
平成22年8月期 第3四半期決算短信 

平成22年7月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 メディア工房 上場取引所 東 
コード番号 3815 URL http://www.mkb.ne.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 長沢 一男
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営管理部長 （氏名） 日浦 史夫 TEL 03-5549-1804
四半期報告書提出予定日 平成22年7月15日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年8月期第3四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年5月31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3四半期 1,557 11.6 334 173.7 330 189.0 194 288.7
21年8月期第3四半期 1,395 ― 122 ― 114 ― 49 ―

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3四半期 6,992.69 6,728.59
21年8月期第3四半期 1,611.96 1,570.86

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3四半期 1,812 1,135 62.2 41,556.26
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3四半期  1,128百万円 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  有   

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）
2,600.00 2,600.00

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  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 2,135 11.9 450 119.5 445 127.3 250 169.4 9,052.07
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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）  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３四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 
１．平成21年10月15日に公表いたしました連結業績予想につきましては、修正しております。具体的な内容につきましては、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」及び平成22年７月14日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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 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3四半期 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3四半期  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3四半期 27,775株 21年8月期第3四半期 30,997株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ユーロ圏における財政不安の拡大等、世界経済の先行き懸念が

根強く、国内においては政治の不安定化もあり、雇用環境の悪化や個人消費の低迷が続いていることから、依然とし

て景気の先行きに不透明感が漂っております。  

 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環境につきましては、平成22年５月31日現在に

おける携帯電話の累計契約台数が113,189千台（前年同期比4.7%増）、そのうち第３世代携帯電話の契約台数は

110,508千台（前年同期比9.0%増）「出所：社団法人電気通信事業者協会」となり、携帯電話でのインターネット利

用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21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」と「モバイルコマース市場」を合わせ、前年比12％増の1兆

5,206億円と拡大が続いております。一方で、ソーシャルメディアのプラットフォームオープン化の進展や、スマー

トフォン・ｉＰａｄ等の普及拡大により、コンテンツ配信網が多様化していくことが見込まれ、新しい事業モデルへ

の期待が高まっております。 

 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、携帯電話向けに毎月有料コンテンツをリリ

ースして新規有料会員獲得を進めるとともに、コンテンツマーケティングを推進し、携帯電話向けポータルサイトが

抱える無料占いユーザーを有料コンテンツへ誘導することで会員数の底上げに努めてまいりました。また、コンテン

ツジャンルと配信網の拡大を目的として、ソーシャルアプリ向けにゲームアプリケーションの提供を進めるととも

に、スマートフォン等の新デバイスに向けたサービス開発体制の整備も行いました。  

 携帯電話販売事業におきましては、引き続き合理化を進めるとともに、スマートフォンや周辺機器販売の強化に取

り組むことで収益体質への転換を図りました。 

 これらの活動の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,557,832千円（前年同期比11.6％増）、営業利益

334,731千円（前年同期比173.7％増）、経常利益330,004千円（前年同期比189.0％増）、四半期純利益194,221千円

（前年同期比288.7％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、今期開設した無料公式サイトの会員数が順調に増加し、無料会員の有料コンテンツ

への誘導が進んでおります。また、広告宣伝活動を積極的に実施したことに加え、平成20年３月以降、毎月新規の有

料コンテンツ提供を続けており、有料会員数は291,911人（前年同期比28.8％増）となりました。なお、当第３四半

期連結会計期間末現在の携帯電話向けコンテンツ数は47コンテンツ、提供サイト数は148サイトとなっております。 

 ＰＣ向けコンテンツにつきましては、毎月の新規コンテンツ投入やプロモーションの展開等、ユーザー数の維持獲

得に注力した結果、市場全体のパイの縮小があるものの、売上は回復の兆しが見えはじめました。当第３四半期連結

会計期間末現在のＰＣ向けコンテンツ数は67コンテンツ、サイト数は413サイトとなりました。 

 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いることに加え、今期に入り制作工程のシステム化

を進めたことから、利益率の改善がさらに進んでおります。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は1,250,727千円（前年同期比23.6％増）、営業利益は520,091千円（前年同

期比48.4％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３四半期連結会計期間末現在、12店舗の併売店とソフトバンクショップ１

店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。市場全体で販売台数が減少する厳しい事業環境の中、徹

底した合理化を進めるとともに、スマートフォンや周辺機器の販売を強化することで、収益体質への転換を図りまし

た。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は287,195千円（前年同期比3.9％減）、営業利益は19,755千円（前年同期は

9,707千円の営業損失）となり、黒字を計上することができました。  

（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を販売しております。  

  当セグメントの売上高は17,133千円（前年同期比78.2％減）、営業損失6,160千円（前年同期は4,288千円の営業損

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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（1） 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は1,812,820千円であり、前連結会計年度末と比較して366,798千円増

加しております。これは主に、現金及び預金が322,169千円、売掛金が42,370千円、およびサーバーの増設等により

有形固定資産が19,149千円、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16,939

千円によるものです。  

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は676,999千円であり、前連結会計年度末と比較して297,106千円増

加しております。これは主に、長期借入金の増加233,233千円、1年以内返済予定の長期借入金の増加70,860千円、未

払法人税の増加26,753千円等があった一方で、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３四半期連結会計期間末における純資産合計は1,135,820千円であり、前連結会計年度末と比較して69,692千

円増加しております。これは主に、利益剰余金が163,082千円増加した一方で、純資産の控除項目である自己株式が

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３四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322,169千円増加し、

660,110千円となりました。  

 当第３四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230,755千円の収入（前年同期は

129,269千円の収入）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益319,474千円、減価償却費24,872千円、の

れんの償却費16,939千円を計上する一方で、売上債権の増加42,370千円、法人税等の支払額112,390千円を計上した

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３四半期連結累計期間は47,408千円の支出（前年同期は114,778

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43,061千円、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３四半期連結累計期間は138,822千円の収入（前年同期は265,320千円

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195,907千円、短期借入金の純減少額40,000千円、配当金の支払額28,910千円が

あったことによるものです。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間は、主力のコンテンツ事業部門では、携帯電話向けコンテンツの有料会員数が順調に増

加し、売上・収益ともに伸長いたしました。また、「mixiアプリ」と「モバゲータウン」向けにソーシャルゲームを

展開。課金アイテムの開発を開始するなど、コンテンツジャンルと配信網の拡大を図りました。このほか、受託開発

案件の積み上げも進み、携帯電話販売部門では、合理化と販売力の強化により、連結子会社についても23,796千円の

営業利益（前年同期は9,707千円の営業損失）を計上いたしました。 

 一方で、スマートフォンやiPad向けのアプリ開発等、プラットフォーム多様化に向けた準備を進めるとともに、サ

ーバーの冗長化を図り、解析ツールの開発を行うなどシステム面の整備を実施いたしました。また、保有不動産の減

損処理や携帯電話販売事業における不採算店舗の閉鎖など、資産内容の改善も積極的に進めました。 

 このように、新プラットフォーム向けの開発費及び社内システム構築等に伴う開発費、ならびに財務体質改善のた

めの特別損失の引当金等の計上をして、体制強化を図ってきましたが、特に、コンテンツマーケティングを通じた携

帯電話向けコンテンツの売上が伸びたことにより、営業利益、経常利益及び当期純利益につきましては、当第３四半

期連結累計期間末時点で、平成21年10月15日に発表した通期連結業績予想の数値を既に上回っております。 

 今後も引き続き、コンテンツ事業における売上及び利益の拡大と携帯電話販売事業における利益が見込まれること

から、平成21年10月15日に公表いたしました平成22年８月期（平成21年９月１日～平成22年８月31日）の業績予想を

修正いたしました。当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。  

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２四半期連結会計期間において、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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31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 660,110 337,940

受取手形及び売掛金 456,832 414,461

商品及び製品 6,414 7,918

仕掛品 10,255 10,477

原材料及び貯蔵品 1,044 2,670

販売用不動産 － 70,859

その他 68,249 38,422

貸倒引当金 △3,273 △4,245

流動資産合計 1,199,633 878,505

固定資産   

有形固定資産 65,774 46,624

無形固定資産   

のれん 74,132 91,325

その他 47,277 49,332

無形固定資産合計 121,409 140,657

投資その他の資産   

営業保証金 147,649 159,048

敷金及び保証金 121,955 142,060

その他 163,489 79,360

貸倒引当金 △7,091 △235

投資その他の資産合計 426,002 380,233

固定資産合計 613,186 567,516

資産合計 1,812,820 1,446,021

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,158 27,609

短期借入金 － 40,000

1年内返済予定の長期借入金 166,660 95,800

未払費用 101,451 76,697

未払法人税等 96,076 69,323

その他 48,369 64,463

流動負債合計 437,716 373,893

固定負債   

長期借入金 233,233 －

その他 6,050 6,000

固定負債合計 239,283 6,000

負債合計 676,999 379,893
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31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 569,804 406,721

自己株式 △241,299 △146,994

株主資本合計 1,128,418 1,059,641

新株予約権 7,402 6,486

純資産合計 1,135,820 1,066,128

負債純資産合計 1,812,820 1,446,021
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 1,395,282 1,557,832

売上原価 503,375 461,616

売上総利益 891,906 1,096,215

販売費及び一般管理費 769,595 761,484

営業利益 122,311 334,731

営業外収益   

受取利息 743 124

受取事務手数料 2,336 －

受取販売奨励金 1,255 1,780

その他 1,457 308

営業外収益合計 5,792 2,213

営業外費用   

支払利息 5,485 6,146

自己株式取得費用 5,032 －

その他 3,386 794

営業外費用合計 13,904 6,940

経常利益 114,198 330,004

特別利益   

過年度損益修正益 － 30,374

子会社株式売却益 － 7,956

投資有価証券売却益 992 －

その他 － 118

特別利益合計 992 38,449

特別損失   

過年度貸倒引当金繰入額 － 6,000

固定資産除却損 － 8,035

本社移転費用 － 5,542

投資有価証券評価損 13,499 778

減損損失 － 3,299

販売用不動産評価損 － 25,323

特別損失合計 13,499 48,978

税金等調整前四半期純利益 101,691 319,474

法人税、住民税及び事業税 49,112 138,646

法人税等調整額 2,613 △13,393

法人税等合計 51,725 125,253

四半期純利益 49,965 194,221
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 491,499 550,817

売上原価 164,304 151,313

売上総利益 327,195 399,503

販売費及び一般管理費 263,091 262,310

営業利益 64,103 137,192

営業外収益   

受取利息 135 4

受取販売奨励金 1,255 702

その他 57 28

営業外収益合計 1,448 735

営業外費用   

支払利息 1,603 2,284

自己株式取得費用 1,864 －

その他 217 15

営業外費用合計 3,685 2,299

経常利益 61,867 135,628

特別利益   

投資有価証券売却益 992 －

その他 － 118

特別利益合計 992 118

特別損失   

投資有価証券評価損 13,499 209

固定資産除却損 － 225

特別損失合計 13,499 434

税金等調整前四半期純利益 49,359 135,312

法人税、住民税及び事業税 13,584 52,484

法人税等調整額 4,435 666

法人税等合計 18,020 53,151

四半期純利益 31,339 82,161
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31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 101,691 319,474

減価償却費 23,004 24,872

減損損失 － 2,624

のれん償却額 13,675 16,939

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,389 5,883

受取利息及び受取配当金 △743 △124

支払利息 5,485 6,146

投資有価証券売却損益（△は益） △992 －

投資有価証券評価損益（△は益） 13,499 778

売上債権の増減額（△は増加） △36,659 △42,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,646 74,211

預け金の増減額（△は増加） － △36,100

仕入債務の増減額（△は減少） 1,452 △2,450

未払費用の増減額（△は減少） 25,436 24,512

その他 23,313 △47,637

小計 160,907 346,760

利息及び配当金の受取額 775 124

利息の支払額 △5,380 △6,110

法人税等の支払額 △29,238 △112,390

法人税等の還付額 2,205 2,371

営業活動によるキャッシュ・フロー 129,269 230,755

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 △6,579 △43,061

無形固定資産の取得による支出 △6,494 △8,476

無形固定資産の売却による収入 4,562 1,714

投資有価証券の取得による支出 △51,995 △16,000

投資有価証券の売却による収入 2,988 －

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

敷金及び保証金の回収による収入 － 21,364

敷金及び保証金の差入による支出 △14,876 △1,260

貸付金の回収による収入 2,000 360

営業譲受による支出 △42,523 △2,957

その他 △1,858 △7,047

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,778 △47,408
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

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） △30,000 △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 △108,330 △195,907

株式の発行による収入 50,397 －

自己株式の取得による支出 △146,994 △97,200

配当金の支払額 △30,393 △28,910

その他 － 840

財務活動によるキャッシュ・フロー △265,320 138,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250,829 322,169

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 363,739 660,110
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31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  356,884  123,447  9,092  2,074

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  2,329  －  －

計  356,884  125,776  9,092  2,074

営業利益又は営業損失（△）   129,406  8,913  △3,776  △1,277

  
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  491,499  －  491,499

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,329  △2,329  －

計  493,829  △2,329  491,499

営業利益又は営業損失（△）   133,264  △69,161  64,103

  
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  441,143  102,599  6,272  801

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3,526  －  －

計  441,143  106,125  6,272  801

営業利益又は営業損失（△）   187,698  20,777  △5,012  △217

  
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  550,817  －  550,817

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,526  △3,526  －

計  554,343  △3,526  550,817

営業利益又は営業損失（△）   203,245  △66,053  137,192
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５月31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  1,011,852  298,886  78,606  5,937

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  4,679  14  －

計  1,011,852  303,565  78,620  5,937

営業利益又は営業損失（△）   350,380  △9,707  △4,288  △5,682

  
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  1,395,282  －  1,395,282

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4,693  △4,693  －

計  1,399,975  △4,693  1,395,282

営業利益又は営業損失（△）   330,702  △208,390  122,311

  
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  1,250,727  287,195  17,133  2,775

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  9,830  7,374  －

計  1,250,727  297,025  24,508  2,775

営業利益又は営業損失（△）   520,091  19,755  △6,160  △4,399

  
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  1,557,832  －  1,557,832

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 17,205  △17,205  －

計  1,575,037  △17,205  1,557,832

営業利益又は営業損失（△）   529,287  △194,556  334,731

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３四半期連結会計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成22年３月１日 至平成22年５月31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３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年９月１日 至平成22年５月31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３四半期連結会計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成22年３月１日 至平成22年５月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年９月１日 至平成22年５月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社の連結子会社である株式会社ＭＫコミュニケーションズは、携帯端末の商流一本化のために代理店契約を解除

した株式会社モバイルコミュニティに対し、保証金１億２千万円の返還を求める訴えを平成22年３月29日付けで東京

地方裁判所に提起しております。   

  

  

〔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

６．その他の情報
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