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1.  平成22年9月期第2四半期の業績（平成21年10月1日～平成22年3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9月期第2四半期 733 △60.9 33 ― 29 ― 6 ―
21年9月期第2四半期 1,875 ― △48 ― △56 ― △60 ―

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9月期第2四半期 230.28 ―
21年9月期第2四半期 △2,108.18 ―

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9月期第2四半期 1,460 882 60.1 30,991.13
21年9月期 1,534 888 57.6 30,659.03

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  877百万円 21年9月期  883百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ― 0.00
22年9月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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 1,400 △49.3 40 ― 33 ― 10 ― 346.30



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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 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9月期第2四半期 28,877株 21年9月期  28,877株
② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  560株 21年9月期  60株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第2四半期 28,505株 21年9月期第2四半期 28,874株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含
んでおります。実際の実績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務
諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 



 当第２四半期会計期間における我が国経済は、政府による景気刺激策や海外経済の改善による輸出の増加などによ

り、景気は着実に持ち直してきているものの、なお自律性は弱く、雇用環境は依然として不安定であり失業率が高止

まりするなど、景気の先行きは厳しい状況が続くことが予想されます。 

 当社を取り巻く環境といたしましては、日本国内における携帯電話の契約者数が平成22年３月末現在で１億1,218

万契約に達しており、そのうち第３世代携帯電話の契約者が占める割合は97.2％で、平成21年12月末の96.0％から増

加率は緩やかなものの、着実に増加を続けております（出所：社団法人電気通信事業者協会）。  

 このような環境の下、コンテンツ事業に関しては、動画コンテンツなど差別化コンテンツの配信、サイトの機能追

加や見直しによるユーザビリティの向上、ＲＯＩを重視したプロモーション施策により、会員数の増加を目指して参

りました。また、当第２四半期会計期間から大手ＳＮＳのｍｉｘｉに対してアプリの提供を開始し、これまで行って

きた通信キャリアからの課金だけでなく、新たなコンテンツプラットフォームで課金収益をあげるべく取り組んで参

りました。しかしながら、当第２四半期会計期間において長編動画コンテンツの権利獲得のために支払う前払費用に

関して、ケータイ動画市場の拡大が想定よりも緩やかな状況から、先行投資分の回収不能と見込まれる金額が増加す

るものと判断し、事業損失引当金の繰入35,341千円、不採算サイトに関連するシステム等の固定資産に対して減損損

失2,624千円を特別損失として計上いたします。一方、平成21年８月３日付「債権の取立不能又は取立遅延のおそれ

に関するお知らせ」並びに平成21年11月５日付「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ（追加報

告）」にてお伝えしております通りアーティストサイトの共同運営先である株式会社マスターワークより、サイト運

営にかかる供託金の回収を進めておりますが、現状の収益状況を鑑み回収可能見込額が増加したため、貸倒引当金戻

入益19,635千円を特別利益として計上いたします。 

 ソリューション事業に関しては、モバイルアプリケーション開発、モバイルサイトの構築・運営支援等の受注活動

は安定的に推移しました。 

 なお、平成21年９月30日付で連結子会社であった株式会社メディアグロウの全保有株式を売却し連結の範囲から除

外したことにより、前第２四半期累計期間と比較して売上高が大幅に減少しております。  

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は733,283千円（前年同期比60.9％減）、営業利益は33,276千円（前

年同期は48,022千円の営業損失）、経常利益は29,501千円（前年同期は56,798千円の経常損失）、四半期純利益は

6,564千円（前年同期は60,871千円の四半期純損失）となりました。 

  

事業部門別の状況は以下の通りであります。 

（コンテンツ事業） 

 コンテンツ事業は、携帯電話利用者に対して「着うたフル®」「電子書籍」「動画」といった３Ｇコンテンツの配

信を行うものであり当社の主力事業であります。また、コンテンツの課金数は、平成22年３月末時点で339千件（平

成21年12月末比38千件減）となっております。 

 差別化コンテンツの配信、ＲＯＩを重視したプロモーション施策により、会員数の増加を目指して参りました。 

差別化コンテンツにおいては、動画サイトである「ベストヒットハリウッド ＋（プラス）」、「ベストヒット動

画」にて、平成21年洋画興行収入No１作品である「ハリー・ポッター」シリーズ最新作「ハリー・ポッターと謎のプ

リンス」、全米において絶大な人気を博す「ゴシップガール＜ファースト・シーズン＞」を日本初フル配信するな

ど、ワーナー エンターテイメントジャパン株式会社 ワーナー・ブラザーズ デジタル・ディストリビューション

部門がライセンス提供する作品を中心にＤＬ数は堅調に推移いたしました。しかしながら、動画サイトについては、

コンテンツ権利獲得に要した先行投資を未だ回収するには至っておりません。 

 会員獲得のための効果的なプロモーション施策については、引き続きＲＯＩを重視したプロモーションを実施して

参りました。具体的には、キャリアが実施するキャンペーンやキャリアとタイアップした形でのプロモーションの強

化、最新作の配信開始と連動して集客力のある他社サイトとのコラボレーション企画を実施するなど、費用を抑えな

がらも会員の獲得に注力いたしました。また、ＲＯＩの低いアフィリエイト出稿を見直し、全面的に停止しておりま

す。これらの施策を行ったものの、会員数は引き続き既存会員の退会率が下げ止まっておらず、減少傾向にありま

す。 

 その他平成22年３月から大手ＳＮＳのｍｉｘｉに対してアプリの提供を開始し、これまで行ってきた通信キャリア

からの課金だけでなく、新たなコンテンツプラットフォームで課金収益をあげるべく取り組んで参りました。３月末

時点では、他社との協業運営のものも含め３つのアプリを提供し、今期中に10本程度の提供を予定しております。 

 以上の結果、コンテンツ事業の売上高は682,662千円（前年同期比24.5％減）となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報



（ソリューション事業） 

 ソリューション事業は、モバイルサイトの公式メニュー化、モバイルサイトの運営支援及び受託制作等を行うもの

であります。モバイルサイトを利用したプロモーション案件の増加や既存クライアントからの継続したモバイルアプ

リケーション開発、モバイルサイトの運営支援等により受注は安定的に獲得しております。 

 以上の結果、ソリューション事業の売上高は50,620千円（前年同期比27.5％減）となりました。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における資産の状況は、総資産が前期末に比べ73,434千円減少し、1,460,666千円となり

ました。負債は、前期末に比べ66,913千円減少して578,205千円となりました。これは主に、短期借入金が100,000千

円増加したものの、売上の減少に伴う仕入の減少により買掛金24,922千円、広告出稿等の減少により未払金が17,181

千円、長期借入金の返済により49,800千円、事業損失引当金を取り崩したことにより60,998千円それぞれ減少したた

めであります。純資産については、四半期純利益6,564千円を計上しているものの、自己株式の取得12,489千円によ

り前期末に比べ6,521千円減少して882,460千円となりました。 

  

各キャッシュフローの状況は以下のとおりであります。 

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます）は、前事業年度末に比べ

75,666千円増加し798,397千円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は28,324千円となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益の計上による

14,570千円、売上債権の減少による71,573千円であり、主な支出要因は、事業損失引当金の取り崩しによる減少

60,998千円であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は9,665千円となりました。主な収入要因は、子会社株式の売却による収入15,459千

円であり、主な支出要因は、無形固定資産の取得による支出3,810千円であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は37,677千円となりました。主な収入要因は、短期借入金の増加による100,000千円

であり、主な支出要因は、長期借入金の返済による49,800千円及び自己株式の取得による支出12,489千円でありま

す。 

  

 当社は、当第２四半期会計期間における当社の現状とモバイルコンテンツ市場環境を踏まえて、平成22年４月27日

付「業績予想の修正並びに特別損益の計上に関するお知らせ」にて開示させて頂いたとおり、平成21年11月５日付で

発表した平成22年９月期業績予想を修正しております。 

 第３四半期以降におきましては、コンテンツ事業では、広告出稿による一時的な入会者ではない良質な会員の獲得

に引き続き注力してまいります。また、新規サービスとして新たなコンテンツプラットフォームで早期に課金収益を

あげるため、更なるソーシャルアプリの投入、スマートフォン向けの音楽、動画、書籍系コンテンツやアプリ投入に

向けたマーケティングを推進して参ります。 

 ソリューション事業におきましては、引き続きモバイルサイト開発、アプリケーション開発及びモバイルサイト運

営支援などの受注活動をしていくとともに、新たな展開として他社との協業運営を軸としたレベニューシェアモデル

での案件の獲得に注力して参ります。 

 平成22年９月期の業績予想につきましては、平成22年４月27日に発表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。  

  

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



  

１．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、事業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。 

２．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっており、前年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に著しい

変化が認められる場合には、前年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに著しい変化

の影響を加味したものを利用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ェアに係る収益の計上基準については、従来、検収基準を採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１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期

間に着手した契約から、当第２四半期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

ては進行基準を（進捗率の見積は原価比例法）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）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２四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 798,397 722,730

売掛金 271,203 342,777

その他 54,414 114,898

貸倒引当金 △1,323 △8,823

流動資産合計 1,122,692 1,171,583

固定資産   

有形固定資産 42,088 48,009

無形固定資産   

のれん 102,750 117,250

その他 36,589 44,973

無形固定資産合計 139,339 162,223

投資その他の資産   

敷金及び保証金 254,785 270,113

その他 55,496 48,042

貸倒引当金 △153,736 △165,871

投資その他の資産合計 156,546 152,284

固定資産合計 337,974 362,517

資産合計 1,460,666 1,534,100

負債の部   

流動負債   

買掛金 130,229 155,151

短期借入金 205,000 105,000

1年内返済予定の長期借入金 99,600 99,600

未払法人税等 2,865 3,663

事業損失引当金 39,387 100,385

その他 25,223 55,618

流動負債合計 502,305 519,419

固定負債   

長期借入金 75,900 125,700

固定負債合計 75,900 125,700

負債合計 578,205 645,119

純資産の部   

株主資本   

資本金 563,900 563,900

資本剰余金 608,821 608,821

利益剰余金 △280,260 △286,824

自己株式 △14,885 △2,395

株主資本合計 877,575 883,501

新株予約権 4,884 5,480

純資産合計 882,460 888,981

負債純資産合計 1,460,666 1,534,100



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,875,580 733,283

売上原価 1,483,526 428,844

売上総利益 392,053 304,438

販売費及び一般管理費 440,075 271,162

営業利益又は営業損失（△） △48,022 33,276

営業外収益   

受取利息 419 170

受取配当金 147 152

還付加算金 358 409

その他 － 100

営業外収益合計 925 831

営業外費用   

支払利息 1,451 2,403

株式上場関連費用 8,045 2,130

その他 205 72

営業外費用合計 9,702 4,606

経常利益又は経常損失（△） △56,798 29,501

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 19,635

新株予約権戻入益 － 3,399

特別利益合計 － 23,034

特別損失   

減損損失 2,009 2,624

事業損失引当金繰入額 － 35,341

特別損失合計 2,009 37,965

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △58,808 14,570

法人税、住民税及び事業税 265 1,145

法人税等調整額 1,798 6,861

法人税等合計 2,063 8,006

四半期純利益又は四半期純損失（△） △60,871 6,564



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△58,808 14,570

減価償却費 19,600 13,985

のれん償却額 13,250 14,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,736 △19,635

事業損失引当金の増減額（△は減少） － △60,998

受取利息及び受取配当金 △567 △322

支払利息 1,451 2,403

株式報酬費用 1,826 2,803

新株予約権戻入益 － △3,399

減損損失 2,009 2,624

売上債権の増減額（△は増加） 155,416 71,573

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,193 －

仕入債務の増減額（△は減少） △86,183 △9,785

前払費用の増減額（△は増加） 27,020 23,526

その他 3,936 △32,909

小計 93,882 18,936

利息及び配当金の受取額 567 322

利息の支払額 △1,730 △2,365

法人税等の支払額 △2,108 △1,179

法人税等の還付額 12,587 12,609

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,197 28,324

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 △908 △1,728

無形固定資産の取得による支出 △19,139 △3,810

投資有価証券の取得による支出 △10,125 －

営業譲受による支出 △135,000 －

子会社株式の売却による収入 － 15,459

その他 △476 △255

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,649 9,665

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） － 100,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △24,900 △49,800

自己株式の取得による支出 △2,395 △12,489

配当金の支払額 △28,543 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー 244,161 37,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 181,708 75,666

現金及び現金同等物の期首残高 546,289 722,730

現金及び現金同等物の四半期末残高 727,998 798,397



 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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