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 当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や輸入・輸出についての動向に持ち直しの動きがみ

られるものの、国内における失業率が高水準にあるなど厳しい状況にあります。加えて、雇用情勢の一層の悪化

や世界景気の下振れ懸念などにより、景気の先行きについて依然見通しのつかない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、携帯電話端末の国内出荷台数は前年実績を14ヵ月

連続下回っており、依然として携帯電話端末の買い替えサイクル長期化、および国内景気後退の影響を強く受け

ているものと思われます。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78.7％と高水準で推移しており、ワンセグは携帯電話端末の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統計より当社算出） 

 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、エンタテインメント業界や音楽業界にネットワ

ークを持つ株式会社FAECと資本業務提携を行い、新規モバイルサイトの立ち上げのみならず、モバイルとリアル

（ライブコンサートやイベント）との連動企画の推進事業を開始いたしました。本提携により、夏の大型野外イ

ベント「RUSH BALL」等、関西エリアでライブ・イベントの企画・制作・運営を行う株式会社グリーンズコーポ

レーションのオフィシャルモバイルサイト『GREENS!』を８月に立ち上げ、チケット先行予約等のコンテンツ提

供を開始いたしました。さらに、９月にはプロデューサーの「おちまさと」のオフィシャルモバイルサイト『お

ちまさと教育TV』を開始いたしました。その他の新規サイトでは、様々なジャンルで活躍しているアーティスト

のオフィシャルファンクラブを集めたオフィシャルモバイルサイト『FanClub☆ファンティ』を９月にサービス

開始いたしました。一方、既存サイトでは、「長渕剛」のオフィシャルモバイルサイト『長渕剛Mobile』におい

て、サイトリニューアルと共にツアー連動企画を推進し、株式会社パパドゥ音楽出版との協業案件である『東京

24区』にて、「伊武雅刀」のオフィシャルモバイルサイトを開始するなどコンテンツの拡充を図りました。以上

により、当事業における売上高は644百万円、営業利益は59百万円となりました。 

 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、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引続き堅調に推移しており、アプリケーションのカスタマイズ等開発受託案件の受注につ

きましても順調に進捗しております。また、法人向けモバイルソリューションにおきましては、モバイルサイト

の制作、運用業務を順調に受注継続しております。以上により、当事業における売上高は584百万円、営業利益

は43百万円となりました。 

 なお、経営資源の集中を目的に、平成21年８月に一部組織変更を行い、EPG関連のコンテンツ配信事業につき

ましては、従来のエンタテインメント事業からソリューション事業へ計上を変更しております。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は1,229百万円となりましたが、本社経費により営業損失

は114百万円、経常損失は113百万円となりました。また、前事業年度に計上いたしました貸倒引当金の一部を回

収し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。一方、使用見込のなくなった

無形固定資産を除却し、2百万円の特別損失を計上したことにより四半期純損失は81百万円となりました。 

（１）財政状態の分析  

 当第２四半期会計期間末の資産合計は3,652百万円と前事業年度末比で101百万円（2.7％）減少いたしまし

た。負債合計は前事業年度末比20百万円（3.9％）減少の496百万円、また純資産合計は前事業年度末比81百万円

（2.5％）減少の3,156百万円となりました。 

 流動資産につきましては、105百万円減少しました。その主な要因は、仕掛品が38百万円増加したものの、売

上債権の回収により受取手形及び売掛金が56百万円減少したこと、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により、その他流動資産72百万円が減少したこと等によるものであります。 

 固定資産につきましては、4百万円増加しました。その主な要因は減価償却等による減少57百万円があったも

のの、有形・無形固定資産の取得26百万円、投資有価証券の取得35百万円があったこと等によるものでありま

す。 

 負債につきましては、流動負債が19百万円減少しております。これは買掛金が11百万円増加したものの、事務

所の一部を解約したことに伴う費用の支払等により、その他負債の減少31百万円があったこと等によるものであ

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



（２）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当第２四半期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35百万円となりました。 

これは、主に減価償却費55百万円、売上債権の減少56百万円等があったものの、税引前四半期純損失80百万円

の計上、たな卸資産の増加45百万円および貸倒引当金の減少35百万円等の減少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16百万円となりました。 

これは、有形・無形固定資産の取得による支出31百万円、投資有価証券の取得による支出35百万円があったも

のの、長期貸付金の回収による収入35百万円、敷金の回収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。 

  

 当社を取り巻く環境は、3Ｇと呼ばれる高速通信対応携帯電話、ワンセグ機能搭載携帯電話の普及が進み、ユ

ーザーによる携帯電話の利用状況・利用内容の変化が起きております。それによる携帯電話向けコンテンツの動

画等リッチコンテンツの利用増加が始まっており、一層のユーザーニーズの多様化・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、3.9Ｇと呼ばれる次世代高速通信によるサービスの提供が平成22年～

23年に予定されており、それによる一層のコンテンツ内容やニーズの変化が予想されます。 

 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、一部課金サイトにおける収入の減少があるもの

の、ファンクラブサイトを中心としたエンタテインメントコンテンツについては堅調に推移しており、既存サイ

トのコンテンツ充実を行い一層の収益化を目指してまいります。また、タレントの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、コンテンツの充実を目的に芸能事務所との提携を積極的に推進してお

り、それによる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の増加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

ンの今後の需要拡大を背景に、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・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を積極的に行ってまいります。 

 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）を第１四半期会計期間より適用し、当第２四半

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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 2,619,881 1,639,568

受取手形及び売掛金 567,965 624,002

預け金 － 1,000,000

商品及び製品 7,189 －

仕掛品 39,000 477

その他 31,709 107,552

貸倒引当金 △3,426 △3,577

流動資産合計 3,262,320 3,368,024

固定資産   

有形固定資産 48,415 55,650

無形固定資産 81,478 104,989

投資その他の資産   

その他 261,005 260,995

貸倒引当金 △504 △35,504

投資その他の資産合計 260,501 225,491

固定資産合計 390,395 386,130

資産合計 3,652,715 3,754,155

負債の部   

流動負債   

買掛金 376,810 365,798

未払法人税等 4,672 4,269

ポイント引当金 1,559 1,182

その他 110,141 141,581

流動負債合計 493,184 512,832

固定負債   

その他 3,170 3,647

固定負債合計 3,170 3,647

負債合計 496,354 516,480

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,770,425 1,770,425

資本剰余金 1,467,249 2,208,237

利益剰余金 △81,313 △740,987

株主資本合計 3,156,360 3,237,674

純資産合計 3,156,360 3,237,674

負債純資産合計 3,652,715 3,754,155



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,229,529

売上原価 738,404

売上総利益 491,124

販売費及び一般管理費 606,029

営業損失（△） △114,905

営業外収益  

受取利息 1,540

その他 379

営業外収益合計 1,920

営業外費用  

支払利息 45

営業外費用合計 45

経常損失（△） △113,030

特別利益  

貸倒引当金戻入額 35,000

特別利益合計 35,000

特別損失  

固定資産除却損 2,138

特別損失合計 2,138

税引前四半期純損失（△） △80,168

法人税、住民税及び事業税 1,145

法人税等合計 1,145

四半期純損失（△） △81,313



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △80,168

減価償却費 55,207

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35,150

受取利息及び受取配当金 △1,540

支払利息 45

固定資産除却損 2,138

売上債権の増減額（△は増加） 56,037

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,712

仕入債務の増減額（△は減少） 11,012

その他 3,263

小計 △34,868

利息及び配当金の受取額 1,540

利息の支払額 △45

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 △35,727

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △35,010

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 △25,870

貸付金の回収による収入 35,000

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 16,520

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 △480

財務活動によるキャッシュ・フロー △480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,687

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 2,619,881



 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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