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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 2,532 22.3 △164 ― △322 ― △291 ―

21年3月期第3四半期 2,069 ― △298 ― △286 ― △287 ―

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3四半期 △7.62 ―

21年3月期第3四半期 △7.52 ―

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3四半期 2,463 1,756 71.3 45.93
21年3月期 2,596 2,068 78.9 53.56

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,756百万円 21年3月期  2,048百万円

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
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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

通期 3,300 36.5 163 ― 22 ― 20 ― 0.52



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  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。 

(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（四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期第3四半期 38,363,220株 21年3月期  38,363,220株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  122,694株 21年3月期  122,094株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 38,240,707株 21年3月期第3四半期 38,241,996株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲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。 



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年10月以降の世界規模の金融・経済不安により企業収益が低迷を

続けるなか、雇用不安及び所得減少による個人消費の低迷に改善が見られず、経済社会全体としては引き続き厳しい

状況下で推移しております。  

 当社の主要顧客の多くを占めるエンターテインメント・アミューズメント業界におきましても個人消費が余暇・娯

楽等に向く環境とはほど遠く、厳しい環境が続いております。 

このような経済情勢のなかで、当社は得意分野である優良コンテンツの商品化権事業を中心に鋭意努力し、市場開

拓等に取り組んでまいりました。また関連会社である格闘技イベント「戦極」を主催する㈱ワールドビクトリーロー

ドにおいては大晦日の格闘技イベントに対抗戦という形で参加するなどコンテンツ価値の向上に努めてまいりまし

た。当第３四半期累計期間につきましては、営業・経常損失、四半期純損失となっておりますが、第４四半期におい

て利益率の高い版権仲介ビジネスの売上計上を予定しており、概ね当初の業績予想通りに推移いたしました。 

 当第３四半期累計期間の業績は、売上高につきましては2,532百万円（前年同期比22.3％増）となり、損益につき

ましては、市場開拓・販路拡大のため販売費及び一般管理費の増加等により営業損失164百万円（前年同期比44.9％

増）となり、貸倒引当金繰入額の増加により経常損失322百万円（前年同期比12.9％減）となりました。また新株予

約権の未行使による権利失効に伴う新株予約権戻入益20百万円など特別利益の計上により四半期純損失291百万円

（前年同期比1.4％減）となりました。 

 事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

① コンテンツ事業 

 当第３四半期累計期間のコンテンツ事業につきましては、版権仲介事業の一環として映像演出の企画等の周辺ビジ

ネスやスポーツイベントに対する広告代理業などを行ってまいりました。しかしながら、関連会社が関係した大晦日

の格闘技イベントに対する協賛金の支出や当社が立替を行っていた費用に対して回収に疑義が生じたことによる貸倒

引当金繰入額の計上など販売費及び一般管理費が増大する結果となり、事業部全体として収益を大きく圧迫する結果

となりました。 

 この結果、売上高は1,563百万円（前年同期比30.8％増）、営業利益は1百万円（前年同期比98.8％減）となりまし

た。 

② アミューズメント事業  

当第３四半期累計期間のアミューズメント事業につきましては、アミューズメント施設用メダルゲーム機への転用

事業において年末に人気機種が市場に投入されたことを受け、堅調に推移いたしました。 

また、当社オリジナルのアミューズメント施設用メダルゲーム筐体の販売・レンタルにつきましてもアミューズメ

ント施設市場の状況は引き続き厳しい中で、ゲームセンター等ユーザーのニーズに柔軟に対応したことにより、販

売・レンタル共順調な結果を残すことができました。但しレンタル向け筐体が当初予想よりもニーズが高く、筐体に

組み込むための盤面購入費用等の販売費及び一般管理費が増加し前年同期より利益率は僅かながら減少いたしまし

た。 

 この結果、売上高は831百万円（前年同期比6.0％増）、営業利益は68百万円（前年同期比28.0％減）となりまし

た。 

③ コンサルティング事業 

 当第３四半期累計期間のコンサルティング事業につきましては、「アミューズメントショッピングエリア事業」、

「遊休不動産活用コンサルティング事業」ともに新規案件成立させることができませんでした。 

 この結果、売上高137百万円（前年同期比51.9％増）、営業利益10百万円（前年同期3百万円の営業損失）となりま

した。 

 上記の金額には総務部門等管理部門に係る配賦不能営業費用は含んでおりません。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における総資産は2,463百万円（前事業年度末は2,596百万円）となり、132百万円減少い

たしました。この主な要因は、現金及び預金の増加（1,435百万円から1,494百万円へ58百万円増）、前渡金の増加

（241百万円から497百万円へ255百万円増）がある一方で、受取手形及び売掛金の減少（251百万円から182百万円へ

68百万円減）、商品及び製品の減少（110百万円から51百万円へ59百万円減）、貸倒引当金の増加（1,925百万円か

ら2,163百万円へ237百万円増）があったことによるものです。  

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



（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債は706百万円（前事業年度末は527百万円）となり、179百万円増加いたしま

した。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加（426百万円から550百万円へ123百万円増）によるものです。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産は1,756百万円（前事業年度末は2,068百万円）となり、312百万円減少い

たしました。これは、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少（△2,754百万円から△3,046百万円へ291百万円

減）、新株予約権の権利失効による減少（20百万円減）によるものであり、自己資本比率は71.3％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,494百万円となり、前事業年度末と比較して58百

万円の増加となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果獲得した資金は66百万円（前年同期1,255百万円の支出）となりました。 

 これは税引前四半期純損失（290百万円）の計上、貸倒引当金の増加（282百万円）、売上債権の減少（68百万

円）等の要因によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は8百万円（前年同期220百万円の支出）となりました。  

 これは貸付金の回収による収入（27百万円）、有形固定資産の売却による収入（5百万円）等の収入があった一方

で、貸付による支出（42百万円）等が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）  

 財務活動の結果使用した資金は0百万円（前年同期0百万円の支出）となりました。 

 これは自己株式の取得による支出（0百万円）によるものです。 

  

  

 通期業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しており、現時点においては平成21年10月30日に公表いたしま

した「業績予想の修正に関するお知らせ」に変更はありません。 

  

1．簡便な会計処理 

 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算出しております。 

2．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

     該当事項はありません。 

     

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,494,409 1,435,631

受取手形及び売掛金 182,967 251,064

商品及び製品 51,101 110,423

前渡金 497,248 241,582

その他 57,079 154,305

貸倒引当金 △187,087 △100,599

流動資産合計 2,095,718 2,092,406

固定資産   

有形固定資産 35,621 30,665

無形固定資産 46,561 54,587

投資その他の資産   

長期貸付金 1,535,094 1,519,224

敷金及び保証金 557,784 558,754

その他 169,131 166,082

貸倒引当金 △1,976,461 △1,825,371

投資その他の資産合計 285,549 418,689

固定資産合計 367,732 503,942

資産合計 2,463,450 2,596,348

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 550,385 426,946

未払法人税等 4,745 3,685

引当金 2,963 3,182

その他 102,637 52,008

流動負債合計 660,731 485,822

固定負債   

引当金 11,965 7,608

その他 34,294 34,194

固定負債合計 46,259 41,802

負債合計 706,990 527,625



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,910,916 2,910,916

資本剰余金 1,961,297 1,961,297

利益剰余金 △3,046,437 △2,754,732

自己株式 △69,316 △69,301

株主資本合計 1,756,460 2,048,180

新株予約権 － 20,542

純資産合計 1,756,460 2,068,723

負債純資産合計 2,463,450 2,596,348



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,069,771 2,532,202

売上原価 1,615,845 1,953,471

売上総利益 453,926 578,731

販売費及び一般管理費 752,913 743,406

営業損失（△） △298,987 △164,674

営業外収益   

受取利息 10,571 2,254

その他 6,780 3,185

営業外収益合計 17,351 5,439

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 4,216 162,869

その他 148 659

営業外費用合計 4,365 163,529

経常損失（△） △286,001 △322,764

特別利益   

前期損益修正益 23,949 1,275

固定資産売却益 － 3,909

貸倒引当金戻入額 67,401 6,238

新株予約権戻入益 － 20,542

その他 3,006 －

特別利益合計 94,357 31,966

特別損失   

固定資産除却損 18,516 －

子会社株式売却損 32,000 －

投資有価証券評価損 44,699 －

特別損失合計 95,216 －

税引前四半期純損失（△） △286,860 △290,797

法人税、住民税及び事業税 907 907

法人税等合計 907 907

四半期純損失（△） △287,768 △291,704



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △286,860 △290,797

減価償却費 6,633 19,485

コンテンツ版権勘定償却額 58,315 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62,441 282,877

有形固定資産売却損益（△は益） － △3,909

固定資産除却損 18,516 －

子会社株式売却損益（△は益） 32,000 －

投資有価証券評価損益（△は益） 44,699 －

たな卸資産評価損 － 35,000

新株予約権戻入益 － △20,542

売上債権の増減額（△は増加） 1,540,733 68,096

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,200 6,600

その他の流動資産の増減額（△は増加） 77,406 44,574

差入保証金の増減額（△は増加） △200,000 －

仕入債務の増減額（△は減少） △2,534,009 △132,226

その他の流動負債の増減額（△は減少） △80,888 51,990

預り保証金の増減額（△は減少） △2,000 100

その他 △7,598 3,674

小計 △1,261,408 64,923

利息及び配当金の受取額 7,005 3,095

法人税等の支払額 △1,210 △1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,255,613 66,808

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 △33,717 －

有形固定資産の売却による収入 － 5,215

無形固定資産の取得による支出 △55,691 －

貸付けによる支出 △247,000 △42,000

貸付金の回収による収入 114,400 27,300

敷金及び保証金の差入による支出 △7,500 △3,030

敷金及び保証金の回収による収入 9,500 4,000

その他 － 500

投資活動によるキャッシュ・フロー △220,008 △8,015

財務活動によるキャッシュ・フロー   

その他 △154 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △154 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,475,775 58,777

現金及び現金同等物の期首残高 2,755,214 1,435,631

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,279,438 1,494,409



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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