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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9月30日） 

（注）１ 平成20年６月期第１四半期の財務諸表を作成していないため、平成21年６月期第１四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
（注）２ 平成22年６月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるた
め記載しておりません。 

(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6月期第1四半期 1,514 2.5 △46 ― △47 ― △91 ―
21年6月期第1四半期 1,477 ― 26 ― 4 ― 5 ―

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6月期第1四半期 △107.77 ―
21年6月期第1四半期 7.47 7.31

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6月期第1四半期 3,451 1,489 43.0 1,750.92
21年6月期 3,484 1,580 45.2 1,858.52

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  1,484百万円 21年6月期  1,575百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 7.00 7.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

3,772 25.0 8 △90.7 8 △88.3 △32 ― △38.88

通期 6,579 11.7 98 32.9 106 58.8 39 ― 47.03
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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、４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 
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、
４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績に関する定性的情報をご覧ください。 

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6月期第1四半期 847,600株 21年6月期  847,600株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 847,600株 21年6月期第1四半期 711,778株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部回復の兆しが見えてきたといわれておりますが、雇用

や所得環境の不安感から個人消費は依然として低調に推移し、実態としては予断を許さない厳しい状況が続いて

おります。 

 このような環境の中、当第１四半期連結会計期間より当社グループは、各事業における連携をより図るため営

業本部の設置、成功報酬型のビジネスモデルの導入やスポーツマーケティングの強化に取り組み始めており、当

第１連結会計期間において業績への寄与には至っておりませんが第２四半期連結会計期間に入り、具体的な契約

締結に至るなど成果がみえ始めております。また、当第１四半期連結会計期間におきましては、移転に伴う費用

として34百万円、連結子会社が加入した特定退職金共済制度における過去勤務分に対する掛け金９百万円を特別

損失に計上した結果、売上高1,514百万円（前年同期比2.5％増）、営業損失46百万円（前年同期は26百万円の営

業利益）、経常損失47百万円（前年同期は４百万円の経常利益）、四半期純損失は91百万円（前年同期は５百万

円の四半期純利益）となり、当初計画より利益は上回る結果となりました。 

   

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 ＰＲ事業においては、レギュラー契約（１年以上の長期契約）の継続を基に、スポット案件の受注や成功報酬

型のビジネスモデルの導入に注力いたしました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は218百万円

（前年同期比6.4％増）となりました。 

 マネジメント事業においては、上田桃子のアクサレディースゴルフトーナメントでの優勝や米ツアー自己最高

の２位を記録するなどの活躍等もありましたが、当連結会計年度より注力しておりますスポーツマーケティング

において業績の寄与には若干の時間を要することもあり、マネジメント事業における当第１四半期連結会計期間

の売上高は、278百万円（同9.0％減）となりました。 

 コンテンツ開発事業においては、好調なレストラン「bills」や日本自転車普及協会主催の「サイクルスクエ

ア北参道」の企画運営の受注等がありましたが、企業や団体からの単発・大型のイベント受注は依然厳しい状況

にあり、当第１四半期連結会計期間の売上高は293百万円（同21.7％減）となりました。   

 ＳＰ事業においては、大手広告代理店経由の受注獲得活動を強化した結果、当第１四半期連結会計期間の売上

高は724百万円（同22.5％増）となりました。  

  

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、3,451百万円（前連結会計年度末比33百万円減）となり、

資産の内訳につきましては、流動資産が2,209百万円（同136百万円減）、固定資産が1,241百万円（同103百万円

増）であります。また、負債合計は、1,961百万円（同57百万円増）となり、負債の内訳につきましては、流動

負債が1,709百万円（同56百万円増）、固定負債が252百万円（同1百万円増）であります。純資産合計は、1,489

百万円（同90百万円減）となりました。 

  

 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。）の残高は、341百万円

（前連結会計年度末比167百万円減）となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動により支出した資金は235百万円（前年同期は155百万円減少）と

なりました。主な要因としましては、ＳＰ事業における売上高の増加に伴う売上債権の増加額53百万円及び仕入

債務の減少額51百万円、アスリートの企業からのスポンサー契約料で構成される前受金を売上計上したことによ

る減少額43百万円、法人税等の支払額10百万円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） 

 当第１四半期連結会計期間において、投資活動により支出した資金は103百万円（前年同期は5百万円減少）と

なりました。これは、本社移転に伴う有形固定資産の取得による支出132百万円、連結子会社における敷金及び

保証金の回収による収入32百万円が主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において、財務活動により得られた資金は172百万円（前年同期は402百万円増加）

となりました。これは、短期借入金の純増額185百万円、長期借入金の返済としての支出12百万円によるもので

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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 平成21年８月11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。   

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 税金費用については、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もり、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、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

  

 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９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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 341,557 509,479

受取手形及び売掛金 1,378,431 1,325,133

商品及び製品 7,429 24,535

未成業務支出金 179,082 96,635

原材料及び貯蔵品 2,213 1,823

その他 305,114 394,192

貸倒引当金 △4,013 △5,787

流動資産合計 2,209,816 2,346,013

固定資産   

有形固定資産   

土地 520,818 520,818

その他（純額） 396,325 262,556

有形固定資産合計 917,143 783,375

無形固定資産   

のれん 74 84

その他 18,318 16,488

無形固定資産合計 18,393 16,573

投資その他の資産   

その他 321,889 354,413

貸倒引当金 △15,964 △15,971

投資その他の資産合計 305,925 338,442

固定資産合計 1,241,462 1,138,390

資産合計 3,451,278 3,484,403

負債の部   

流動負債   

買掛金 421,958 473,394

短期借入金 963,058 777,471

1年内返済予定の長期借入金 47,419 47,651

未払法人税等 4,687 12,754

賞与引当金 4,880 －

役員賞与引当金 － 4,500

その他 267,099 337,310

流動負債合計 1,709,104 1,653,083

固定負債   

長期借入金 164,329 176,158

役員退職慰労引当金 63,720 60,744

負ののれん 12,141 13,875

その他 12,190 －

固定負債合計 252,381 250,777

負債合計 1,961,485 1,903,860
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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９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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 430,720 430,720

資本剰余金 491,320 491,320

利益剰余金 561,748 653,100

株主資本合計 1,483,788 1,575,140

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 294 146

評価・換算差額等合計 294 146

少数株主持分 5,708 5,254

純資産合計 1,489,792 1,580,542

負債純資産合計 3,451,278 3,484,403
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,477,559 1,514,770

売上原価 1,171,747 1,258,591

売上総利益 305,811 256,179

販売費及び一般管理費 279,798 302,479

営業利益又は営業損失（△） 26,012 △46,300

営業外収益   

受取利息 318 43

負ののれん償却額 1,734 1,734

為替差益 － 1,082

受取家賃 － 1,347

その他 618 468

営業外収益合計 2,671 4,675

営業外費用   

支払利息 4,342 2,774

減価償却費 － 1,774

株式公開費用 17,895 －

その他 2,443 920

営業外費用合計 24,681 5,469

経常利益又は経常損失（△） 4,002 △47,094

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,687 1,781

特別利益合計 7,687 1,781

特別損失   

投資有価証券評価損 140 －

本社移転費用 － 34,604

退職給付費用 － 9,992

特別損失合計 140 44,596

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

11,548 △89,909

法人税等 6,225 988

少数株主利益 － 454

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,322 △91,352
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

11,548 △89,909

減価償却費 7,721 14,578

負ののれん償却額 △1,734 △1,734

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,455 △1,781

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,099 4,880

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,795 2,976

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,000 △4,500

受取利息及び受取配当金 △318 △43

支払利息 4,342 2,774

為替差損益（△は益） 2 1,406

売上債権の増減額（△は増加） 390,485 △53,297

たな卸資産の増減額（△は増加） 731 △65,731

前渡金の増減額（△は増加） △73,314 80,388

その他の資産の増減額（△は増加） 23,078 12,763

仕入債務の増減額（△は減少） △191,421 △51,436

未払金の増減額（△は減少） 1,979 1,654

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,717 △8,927

前受金の増減額（△は減少） △100,864 △43,659

その他の負債の増減額（△は減少） △65,449 △22,654

小計 △31,488 △222,250

利息及び配当金の受取額 331 43

利息の支払額 △4,319 △2,843

法人税等の支払額 △120,380 △10,269

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,856 △235,320

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 △3,098 △132,945

無形固定資産の取得による支出 △2,534 △3,305

敷金及び保証金の回収による収入 － 32,177

その他 － 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,633 △103,947

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） △46,180 185,587

長期借入金の返済による支出 △20,712 △12,061

株式の発行による収入 491,440 －

配当金の支払額 △22,304 －

リース債務の返済による支出 － △774

財務活動によるキャッシュ・フロー 402,243 172,751

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △1,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 240,749 △167,922

現金及び現金同等物の期首残高 656,684 509,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 897,434 341,557
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 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７月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、サービス等の種類を考慮して分類しております。 

２．各事業の主要な事業内容は以下のとおりであります。 

（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〕

  
ＰＲ事業 
（千円） 

マネジメン
ト事業 
（千円） 

コンテンツ
開発事業 
（千円） 

ＳＰ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 
 205,467  305,586  374,907  591,597  1,477,559  －  1,477,559

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 629  2,051  －  2,518  5,198  △5,198  －

計  206,096  307,637  374,907  594,116  1,482,758  △5,198  1,477,559

営業利益又は損失(△)  48,536  16,921  70,452  △1,316  134,594  △108,581  26,012

  
ＰＲ事業 
（千円） 

マネジメン
ト事業 
（千円） 

コンテンツ
開発事業 
（千円） 

ＳＰ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 
 218,514  278,178  293,627  724,450  1,514,770  －  1,514,770

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  12,130  121  8,590  20,842  △20,842  －

計  218,514  290,308  293,749  733,040  1,535,612  △20,842  1,514,770

営業利益又は損失(△)  38,297  26,202  4,053  7,984  76,538  △122,839  △46,300

事業区分 主要な事業内容 

ＰＲ（パブリック・リレーション）

事業 
企業・団体・商品のＰＲにおける戦略および施策の企画立案・実施

マネジメント事業 
アスリート・スペシャリストのマネジメントおよびエージェント業

務 

コンテンツ開発事業 
インターネットおよび携帯電話サイトのコンテンツ、ライブイベン

ト等の企画制作 

ＳＰ（セールス・プロモーション）

事業 
商品・サービスのＳＰにおける戦略および施策の企画立案・実施 
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 前第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９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７月１日 至平成20年９月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年７月１日 至平成21年９月30日）  

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

  

   

 該当事項はありません。  

  

  

 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

６．その他の情報
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