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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21年11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8月期第1四半期 485 18.7 99 471.2 98 617.3 49 ―
21年8月期第1四半期 408 ― 17 ― 13 ― 0 ―

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8月期第1四半期 1,701.49 1,641.99
21年8月期第1四半期 26.05 25.78

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8月期第1四半期 1,742 990 56.4 36,287.34
21年8月期 1,446 1,066 73.3 36,433.83

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  982百万円 21年8月期  1,059百万円

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8月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想）
― ― 1,600.00 1,600.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8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

1,054 16.7 142 144.8 135 159.6 75 316.7 2,578.74

通期 2,108 10.5 285 39.0 270 38.5 150 63.0 5,157.47
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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、５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、５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 
１．平成21年10月15日発表の連結業績予想を修正しておりません。 
２．本資料中、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
等はさまざまな要因により大きく変動する可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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8月期第1四半期 32,990株 21年8月期  32,990株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  5,906株 21年8月期  3,906株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 29,062株 21年8月期第1四半期 32,461株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景況感に一部回復の兆しが見られるものの、雇用情勢や所得

環境の悪化懸念から、依然として個人消費が収縮しております。 

 当社グループの中心事業であるデジタルコンテンツ配信を取り巻く市場環境は、携帯電話の累計契約台数における

第３世代携帯電話の契約台数が平成20年11月末の95,132千台から平成21年11月末には105,425千台に増加しており

（前年同期比10.8%の増加）「出所：社団法人電気通信事業者協会」、携帯電話でのインターネット利用環境がさら

に進んでおります。また、モバイル・コンテンツ・フォーラムの調査によると、平成20年のモバイルコンテンツ関連

市場の規模は「モバイルコンテンツ市場」、「モバイルコマース市場」を合わせ前年比18%増加し、1兆3,524億円と

なっております。 

 このような環境の中、当社グループのコンテンツ事業におきましては、配信網の拡大と新規顧客の獲得を目指し、

ＩＳＰ等他の既存サイトとの提携、自社ポータルの整備等を推進することで収益の拡大を図るとともに、制作原価の

削減を中心にコスト削減を進めてまいりました。 

 その他、携帯電話販売事業では当社連結子会社の株式会社ＭＫコミュニケーションズが携帯電話並びに付属品の店

舗販売を行い、美容関連事業では当社連結子会社の株式会社アンクルールがＥコマースによる美容関連商品の販売等

を行ってまいりました。 

 これらの活動の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は485,037千円（前年同期比18.7％増）、営業利益

99,684千円（前年同期比471.2％増）、経常利益98,067千円（前年同期比617.3％増）、四半期純利益49,448千円（前

年同期は845千円の四半期純利益）となりました。 

 セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

（コンテンツ事業） 

 当社グループのコンテンツ事業は、携帯電話向け及びＰＣ向けに占いコンテンツを配信するビジネスを中心に展開

しております。 

 携帯電話向けコンテンツのユーザー数増加に対応し、引き続き、毎月新規コンテンツの投入を行ってまいりまし

た。これにより、当第１四半期連結会計期間末現在の携帯電話向けコンテンツ数は41コンテンツ、提供サイト数は

130サイトとなりました。また、アフィリエイト広告の展開やＳＥＯ（検索エンジン最適化）対策の実施により新規

会員の獲得に注力し、キャンペーンの実施により退会防止を図った結果、当第１四半期連結会計期間末現在の有料会

員数は、243,734人（前年同期比14.9％増）となりました。 

  ＰＣ向けコンテンツ制作におきましては、新規コンテンツの投入や既存コンテンツのリニューアル、プロモーシ

ョンの展開により、ユーザー数の維持獲得に注力した結果、利用者数の減少傾向に歯止めを掛け、前年同期並の売上

を確保することができました。当第１四半期連結会計期間末現在のＰＣ向けコンテンツ数は62コンテンツ、提供サイ

ト数は350サイトとなっております。 

 以上の取組の他、携帯電話向け・ＰＣ向けともにコンテンツ毎の売上・コスト管理を徹底することにより、制作単

価の低減と更新作業の合理化に努めました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は394,190千円（前年同期比24.3％増）、営業利益は168,246千円（前年同期

比58.4％増）となりました。 

（携帯電話販売事業） 

 東京、埼玉を中心に14店舗（当第１四半期連結会計期間末現在）を通じて、携帯電話並びに付属品の販売を行って

おります。市場全体の売上台数が減少するという厳しい事業環境の中、平成21年10月末日には不採算店舗を１店舗閉

鎖する等の徹底した合理化を行い、コスト削減に努めるとともに関連商品の販売等収益力の強化を進めてまいりまし

た。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の携帯電話販売事業の売上高は84,586千円（前年同期比33.4%増）、営業損

失は5,400千円（前年同期は10,816千円の営業損失）となり、前年同期比では赤字幅が縮小いたしました。   

（美容関連事業） 

 連結子会社である株式会社アンクルールを通じて、楽天市場内の店舗等で美容関連商品を販売している他、エステ

ティックサロン向けフリーペーパー「ボーテヌーボー」を発行しております。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は5,336千円（前年同期比80.0％減）、営業利益1,614千円（前年同期は

1,118千円の営業損失）となりました。 

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
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（その他の事業） 

 その他の事業としましては、開運グッズサイト「満福館」での風水グッズ等の販売を行っております。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は924千円（前年同期比36.4％減）、営業損失は3,270千円（前年同期は

3,344千円の営業損失）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における総資産は1,742,710千円であり、前連結会計年度末と比較して296,688千円増

加しております。これは主に、現金及び預金が344,195千円増加した一方で、売掛金が16,154千円減少したことと、

携帯電話販売店舗閉鎖等に伴う有形固定資産の減少9,306千円等によるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は752,272千円であり、前連結会計年度末と比較して372,379千円増

加しております。これは主に、長期借入金の増加316,563千円、１年以内返済予定の長期借入金の増加132,860千円が

あった一方で、短期借入金の減少30,000千円、未払法人税等の減少25,949千円等があったことによるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は990,437千円であり、前連結会計年度末と比較して75,690千円

減少しております。これは主に、利益剰余金が20,364千円増加した一方で、自己株式を97,200千円取得したことによ

るものです。 

  

（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は、前連結会計年度末と比較して344,195千円増加し、

682,136千円となりました。  

 当第１四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は40,903千円の収入（前年同四半期は

22,269千円の収入）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益94,049千円、売上債権の減少10,154千円を

計上する一方で、法人税等の支払額66,920千円を計上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」は、当第１四半期連結累計期間は1,930千円の収入（前年同四半期は98,978

千円の支出）となりました。これは主に、株式会社ゼロクリエイトの株式取得による支出39,780千円を計上する一方

で、同社株式の売却による収入47,736千円を計上し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」は、当第１四半期連結累計期間は301,362千円の収入（前年同四半期は

68,995千円の支出）となりました。これは、長期借入による収入500,000千円を計上する一方、自己株式の取得

97,200千円、長期借入金の返済50,577千円、短期借入金の返済30,000千円、配当金の支払20,860千円があったことに

よるものです。  

  

  

 主力のコンテンツ事業におきましては、引き続き携帯電話向け・ＰＣ向けに毎月新規の有料課金コンテンツを投入

し、有料会員数の安定増加と売上拡大を目指してまいります。また、当第１四半期連結会計期間においては、ＰＣ向

け無料ポータルサイトの強化を行うとともに、携帯電話向けの無料ポータルサイトを新規リリースいたしました。今

後、これらのポータルサイトを積極的に活用して無料会員を獲得し、有料コンテンツへの誘引を図るとともに、会員

情報をコンテンツマーケティングに活用してまいります。その他、前連結会計期間より取り組みを本格化させたコン

テンツ毎の売上・コスト管理をさらに徹底することにより、コンテンツ制作の効率化と原価低減に努めてまいりま

す。 

 携帯電話販売事業におきましては、今期は経営の合理化を推進し、採算性の改善を図ります。  

 美容関連事業におきましては、Ｅコマース事業とのシナジーにより、集客の強化を図ってまいります。 

 当第１四半期連結会計期間は、主力のコンテンツ事業において、携帯電話向けコンテンツの有料会員数が順調に増

加し、ＰＣ向けコンテンツの売上減少に歯止めがかかったことに加え、社内システムの刷新や業務の効率化によるコ

スト削減もすすんだことから、概ね当初の予想どおりに業績が推移しております。そのため、平成22年８月期の連結

業績予想につきまして、平成21年10月15日に発表した連結業績予想からの変更はありません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

－ 4 －

㈱メディア工房(3815)　平成22年８月期　第１四半期決算短信



  

  

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.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資産については、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。  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 受注制作のソフトウエ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）を当第１四半期連結累計期間に着手した契約から、当

第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については、進行基準（進捗

率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については検収基準を適用しております。  

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  

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
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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11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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 682,136 337,940

受取手形及び売掛金 398,307 414,461

商品及び製品 6,907 7,918

仕掛品 7,777 10,477

原材料及び貯蔵品 2,761 2,670

販売用不動産 70,641 70,859

その他 31,746 38,422

貸倒引当金 △4,229 △4,245

流動資産合計 1,196,048 878,505

固定資産   

有形固定資産 37,318 46,624

無形固定資産   

のれん 85,672 91,325

その他 49,157 49,332

無形固定資産合計 134,829 140,657

投資その他の資産   

営業保証金 153,547 159,048

敷金及び保証金 142,320 142,060

その他 84,882 79,360

貸倒引当金 △6,235 △235

投資その他の資産合計 374,513 380,233

固定資産合計 546,662 567,516

資産合計 1,742,710 1,446,021

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,545 27,609

短期借入金 10,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 228,660 95,800

未払費用 72,619 76,697

未払法人税等 43,373 69,323

その他 49,460 64,463

流動負債合計 429,659 373,893

固定負債   

長期借入金 316,563 －

その他 6,050 6,000

固定負債合計 322,613 6,000

負債合計 752,272 379,893
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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11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８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 451,459 451,459

資本剰余金 348,454 348,454

利益剰余金 427,086 406,721

自己株式 △244,194 △146,994

株主資本合計 982,806 1,059,641

新株予約権 7,631 6,486

純資産合計 990,437 1,066,128

負債純資産合計 1,742,710 1,446,021
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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９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 408,551 485,037

売上原価 159,281 163,068

売上総利益 249,269 321,969

販売費及び一般管理費 231,819 222,285

営業利益 17,450 99,684

営業外収益   

受取利息 186 6

受取賃貸料 810 －

受取事務手数料 － 60

受取販売奨励金 － 123

その他 131 3

営業外収益合計 1,127 193

営業外費用   

支払利息 2,050 1,395

その他 2,855 414

営業外費用合計 4,905 1,810

経常利益 13,672 98,067

特別利益   

子会社株式売却益 － 7,956

貸倒引当金戻入額 1,181 －

特別利益合計 1,181 7,956

特別損失   

固定資産除却損 － 5,974

過年度貸倒引当金繰入額 － 6,000

特別損失合計 － 11,974

税金等調整前四半期純利益 14,853 94,049

法人税、住民税及び事業税 14,133 42,052

法人税等調整額 △125 2,548

法人税等合計 14,007 44,600

四半期純利益 845 49,448
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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９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11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 14,853 94,049

減価償却費 7,789 6,560

のれん償却額 4,070 5,652

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,317 5,983

受取利息及び受取配当金 △186 △6

支払利息 2,050 1,395

子会社株式売却損益（△は益） － △7,956

固定資産除却損 － 5,974

売上債権の増減額（△は増加） △16,719 10,154

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,880 3,838

仕入債務の増減額（△は減少） 9,212 △2,064

未払費用の増減額（△は減少） 20,424 △4,077

その他 1,542 △10,772

小計 27,840 108,732

利息及び配当金の受取額 214 6

利息の支払額 △1,998 △914

法人税等の支払額 △3,787 △66,920

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,269 40,903

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 △3,268 △478

無形固定資産の取得による支出 △1,924 △2,868

無形固定資産の売却による収入 1,871 571

投資有価証券の取得による支出 △40,000 －

子会社株式の取得による支出 － △39,780

子会社株式の売却による収入 － 47,736

敷金及び保証金の差入による支出 △11,274 △260

貸付金の回収による収入 － 120

営業譲受による支出 △42,523 △2,957

その他 △1,858 △152

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,978 1,930

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） △50,000 △30,000

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △36,110 △50,577

株式の発行による収入 50,397 －

自己株式の取得による支出 △10,736 △97,200

配当金の支払額 △22,546 △20,860

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,995 301,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,705 344,195

現金及び現金同等物の期首残高 614,569 337,940

現金及び現金同等物の四半期末残高 468,864 682,136
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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９月１日 至 平成20年11月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

        事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２．各区分に属する主要な事業内容  

（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〕

  
コンテンツ事業 

（千円） 
携帯電話販売事業

（千円） 
美容関連事業 
（千円） 

その他の事業 
（千円） 

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高  317,017  63,429  26,649  1,454

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  711  14  －

計  317,017  64,141  26,664  1,454

営業利益又は営業損失（△）   106,217  △10,816  △1,118  △3,344

  
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  408,551  －  408,551

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 726  △726  －

計  409,277  △726  408,551

営業利益又は営業損失（△）   90,937  △73,487  17,450

コンテンツ事業 
（千円） 

携帯電話販売事業
（千円） 

美容関連事業 
（千円） 

その他の事業 
（千円） 

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高  394,190  84,586  5,336  924

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3,025  5,479  －

計  394,190  87,612  10,815  924

営業利益又は営業損失（△）   168,246  △5,400  1,614  △3,270

  
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  485,037  －  485,037

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 8,505  △8,505  －

計  493,543  △8,505  485,037

営業利益又は営業損失（△）   161,189  △61,505  99,684

事業区分 主要な事業内容 

 コンテンツ事業  携帯電話・パソコン向けコンテンツの制作・配信 

 携帯電話販売事業  携帯電話機の受託販売及び周辺機器の販売 

 美容関連事業  化粧品販売・エステティックサロン向けフリーペーパー 

 その他の事業  風水グッズ等の販売 
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  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11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、該当事項はりません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11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、該当事項はりません。 

   

  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はりません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）  

 海外売上高がないため、該当事項はりません。 

  

   

 当社は、平成21年11月30日付で、特定の株主から当社普通株式2,000株を97,200千円で取得いたしました。こ

の結果、自己株式が244,194千円となっております。 

   

 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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