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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,361 78.8 112 43.4 127 189.8 57 698.1
21年3月期第2四半期 1,879 ― 78 ― 43 ― 7 ―

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2四半期 1.10 ―
21年3月期第2四半期 0.24 ―

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2四半期 6,465 4,158 60.1 71.60
21年3月期 4,251 3,301 72.2 75.88

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,888百万円 21年3月期  3,068百万円

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3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22年3月期 0.00 0.00
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  有   

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 5,500 51.0 300 160.9 320 841.2 200 233.3 3.76



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  無  

(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 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので 
この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことを差し控えて下さい。なお、上記予想の前提条件、その他の関連する事項につきましては、４ペ
ージ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 54,392,638株 21年3月期  40,517,018株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  75,124株 21年3月期  74,224株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 52,117,946株 21年3月期第2四半期 29,542,093株



  当第２四半期連結会計期間における我が国経済は、世界的な金融危機の状況から景気対策の効果や企業の在庫調

整が一巡し、一部業種で底打ちの兆しが見られるものの、企業の雇用や設備投資に対する姿勢は依然慎重であり、

今後も暫くはこの厳しい状況が続くものと思われます。 

  このような経営環境の中、当第２四半期連結会計期間においては、９月29日にペ・ヨンジュンおよびチェ・ジウ

が来日した大型イベントとして、“アニメ「冬のソナタ」～もうひとつの物語９．２９ＩＮ東京ドーム”、９月30

日にぺ・ヨンジュン執筆の「韓国の美をたどる旅」出版記念イベントとして“2010～2012 韓国訪問の年記念「韓

国の美をたどる旅」９．３０ＩＮ東京ドーム”を２日間連続で、また同時に池袋サンシャインにて“アニメ「冬の

ソナタ」とペ・ヨンジュン展”を開催し、「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」への注力が本格化しまし

た。 

 「デジタルコンテンツ配信事業」においては引き続き既存サイトへのＳＥＭ等施策に注力し、売上高３億60百万

円（前第２四半期比5.0％増、当第２四半期連結累計期間で６億80百万円、同期間比1.3％増）となっております。

 「物販事業」においては、９月29日および30日の東京ドームイベント限定商品および書籍を自社サイトe-コマー

スサイトのbofiにて販売し、売上高３億64百万円（前第２四半期比102.5％増、当第２四半期連結累計期間で５億

65百万円、同期間比71.8％増）となっております。 

 「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」においては、９月に東京ドームにて、アニメ「冬のソナタ」およ

び「韓国の美をたどる旅」出版記念イベントおよび同時期に池袋サンシャインにてアニメ「冬のソナタ」関連展示

会を開催し、またソン・スンホンのドラマ「エデンの東」の放送およびＤＶＤの販売等により、売上高12億６百万

円（前第２四半期比938.5％増、当第２四半期連結累計期間で13億86百万円、同期間比307.6％増）となっておりま

す。 

 「通信・映像送出事業」においては、引き続きＣＳ放送のハイビジョン化における需要増加により、売上高２億

56百万円（前第２四半期比33.7％増、当第２四半期連結累計期間で４億80百万円、同期間比21.9％増）となってお

ります。 

 「その他事業」においては、飲食部門の「高矢禮（ゴシレ）」にて、大手コンビニエンスストアと共同で高矢禮

弁当およびおむすびの販売が好調であったことにより、売上高１億84百万円（前第２四半期比159.5％増、当第２

四半期連結累計期間で３億28百万円、同期間比102.2％増）となっております。 

 利益面では、「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」において、ドラマ「エデンの東」のＤＶＤの販売が

予測を大きく下回ったことによる版権の増額償却などで原価が嵩んだこと、また合併に伴う販売費及び一般管理費

が増加しております。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高23億12百万円（前第２四半期比158.6％増、当第２四半

期連結累計期間で33億61百万円、同期間比78.8％増）、営業利益１億60百万円（前第２四半期比491.3％増、当第

２四半期連結累計期間で１億12百万円、同期間比43.4％増）、経常利益１億64百万円（前第２四半期は経常損失４

百万円、当第２四半期連結累計期間で経常利益１億27百万円、同期間比189.8％）、四半期純利益１億51百万円

（前第２四半期は四半期純損失６百万円、当第２四半期連結累計期間で四半期純利益57百万円、同期間比

698.1％）となっております。 

  

  

（財政状況について）  

（資産） 

 当第２四半期連結累計期間末における資産は、64億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億14百万円増

加しました。この主な要因は、９月末の大型イベント開催により流動資産「売掛金」が10億50百万円増加、合併

に伴う資産受け入れを主な要因として流動資産「前渡金」が３億90百万円増加、および固定資産「有形固定資

産」が３億64百万円増加したことによるものです。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は、23億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億57百増加し

ました。この主な要因は、流動負債「その他」に含まれている前受金が５億61百万円増加、および９月末の大型

イベント開催により流動負債「買掛金」が２億41百万円増加したことによるものです。  

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は41億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億57百万円増

加しました。この主な要因は、合併に伴う株式発行により資本剰余金が７億63百万円増加したことによるもので

す。なお、８月末に欠損補填に伴う減資を行ったため、資本金が６億66百万円減少、資本剰余金が52億12百万円

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



減少および利益剰余金が58億78百万円増加しております。 

  

（キャッシュ・フローについて）  

 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７億59百万円減少しており、11億56百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・

フローの状況と主な要因は、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）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、４百万円の資金の減少（前第２四半期連結累計期間は１億16百万円の増

加）となりました。 

 これは、主に売上債権が９億32百万円増加、仕入債務が１億28百万円増加、およびその他の流動負債が５億92百

万円増加したことによるものです。 

（投資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・フローは、10億26百万円の資金の減少（前第２四半期連結累計期間は１億13百万円

の増加）となりました。 

 これは、主に定期預金の預入による支出が９億23百万円あったことによるものです。 

（財務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・フローは、51百万円の資金の減少（前第２四半期連結累計期間は３百万円の減少）

となりました。  

 これは、主にリース債務の返済による支出が29百万円あったことによるものです。 

  

 個別につきましては、当第２四半期累計期間の売上高は、９月29日（アニメ「冬のソナタ」～もうひとつ

の物語９．２９ＩＮ東京ドーム）および30日（2010～2012 韓国訪問の年記念「韓国の美をたどる旅」９．

３０ＩＮ東京ドーム）に開催しましたイベントが好調であったこともあり、概ね予想通りの実績となりまし

た。一方、利益面においては、ドラマ「エデンの東」のＤＶＤ販売不振により、同プロジェクトの収益回収

可能性の低下に伴い権利金償却が嵩み原価が増加したこと、アニメ「冬のソナタ」の収益性の高い版権販売

ビジネスの売上計上の期ずれが生じたことなどにより、営業利益、経常利益および四半期純利益とも、平成

21年５月15日に公表しました予想を下回りました。 

 個別の通期におきましては、売上高予想は、ＤＶＤ市場の回復が見込めないことに鑑み、ドラマ「エデン

の東」のＤＶＤ販売は第３四半期以降も当初見込みを下まわるものと考えておりますが、当初見込んでおり

ませんでしたアニメ「冬のソナタ」の東京ドームイベントＤＶＤ販売が決定したこと、版権販売ビジネスの

売上計上が見込めることにより、当初予想から変更はありません。利益面においては、第２四半期よりずれ

こんだ収益性の高い案件があるものの、ドラマ「エデンの東」の利益の減少が見込まれており、経費面にお

いては社内リソースの効果的活用により新規での採用計画見直すなど徹底した経費削減を図ってまいります

が、通期においても営業利益、経常利益および当期純利益とも、平成21年５月15日に公表しました予想を下

方修正するものです。 

 連結につきましては、当第２四半期連結累計期間において、子会社においては業績が順調に推移しました

が、個別での予想が下回ったことに伴い、売上高は予想を上回ったものの、営業利益、経常利益および第２

四半期純利益ともに、当初予測を下回りました。 

 連結の通期におきましても、売上高は当初予想から変更はありませんが、個別予想の下方修正に伴い、営

業利益、経常利益および当期純利益については当初予測を下回る見込みとなりました。 

 なお、平成21年５月15日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。  

（通期）  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

 前回発表予想（A） 5,500  410  400  350  6.40 

 今回修正予想（B）  5,500  300  320  200  3.76 

 増減額（B-A）  －  △110  △80  △150  － 

 増減率（％）  －  △26.8  △20.0  △42.9  － 

 前期実績  3,642  115  34  60  1.85 



  

該当事項はありません。 

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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２四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,140,135 2,096,662

売掛金 1,698,308 647,532

有価証券 99,981 99,944

コンテンツ 52,540 60,828

仕掛コンテンツ 26,657 25,068

商品 95,282 5,880

前渡金 755,315 364,923

その他 281,492 219,782

貸倒引当金 △56,268 △59,025

流動資産合計 5,093,444 3,461,598

固定資産   

有形固定資産 699,665 334,857

無形固定資産   

のれん 102,149 －

その他 124,128 116,144

無形固定資産合計 226,277 116,144

投資その他の資産   

破産更生債権等 453,754 454,546

その他 411,363 302,839

貸倒引当金 △428,831 △431,711

投資その他の資産合計 436,285 325,675

固定資産合計 1,362,229 776,677

繰延資産   

繰延資産合計 10,258 12,826

資産合計 6,465,932 4,251,102



（単位：千円）

当第２四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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 522,300 280,793

短期借入金 16,266 6,266

1年内返済予定の長期借入金 22,089 34,861

リース債務 53,780 55,482

未払法人税等 34,790 13,280

賞与引当金 3,874 3,740

返品調整引当金 6,079 5,935

事務所移転損失引当金 2,680 －

事業撤退損失引当金 24,844 －

その他 1,460,090 343,228

流動負債合計 2,146,796 743,588

固定負債   

長期借入金 35,812 44,059

事業撤退損失引当金 － 24,912

リース債務 122,915 137,501

その他 1,879 －

固定負債合計 160,607 206,473

負債合計 2,307,403 950,061



（単位：千円）

当第２四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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,999,492 4,665,496

資本剰余金 － 4,449,394

利益剰余金 △76,370 △6,011,999

自己株式 △32,219 △32,114

株主資本合計 3,890,902 3,070,777

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,950 △2,166

評価・換算差額等合計 △1,950 △2,166

新株予約権 56,804 32,818

少数株主持分 212,772 199,610

純資産合計 4,158,529 3,301,040

負債純資産合計 6,465,932 4,251,102



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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

売上高 1,879,942 3,361,533

売上原価 1,177,911 2,462,860

売上総利益 702,031 898,673

販売費及び一般管理費   

給料 172,097 220,685

支払手数料 141,299 202,148

賞与引当金繰入額 990 990

貸倒引当金繰入額 3,783 448

その他 305,719 362,383

販売費及び一般管理費合計 623,889 786,655

営業利益 78,141 112,017

営業外収益   

受取利息 5,737 －

為替差益 － 13,864

貸倒引当金戻入額 2,000 －

その他 283 9,316

営業外収益合計 8,021 23,181

営業外費用   

支払利息 － 3,820

株式交付費償却 － 2,817

為替差損 35,195 －

その他 6,997 1,136

営業外費用合計 42,193 7,774

経常利益 43,969 127,423

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5,403

その他 － 20

特別利益合計 － 5,423

特別損失   

事務所移転費用 － 31,469

損害賠償金 32,520 －

その他 4,068 8,536

特別損失合計 36,588 40,005

税金等調整前四半期純利益 7,381 92,841

法人税、住民税及び事業税 5,862 28,087

法人税等調整額 1,616 △5,479

法人税等合計 7,478 22,608

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,248 13,162

四半期純利益 7,150 57,070



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 894,279 2,312,387

売上原価 551,152 1,739,343

売上総利益 343,127 573,044

販売費及び一般管理費   

給料 83,366 117,299

支払手数料 70,765 110,997

賞与引当金繰入額 990 990

貸倒引当金繰入額 4,097 448

その他 156,744 182,685

販売費及び一般管理費合計 315,963 412,421

営業利益 27,163 160,623

営業外収益   

受取利息 5,426 3,432

受取手数料 － 2,882

貸倒引当金戻入額 1,300 －

その他 148 1,323

営業外収益合計 6,875 7,639

営業外費用   

支払利息 － 1,857

株式交付費償却 － 1,412

為替差損 36,963 －

その他 1,154 300

営業外費用合計 38,117 3,570

経常利益又は経常損失（△） △4,078 164,692

特別利益   

事務所移転損失引当金戻入額 － 3,533

その他 － 879

特別利益合計 － 4,413

特別損失   

固定資産除却損 620 2,423

特別損失合計 620 2,423

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（△）

△4,699 166,681

法人税、住民税及び事業税 1,234 11,696

法人税等調整額 △633 607

法人税等合計 600 12,303

少数株主利益 1,674 3,185

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,974 151,192



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 7,381 92,841

減価償却費 62,648 107,559

事務所移転損失 － 13,649

のれん償却額 － 7,180

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,783 △4,807

賞与引当金の増減額（△は減少） 408 134

受取利息及び受取配当金 △5,737 △4,277

支払利息 1,588 3,820

為替差損益（△は益） 35,195 △13,773

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,782 143

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） △23,503 △68

事務所移転損失引当金増減額（△は減少） － 2,680

損害賠償損失 32,520 －

売上債権の増減額（△は増加） 329,467 △932,877

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,995 △44,413

前渡金の増減額（△は増加） 13,213 19,203

その他の流動資産の増減額（△は増加） △89,881 △28,034

仕入債務の増減額（△は減少） △85,813 128,332

その他の流動負債の増減額（△は減少） △94,405 592,221

その他 17,081 35,864

小計 186,169 △24,619

利息及び配当金の受取額 1,500 1,414

利息の支払額 △1,414 △3,485

損害賠償金の支払額 △17,520 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △52,018 22,615

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,716 △4,075



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付金の回収による収入 2,292 1,100

有形固定資産の取得による支出 △37,477 △84,131

無形固定資産の取得による支出 △34,419 △27,243

投資有価証券の売却による収入 824 5,000

定期預金の預入による支出 △34,000 △923,000

定期預金の払戻による収入 248,418 90,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 14,134

子会社株式の取得による支出 △16,663 －

その他 △14,979 △102,783

投資活動によるキャッシュ・フロー 113,994 △1,026,924

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 25,000 －

長期借入金の返済による支出 △24,728 △21,019

長期未払金の返済による支出 △3,000 △756

リース債務の返済による支出 － △29,781

自己株式の取得による支出 △373 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,101 △51,662

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,126 13,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 215,483 △1,068,888

現金及び現金同等物の期首残高 1,200,969 1,916,648

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 309,201

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,416,452 1,156,962



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  （注）１ 事業区分は、内部管理上の区分によっております。 

２ 事業区分の主な内訳 

３ 事業区分の方法の変更 

   従来、「その他事業」に含めておりました通信・映像送出事業の売上割合が増加しており、今後もこの傾

向が予想されるため「通信・映像送出事業」として区分することに変更しました。 

   また、「物販事業」に含めておりました版権関連のグッズ販売並びにその他事業に含めておりました版権

関連のイベント事業は、版権というくくりで集約することが適切であるとして、従来の「コミュニティ事

業」と一体化させ「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」と変更しました。 

   この結果、従来の方法に比較して、当第２四半期連結会計期間の売上高は、「物販事業」が90,275千円減

（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〕

  

デジタル 
コンテンツ 
配信事業 
(千円) 

物販事業 
（千円） 

ライツ＆メ
ディアコミ
ュニケーシ
ョン事業 
（千円） 

通信・映像
送出事業 
（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                                                

(1）外部顧客に対する

売上高 
 343,337  180,110  116,216  183,702  70,913  894,279  －  894,279

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  8,365  1  8,366 (8,366)  －

計  343,337  180,110  116,216  192,067  70,914  902,646 (8,366)  894,279

営業利益  14,484  10,171  10,694  3,260  17,283  55,893 (28,730)  27,163

  

デジタル 
コンテンツ 
配信事業 
(千円) 

物販事業 
（千円） 

ライツ＆メ
ディアコミ
ュニケーシ
ョン事業 
（千円） 

通信・映像
送出事業 
（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                                                

(1）外部顧客に対する

売上高 
 671,623  329,182  340,248  376,545  162,342  1,879,942  － 1,879,942

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  17,620  1  17,621 (17,621)  －

計  671,623  329,182  340,248  394,165  162,344  1,897,564 (17,621) 1,879,942

営業利益  40,555  11,690  17,597  18,539  46,279  134,660 (56,518)  78,141

(1) デジタルコンテンツ配信事業 ……携帯電話及びパソコンプロバイダーを通じてのデジタルコンテン

ツ配信事業 

(2) 物販事業 ……インターネットおよびコンビニエンスストアを通じての物販事業 

(3) ライツ＆メディアコミュニケ 

    ーション事業 

……ドラマ放映権および映画の配給権に関する諸権利の取得・事業

化、タレント等のファンクラブ運営事業、イベント事業 

(4) 通信・映像送出事業 ……衛星通信事業、映像送出事業、映像編集事業、データセンター事

業 

(5) その他事業 ……デジタル加工・制作事業、音楽関連コンテンツ制作・販売事業等 



  少、「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」が112,776千円増加、「その他事業」が214,568千円減少

（うち、セグメント間内部売上高8,365千円）し、営業利益は、「物販事業」が17,160千円減少、「ライツ

＆メディアコミュニケーション事業」が34,568千円増加、「その他事業」が20,668千円減少します。    

   また、当第２四半期連結累計期間の売上高は、「物販事業」が233,400千円減少、「ライツ＆メディアコ

ミュニケーション事業」が262,115千円増加、「その他事業」が422,881千円減少（うち、セグメント間内部

売上高17,620千円）し、営業利益は、「物販事業」が1,967千円減少、「ライツ＆メディアコミュニケーシ

ョン事業」が24,060千円増加、「その他事業」が40,632千円減少します。  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

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

（注）１ 事業区分は、内部管理上の区分によっております。 

２ 事業区分の主な内訳 

  

デジタル 
コンテンツ 
配信事業 
(千円) 

物販事業 
（千円） 

ライツ＆メ
ディアコミ
ュニケーシ
ョン事業 
（千円） 

通信・映像
送出事業 
（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                                                

(1）外部顧客に対する

売上高 
 360,442  364,746  1,206,948  208,732  171,517  2,312,387  － 2,312,387

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  48,039  12,500  60,539 (60,539)  －

計  360,442  364,746  1,206,948  256,772  184,017  2,372,927  (60,539) 2,312,387

営業利益  68,908  14,495  68,173  19,653  41,524  212,755  (52,132)  160,623

  

デジタル 
コンテンツ 
配信事業 
(千円) 

物販事業 
（千円） 

ライツ＆メ
ディアコミ
ュニケーシ
ョン事業 
（千円） 

通信・映像
送出事業 
（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                                                

(1）外部顧客に対する

売上高 
 680,358  565,625  1,386,821  412,926  315,800  3,361,533  － 3,361,533

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  67,573  12,500  80,073 (80,073)  －

計  680,358  565,625  1,386,821  480,500  328,300  3,441,607 (80,073) 3,361,533

営業利益  50,139  12,101  58,875  47,302  45,899  214,317 (102,300)  112,017

(1) デジタルコンテンツ配信事業 ……携帯電話及びパソコンプロバイダーを通じてのデジタルコンテン

ツ配信事業 

(2) 物販事業 ……インターネットおよびコンビニエンスストアを通じての物販事業 

(3) ライツ＆メディアコミュニケ 

    ーション事業 

……ドラマ放映権および映画の配給権に関する諸権利の取得・事業

化、タレント等のファンクラブ運営事業、イベント事業 

(4) 通信・映像送出事業 ……衛星通信事業、映像送出事業、映像編集事業、データセンター事

業 

(5) その他事業 ……デジタル加工・制作事業、音楽関連コンテンツ制作・販売および

飲食事業等 



前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）  

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、記載を省略しております。  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）  

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

 当社は、平成21年５月１日付でビーオーエフインターナショナル株式会社と合併いたしました。この結果、当

第２四半期連結累計期間において、資本剰余金が763,159千円増加しております。また、平成21年８月31日付で

欠損補填に伴う減資を行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間において、資本金が666,004千円、資

本剰余金が5,212,554千円それぞれ減少しており、利益剰余金が、5,878,558千円増加しております。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における資本金が3,999,492千円、資本剰余金がゼロとなっておりま

す。 

〔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



 該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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