
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,468  △13.1  △68     －  △70     －  △120     － 

22年３月期第１四半期  2,839  △12.2  △63     －  △88     －  △106     － 

  
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 

23年３月期第１四半期  △1,930  75       －      

22年３月期第１四半期  △1,713  33       －      

  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 

23年３月期第１四半期  5,514  4,510  81.7  72,236  94

22年３月期  6,038  4,692  76.6  74,190  82

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 4,507百万円 22年３月期 4,625百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期       －        0 00 －     0 00  0  00

23年３月期       －      

23年３月期（予想）  0 00     －     0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  4,980  △11.8  △120  －  △122  －  △150  －  △2,404  31

通期  10,380  △9.2  130  －  131  －  100  82.1  1,602  80



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規 －社 （社名）－ 、除外 －社  （社名）－ 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。  

※  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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 62,402株 22年３月期 62,358株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 8株 22年３月期 8株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 62,381株 22年３月期１Ｑ 62,104株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

売上高 

 当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比13.1％減の2,468百万円となりました。子会社（株式会社クロ

スリスティング及びエキサイト・ミュージックエンタテインメント株式会社）を譲渡したことが、連結収益減少の主

な要因となっております。 

 ポータルサイト運営を中心とするメディア事業につきましては、市場ニーズへの対応を急ぐべく、パフォーマンス

型の広告商品の開発を積極的に進めるとともに、ブログサービスに広告枠を設けるなどマネタイズ戦略を強化いたし

ました。しかしながら、競争は依然として厳しく広告商品の販売は低調に推移し、当セグメントの売上高は856百万

円となりました。一方、コミュニケーションサービスやプロバイダー事業を展開するコンシューマーサービス事業

は、対戦型オンラインゲームの中止等による減収要因がありましたが、電話占いサービスやプロバイダー事業が堅調

に推移し、当セグメントの売上高は1,612百万円となりました。 

  

営業利益又は営業損失 

 利益面につきましては、当第１四半期連結会計期間は68百万円の営業損失となりました。前年同期に比べ５百万円

の損失幅拡大となります。連結子会社の減少により売上総利益が前年同期比14.4％減の870百万円に減少しました

が、その一方で、人件費をはじめとする経費の削減が進み、販売費及び一般管理費は同13.1％減の939百万円となり

ました。 

 セグメント別では、メディア事業に属する連結子会社（ビューティーナビ株式会社）の損益が厳しいものの、30百

万円の営業利益を計上しました。コンシューマーサービス事業は、電話占いサービスやプロバイダー事業の増収に伴

い146百万円の営業利益となりました。 

  

報告セグメントごとの売上高及び営業利益又は営業損失 

                                （単位：百万円）  

（注）１．当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しているため、前年同期の数値及び比較については記載を省略してい

ます。 

２．各セグメントの主要なサービス 

  メディア事業：ポータルサイト運営、コンテンツ配信（音楽ファンサイトを含む）等 

  コンシューマーサービス事業：コミュニケーションサービス、プロバイダー事業等 

３．調整額の主な内容は、事務所家賃及び管理部門に係る費用です。 

４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

四半期純損失 

 当第１四半期連結会計期間は、音楽関連サービスの整理を進める中、無形固定資産の売却により26百万円の特別利

益を計上しました。 

 一方、当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用すること

に伴い、適用初年度に係る会計処理として資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額65百万円を損失処理したほか、

本社事務所の移転に係る事務所移転費用引当金繰入額12百万円を特別損失に計上いたしました。これらの結果、 終

損益は120百万円の四半期純損失となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  売上高 セグメント利益 

 メディア事業 856 30

 コンシューマーサービス事業 1,612 146 

 合計 2,468 177 

 調整額  ― △245 

 四半期連結損益計算書計上額 2,468 △68 



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から524百万円減少し5,514百万円となりました。連結

子会社が減少したことが、資産、負債及び純資産の減少要因となっております。主な増減は次のとおりです。  

 現金及び預金残高は、四半期純損失を計上する状況にあるため、前連結会計年度末から113百万円減少し1,434百万

円となりました。また、売掛金は前連結会計年度に比べ225百万円減少し1,774百万円となりました。買掛金につきま

しても、同181百万円減少の455百万円となりました。 

 資金運用に親会社のグループファイナンス制度を利用しており、その額（関係会社預け金）は1,500百万円を維持

しております。 

 投資その他の資産は、前連結会計年度末から59百万円減少して577百万円となりました。これは、資産除去債務に

関する会計基準の適用に伴う費用計上額を敷金償却として処理したことによるものです。 

 負債につきましては、前述のとおり買掛金が減少したほか、リース料の支払によってリース債務が流動負債分と固

定負債分を合わせて49百万円減少しました。 

 純資産は前連結会計年度末から181百万円減少し4,510百万円となりました。四半期純損失の計上により利益剰余金

のマイナス幅が増加し△2,382百万円となりました。また、連結子会社の譲渡に伴い少数株主持分が63百万円減少し

ました。 

 自己資本比率は前連結会計年度末から5.1ポイント増加し81.7％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 本日（平成22年８月９日）開示の資料「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを基本とし、経営環境等の変化による重要な影響を加味した方法に拠っております。 

②特有の会計処理  

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、重要な加減算項目

や税額控除項目を考慮して税金費用を算定しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。これにより、営業損失及び経常損失がそれぞれ 千円増加し、税金等調整前四半期純損失が

千円増加しております。 

   

２．その他の情報

1,770

66,964



３．四半期連結財務諸表 
（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22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,434,098 1,547,176

売掛金 1,774,594 1,999,615

原材料及び貯蔵品 1,468 1,502

関係会社預け金 1,500,000 1,500,000

その他 111,218 180,433

貸倒引当金 △2,860 △4,205

流動資産合計 4,818,518 5,224,522

固定資産   

有形固定資産 53,851 62,586

無形固定資産 64,703 114,739

投資その他の資産   

投資有価証券 383,003 392,082

その他 272,195 323,472

貸倒引当金 △78,032 △78,792

投資その他の資産合計 577,165 636,762

固定資産合計 695,720 814,088

資産合計 5,514,239 6,038,610

負債の部   

流動負債   

買掛金 455,086 636,485

リース債務 117,191 127,312

未払法人税等 6,126 19,658

引当金 42,972 70,864

その他 293,143 364,029

流動負債合計 914,520 1,218,350

固定負債   

リース債務 81,803 121,310

繰延税金負債 6,146 5,185

その他 1,290 1,761

固定負債合計 89,239 128,257

負債合計 1,003,760 1,346,608

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,232,570 3,232,235

資本剰余金 3,653,452 3,653,117

利益剰余金 △2,382,188 △2,261,745

自己株式 △4,830 △4,830

株主資本合計 4,499,004 4,618,777

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,147 7,019

評価・換算差額等合計 8,147 7,019

新株予約権 3,327 3,119

少数株主持分 － 63,085

純資産合計 4,510,479 4,692,002

負債純資産合計 5,514,239 6,038,610



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,839,750 2,468,554

売上原価 1,821,928 1,597,638

売上総利益 1,017,822 870,915

販売費及び一般管理費 1,081,186 939,346

営業損失（△） △63,364 △68,431

営業外収益   

受取利息 1,383 3,070

受取配当金 844 2,364

その他 821 1,308

営業外収益合計 3,049 6,744

営業外費用   

支払利息 5,234 1,491

持分法による投資損失 19,077 6,151

その他 3,860 709

営業外費用合計 28,172 8,351

経常損失（△） △88,487 △70,039

特別利益   

固定資産売却益 － 26,499

投資有価証券売却益 14,401 －

その他 1,059 7,798

特別利益合計 15,460 34,298

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 65,194

事務所移転費用引当金繰入額 － 12,676

減損損失 11,447 －

投資有価証券評価損 966 5,313

その他 34 －

特別損失合計 12,447 83,184

税金等調整前四半期純損失（△） △85,474 △118,925

法人税、住民税及び事業税 9,699 1,517

法人税等調整額 △1,149 －

法人税等合計 8,549 1,517

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △120,443

少数株主利益 12,381 －

四半期純損失（△） △106,405 △120,443



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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損失（△） △85,474 △118,925

減価償却費及びその他の償却費 25,856 19,589

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 65,194

株式報酬費用 249 207

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,526 57

引当金の増減額（△は減少） △5,253 △17,418

受取利息及び受取配当金 △2,228 △5,435

支払利息 5,234 1,491

持分法による投資損益（△は益） 19,077 6,151

減損損失 11,447 －

固定資産売却損益（△は益） － △26,499

投資有価証券売却損益（△は益） △14,401 －

投資有価証券評価損益（△は益） 966 5,313

売上債権の増減額（△は増加） 135,609 △14,565

たな卸資産の増減額（△は増加） 871 33

その他の流動資産の増減額（△は増加） 24,565 △26,158

仕入債務の増減額（△は減少） △182,232 △11,981

未払金の増減額（△は減少） △141,441 61,862

預り金の増減額（△は減少） 856,066 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 18,166 10,976

その他 853 △3,046

小計 680,459 △53,155

利息及び配当金の受取額 985 2,892

利息の支払額 △5,234 △1,491

法人税等の支払額 △8,508 △6,100

法人税等の還付額 144 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 667,845 △57,854

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 △12,556 △2,269

無形固定資産譲渡に伴う前受金による収入 － 32,025

無形固定資産の取得による支出 △32,764 △10,733

無形固定資産の売却による収入 19,237 77,625

投資有価証券の取得による支出 － △297

敷金及び保証金の差入による支出 － △16,446

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

17,338 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △105,012

その他 306 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,438 △25,109

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 3,536 670

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △130,644 △30,784

少数株主への払戻による支出 △25,357 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,465 △30,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 506,942 △113,078

現金及び現金同等物の期首残高 3,636,644 3,047,176

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,143,586 2,934,098



該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（単位：千円） 

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

２．事業区分の変更 

  前連結会計年度では、金融サービス事業を区分表示しておりましたが、前連結会計年度末までに金融

サービス事業より撤退いたしましたので、当連結会計年度より当該セグメントはなくなりました。  

３．固定資産の減損損失の計上  

当第１四半期連結会計期間において固定資産について減損損失を計上しました。各セグメントの資産

の減少額は、メディア事業で8,532千円、エンタテインメント事業で2,914千円となっております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  メディア事業 
エンタテイン
メント事業 

その他事業 計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益             

(1)外部顧客に対する売

上高 
 717,027  2,020,208  102,514  2,839,750  ―  2,839,750

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―  ―

計  717,027  2,020,208  102,514  2,839,750  ―  2,839,750

 営業利益又は 

営業損失（△） 
 △48,361  100,347  6,023  58,009  △121,374  △63,364

事業区分 主要なサービス 

 メディア事業  広告、検索連動型広告等 

 エンタテインメント事業 
 コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ

配信、インターネット接続サービス等 

 その他事業  Ｅコマース、新規事業等 



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、サービスの種類別に２つの事業本部を置き、それぞれ事業特性に応じた活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業本部を基礎としたセグメントから構成されており、「メディア事業」、「コンシュ

ーマーサービス事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「メディア事業」は、ポータルサイト運営をはじめ、様々な情報を提供することでインターネット上のメディ

アとしての活動を展開しております。「コンシューマーサービス事業」は、インターネット接続サービスやコミ

ュニケーションサービス等を提供しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日  至平成22年６月30日）  

（単位：千円）

（注）１.セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。   

２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。   

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

 報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ メディア事業 

コンシューマー
サービス事業 

合計  

売上高           

外部顧客への売上高  856,158  1,612,396  2,468,554 －  2,468,554

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

－ － － － － 

計  856,158  1,612,396  2,468,554 －  2,468,554

セグメント利益  30,514  146,554  177,068  △245,500  △68,431

△245,500 △245,500

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）売上区分別の販売実績 

 四半期連結会計期間 

  

（２）販売費及び一般管理費の明細  

 四半期連結会計期間 

  

４．補足情報

区分 

前第１四半期連結会計期間

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

広告  641,178 22.6%  376,842 15.3% 

課金コンテンツサービス  822,067 28.9%  692,951 28.1% 

フレンズ  96,348    91,689   

恋愛結婚  50,207    56,942   

オンラインゲーム  80,846    40,603   

音楽コンテンツ配信  527,919    394,819   

その他  66,744    108,895   

ブロードバンドサービス  1,220,588 43.0%  1,321,249 53.5% 

Ｅコマース  77,242 2.7%  3,249 0.1% 

その他  78,673 2.8%  74,261 3.0% 

合計  2,839,750 100.0%  2,468,554 100.0% 

区分 

前第１四半期連結会計期間

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日） 

金額（千円） 金額（千円） 

広告宣伝費  9,132  6,649

販売手数料  64,159  26,326

販売促進費  15,264  8,031

業務提携料  61,656  77,585

ロイヤリティ  51,794  48,736

人件費  470,457  374,275

業務委託費  192,068  265,874

減価償却費  10,145  7,623

ソフトウェア償却費  3,581  10,843

事務所家賃  67,015  55,215

その他  135,910  58,185

合計  1,081,186  939,346
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