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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年2月28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2四半期 1,007 11.4 197 239.3 194 271.4 112 501.6
21年8月期第2四半期 903 ― 58 ― 52 ― 18 ―

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2四半期 3,989.25 3,846.27
21年8月期第2四半期 585.53 575.83

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2四半期 1,783 1,054 58.7 38,530.51
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2四半期  1,046百万円 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 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
22年8月期 ― 0.00
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  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 2,108 10.5 285 39.0 270 38.5 150 63.0 5,157.47

－ 1 －



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）  有  

子会社である株式会社アンクルールは、平成22年１月30日付けで当社を存続会社とする吸収合併により解散したため、連結の範囲から除外しており
ます。 

(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  
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。 

(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） 

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）を第１四半期連
結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第２四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。 

(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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
3ページの【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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社アンクルール ）

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2四半期 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2四半期  5,836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2四半期 28,090株 21年8月期第2四半期 31,811株

－ 2 －



  当第２四半期連結累計期間（平成21年9月1日から平成22年2月28日）におけるわが国経済は、景況感に一部回復の

兆しが見られるものの、依然として厳しい雇用情勢が続く中で個人消費は低迷しており、設備投資も弱い状況です。

 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21年2月末の96,878千台から平成22年2月末には106,919千台に増加しており（前

年同期比10.3%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、携帯電話経由の有料会員獲得を進めるため

引き続き毎月新規コンテンツをリリースするとともに、無料公式サイトをオープンし会員獲得に努めてまいりまし

た。また、「ｍixiアプリ」にゲーム感覚の無料ソーシャルアプリを提供する等、コンテンツジャンルの拡大にも取

り組んでおります。 

 携帯電話販売事業、美容関連事業におきましては、合理化、業務の効率化を通じて、収益の改善に努めてまいりま

した。 

 また、資産の減損対応等、資産内容の改善も積極的に進めました。  

 これらの活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,007,014千円（前年同期比11.4%増）、営業利益

197,538千円（前年同期比239.4％増）、経常利益194,375千円（前年同期比271.4%増）となりました。また、特別利

益として過年度損益修正益30,374千円を計上する一方、特別損失として販売用不動産評価損25,323千円並びに携帯電

話販売事業合理化に伴う店舗閉鎖で固定資産除却損等を計上したこと等により、税金等調整前四半期純利益は

184,161千円（前年同期比251.9%増）となり、四半期純利益は112,059千円（前年同期比501.6%増）となりました。 

 事業の種類別セグメント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。 

 携帯電話向けにつきましては、平成20年3月以降毎月有料の新規コンテンツを提供しておりますが、今期に入りま

して無料の公式サイトを開設、会員数は順調に増加しており、有料会員の獲得にも寄与し始めております。これによ

り、当第２四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44コンテンツ、提供サイト数は139、有料会員

数は266,456人（前年同期比24.4%増）となりました。 

 ＰＣ向けコンテンツ制作におきましては、毎月の新規コンテンツ投入、プロモーションの展開等、ユーザー数の維

持獲得に注力したものの、市場全体のパイの縮小等により、売上は前年同期の水準を若干下回りました。当第２四半

期連結会計期間末現在のＰＣ向けコンテンツ数は64コンテンツ、提供サイト数は388サイトとなっております。 

 また、昨年度より、コンテンツ毎の売上・コスト管理を徹底しており、今期に入っても制作単価の低減、更新作業

の合理化を通じて、利益率の改善が進んでおります。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は809,583千円（前年同期比23.6%増）、営業利益は332,393千円（前年同期

比50.4％増）となりました。 

（携帯電話販売事業） 

 携帯電話販売事業におきましては、当第２四半期連結会計期間末現在13店舗の併売店とソフトバンクショップ1店

舗を通じて、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月の不採算店１店舗の閉鎖も含め、人員削減等の徹底した合理化を図るとともに、関連商品の販売

等収益力の強化に努めてまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の携帯電話販売事業の売上高は184,595千円（前年同期比5.2%増）、営業損

失は1,021千円（前年同期は18,620千円の営業損失）と赤字幅が縮小しました。 

（美容関連事業） 

 美容関連事業におきましては、楽天市場等のインターネットサイトで化粧品等を販売しています。なお、平成22年

1月30日付けで、Ｅコマースで化粧品等の販売を行っていた株式会社アンクルールを株式会社メディア工房に吸収合

併しております。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は10,861千円（前年同期比84.4%減）、営業損失1,147千円（前年同期は512

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

－ 3 －

㈱メディア工房(3815)　平成22年８月期　第２四半期決算短信



（1） 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,783,672千円であり、前連結会計年度末と比較して337,651千円増

加しております。これは主に、現金及び預金が314,219千円、売掛金が36,542千円、および本社移転等により有形固

定資産が16,075千円、それぞれ増加している一方で、販売用不動産の評価損25,323千円やのれんの償却11,304千円が

あったことによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は729,363千円であり、前連結会計年度末と比較して349,470千円増

加しております。これは主に、長期借入金の増加274,898千円、1年以内返済予定の長期借入金の増加104,560千円が

あった一方で、短期借入金の減少40,000千円等があったことによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は1,054,309千円であり、前連結会計年度末と比較して11,819千

円減少しております。これは主に、利益剰余金が80,921千円増加した一方で、自己株式が94,305千円増加したことに

よるものです。  

（2） キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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314,219千円増加し、

652,160千円となりました。 

 当第２四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110,059千円の収入（前年同期は

46,295千円の収入）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益184,161千円、減価償却費15,460千円、の

れんの償却費11,304千円を計上する一方で、売上債権の増加49,159千円、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２四半期連結累計期間は10,122千円の支出（前年同期は108,062

千円の支出）となりました。これは主に、本社移転等に伴う有形固定資産の取得29,338千円、株式会社ゼロクリエイ

トの株式取得39,780千円を計上した一方で、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。

 「財務活動のキャッシュ・フロー」は、当第２四半期連結累計期間は214,282千円の収入（前年同期は153,607千円

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、自己株式の取得による支出97,200

千円、長期借入金の返済による支出120,542千円、短期借入金の純減少額40,000千円、配当金の支払額28,815千円が

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、昨年９月には、携帯電話向けの無料ポータルサ

イトを公式で立ち上げ、順調に会員数を伸ばしております。（当第２四半期連結累計期間末で211,299人）今後、会

員増加に向けた施策を強化し、コンテンツマーケティングを進めることで有料コンテンツへのさらなる誘引を図って

まいります。 

  この他、コンテンツジャンル拡大への取り組みとして、「ｍixiアプリ」へゲーム感覚のソーシャルアプリの提供

を開始いたしました。今後、アプリを毎月提供する体制を整備するとともに、他のソーシャルメディアへも横展開し

ていくことで配信網の拡大を図ります。加えて、スマートフォン向けのアプリ開発等、プラットフォームの多様化に

も対応してまいります。 

 前連結会計期間より取り組んでおりますコンテンツ制作の効率化と原価低減ですが、引き続きシステム対応やワー

クフローの見直しを行うことにより推し進めてまいります。 

 携帯電話販売事業におきましては、不採算店の閉鎖も含め、引き続き、合理化、採算性の向上に取り組んでまいり

ます。 

 当第２四半期連結累計期間は、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、また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進んだことから、当社の予想を上回る業績で推移

いたしました。平成22年８月期の連結業績予想につきましては、デジタルコンテンツ業界のさらなる競争激化も予想

され、それに伴う変動要因も想定されますことから、平成21年10月15日に発表した連結業績予想のままとさせていた

だいております。 

  

  

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
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 当第２四半期連結期間において、株式会社アンクルールは、平成22年1月30日付けで当社を存続会社とする吸

収合併により解散したため、連結の範囲から除外しています。 

  

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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手した契約から、当第２四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２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 652,160 337,940

受取手形及び売掛金 451,003 414,461

商品及び製品 6,528 7,918

仕掛品 8,207 10,477

原材料及び貯蔵品 1,767 2,670

販売用不動産 － 70,859

その他 72,110 38,422

貸倒引当金 △3,264 △4,245

流動資産合計 1,188,512 878,505

固定資産   

有形固定資産 62,700 46,624

無形固定資産   

のれん 79,767 91,325

その他 50,662 49,332

無形固定資産合計 130,429 140,657

投資その他の資産   

営業保証金 156,609 159,048

敷金及び保証金 120,955 142,060

その他 137,317 79,360

貸倒引当金 △12,852 △235

投資その他の資産合計 402,029 380,233

固定資産合計 595,160 567,516

資産合計 1,783,672 1,446,021

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,049 27,609

短期借入金 － 40,000

1年内返済予定の長期借入金 200,360 95,800

未払費用 81,197 76,697

未払法人税等 88,871 69,323

その他 51,936 64,463

流動負債合計 448,415 373,893

固定負債   

長期借入金 274,898 －

その他 6,050 6,000

固定負債合計 280,948 6,000

負債合計 729,363 379,893
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 487,643 406,721

自己株式 △241,299 △146,994

株主資本合計 1,046,257 1,059,641

新株予約権 8,051 6,486

純資産合計 1,054,309 1,066,128

負債純資産合計 1,783,672 1,446,021
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（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９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 903,782 1,007,014

売上原価 339,071 310,302

売上総利益 564,711 696,712

販売費及び一般管理費 506,503 499,173

営業利益 58,207 197,538

営業外収益   

受取利息 607 120

受取賃貸料 939 －

受取事務手数料 2,336 60

受取販売奨励金 － 1,078

その他 460 219

営業外収益合計 4,343 1,477

営業外費用   

支払利息 3,882 3,862

自己株式取得費用 3,170 －

その他 3,166 779

営業外費用合計 10,219 4,641

経常利益 52,331 194,375

特別利益   

過年度損益修正益 － 30,374

子会社株式売却益 － 7,956

特別利益合計 － 38,330

特別損失   

過年度貸倒引当金繰入額 － 6,000

固定資産除却損 － 7,810

本社移転費用 － 5,542

減損損失 － 3,299

販売用不動産評価損 － 25,323

その他 － 568

特別損失合計 － 48,544

税金等調整前四半期純利益 52,331 184,161

法人税、住民税及び事業税 35,528 86,161

法人税等調整額 △1,822 △14,060

法人税等合計 33,705 72,101

四半期純利益 18,626 112,059
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（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12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 495,231 521,977

売上原価 179,789 147,234

売上総利益 315,441 374,742

販売費及び一般管理費 274,684 276,887

営業利益 40,757 97,854

営業外収益   

受取利息 421 113

受取事務手数料 2,336 －

受取販売奨励金 － 954

その他 457 215

営業外収益合計 3,215 1,283

営業外費用   

支払利息 1,831 2,466

自己株式取得費用 2,448 －

その他 1,033 364

営業外費用合計 5,313 2,830

経常利益 38,659 96,307

特別利益   

過年度損益修正益 － 30,374

貸倒引当金戻入額 △1,181 －

特別利益合計 △1,181 30,374

特別損失   

固定資産除却損 － 1,835

本社移転費用 － 5,542

減損損失 － 3,299

販売用不動産評価損 － 25,323

その他 － 568

特別損失合計 － 36,569

税金等調整前四半期純利益 37,478 90,112

法人税、住民税及び事業税 21,394 44,109

法人税等調整額 △1,697 △16,608

法人税等合計 19,697 27,500

四半期純利益 17,780 62,611
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28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 52,331 184,161

減価償却費 15,268 15,460

減損損失 － 2,624

のれん償却額 8,872 11,304

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,373 11,636

受取利息及び受取配当金 △607 △120

支払利息 3,882 3,862

売上債権の増減額（△は増加） △59,155 △49,159

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,221 75,422

仕入債務の増減額（△は減少） 30,462 △1,560

未払費用の増減額（△は減少） 16,739 4,500

預け金の増減額（△は増加） － △22,000

その他 △650 △56,747

小計 51,297 179,385

利息及び配当金の受取額 638 120

利息の支払額 △3,876 △3,739

法人税等の支払額 △3,968 △66,920

法人税等の還付額 2,205 1,213

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,295 110,059

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 △3,840 △29,338

無形固定資産の取得による支出 △2,630 △8,071

無形固定資産の売却による収入 4,562 1,142

投資有価証券の取得による支出 △51,995 －

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

敷金及び保証金の回収による収入 － 21,364

貸付金の回収による収入 1,500 240

営業譲受による支出 △42,523 △2,957

その他 △1,858 △198

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,062 △10,122
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － △40,000

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 △72,220 △120,542

株式の発行による収入 50,397 －

自己株式の取得による支出 △101,446 △97,200

配当金の支払額 △30,338 △28,815

その他 － 840

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,607 214,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △215,373 314,219

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 399,195 652,160
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 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12月１日 至 平成21年２月28日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

  

（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  337,950  112,009  42,863  2,407

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1,637  －  －

計  337,950  113,647  42,863  2,407

営業利益又は営業損失（△）   114,756  △7,803  606  △1,059

  
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  495,231  －  495,231

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,637  △1,637  －

計  496,868  △1,637  495,231

営業利益又は営業損失（△）   106,499  △65,742  40,757

  
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  415,392  100,009  5,525  1,049

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3,278  1,895  －

計  415,392  103,287  7,420  1,049

営業利益又は営業損失（△）   164,147  4,378  △2,761  △912

  
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  521,977  －  521,977

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,173  △5,173  －

計  527,150  △5,173  521,977

営業利益又は営業損失（△）   164,852 △66,997  97,854
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28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 

  
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  654,967  175,439  69,513  3,862

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  2,349  14  －

計  654,967  177,788  69,527  3,862

営業利益又は営業損失（△）   220,974  △18,620  △512  △4,404

  
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  903,782  －  903,782

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,363  △2,363  －

計  906,146  △2,363  903,782

営業利益又は営業損失（△）   197,437  △139,229  58,207

  
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  809,583  184,595  10,861  1,974

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  6,304  7,374  －

計  809,583  190,900  18,236  1,974

営業利益又は営業損失（△）   332,393  △1,021  △1,147  △4,182

  
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  1,007,014  －  1,007,014

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 13,678  △13,678  －

計  1,020,693  △13,678  1,007,014

営業利益又は営業損失（△）   326,041  △128,502  197,538

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２四半期連結会計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年12月１日 至平成22年２月28日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年９月１日 至平成22年２月28日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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12月１日 至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成21年12月１日 至平成22年２月28日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年９月１日 至平成22年２月28日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

平成21年11月30日付にて特定の株主から当社普通株式2,000株を97,200千円で取得したこと等により、自己株式

が241,299千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

－ 14 －

㈱メディア工房(3815)　平成22年８月期　第２四半期決算短信


	uji20100413
	SW_CreateHT100423最終



