,136

    営業投資有価証券の増減額 △ 5,000

    売買目的有価証券の増減額 △ 724,782

    仕入債務の増減額 84,176

    預託金の増減額 854,899

    差入保証金及び保管有価証券の増減額 △ 447,731

    信用取引資産及び信用取引負債の増減額 773,115

    立替金及び預り金の増減額 △ 1,305,990

    取引責任準備金の増減額 △ 125,298

    役員退職慰労引当金の増減額 25,032

    外国為替証拠金の増減額 78,301

    受入保証金の増減額 △ 180,302

    未払消費税等の増減額 △ 26,190

    その他 △ 748,822

    小計 △ 1,393,848

    利息及び配当金の受取額 37,633

    利息の支払額 △ 48,274

    法人税等の支払額 △ 272,785

    営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,677,274
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前中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日)

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 △ 22,728

    有形固定資産の売却による収入 138,667

    無形固定資産の取得による支出 △ 260,341

    無形固定資産の売却による収入 5,200

    投資有価証券の取得による支出 △ 1,484,432

    関係会社株式の取得による支出 △ 50,000

    投資有価証券の売却による収入 1,075,388

  新規連結子会社取得による支出 △ 410,056

  連結子会社株式の追加取得による支出 △ 38,352

  連結子会社株式の売却による収入 2,619,270

    長期前払費用の増加による支出 △ 14,595

    貸付による支出 △ 619,865

  貸付金の回収による収入 470,127

  その他 △ 60,469

    投資活動によるキャッシュ・フロー 1,347,812

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 △ 641,200

  長期借入れによる収入 100,000

    長期借入金の返済による支出 △ 260,614

    株式発行による収入 504

    新株予約権発行による収入 501

    自己株式の取得による支出 △ 163,254

    配当金の支払額 △ 120,372

  少数株主に対する配当金の支払 △ 15,075

  少数株主からの払込による収入 5,000

   財務活動によるキャッシュ・フロー △1,094,509

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 23,158

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   
   （減少：△）

△ 1,447,129

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 10,316,681

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 8,869,551

㈱アエリア（3758）平成21年12月期　第２四半期決算短信

16



 (3)セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

 
（注）   １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業区分の各区分に属する主要なサービスの名称 

  サービスの種類、性質、業務形態の類似性により下記のサービスに区分しております。 

  エンターテイメント事業・・・オンラインゲームを中心とするコンテンツ配信事業、ゲームソフト 

                開発事業 

  メディア＆ソリューション事業・・・インターネットを媒体とした広告関連事業、システム開発 

                   事業、データセンター事業 

  ファイナンス事業・・・証券業、外国為替証拠金取引業、投資事業、コンサルティング事業、 

             電子機器・同部材商社業 

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557,905千円であり、その 

  主なものは管理部門費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 
   前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 
   本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別 
  セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 
   前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20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。 

  

エンターテイ
メント事業 
（千円）

メディア＆ソ
リューション

事業 
（千円）

ファイナンス
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

2,052,655 454,721 5,287,842 7,795,219 － 7,795,219

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

－ 8,517 30,151 38,668 (38,668) －

計 2,052,655 463,238 5,317,993 7,833,887 (38,668) 7,795,219

営業費用 1,630,877 461,242 5,739,265 7,831,385 549,236 8,380,622

営業利益又は営業損失(△) 421,778 1,996 △421,272 2,502 (587,905) △585,402
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