
  

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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（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  1,474  40.5  △96  －  △138  －  △222  －

22年３月期第１四半期  1,049  6.4  △48  －  △37  －  △94  －

  
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  △4  09  －  －

22年３月期第１四半期  △1  89  －  －

  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  4,905  3,256  60.2  54  34

22年３月期  5,220  3,470  60.8  58  45

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 2,951百万円 22年３月期 3,175百万円

  
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）  2,650  △21.2  △230  －  △280  －  △330  －  △6  08

通期  5,500  △10.3  △150  －  △200  －  △350  －  △6  44



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「２．その他の情報」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 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

  

（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 

  

（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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在してお

りますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想の前提条件、その他の関連す

る事項につきましては、３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 54,392,638株 22年３月期 54,392,638株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 76,469株 22年３月期 75,924株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 54,316,415株 22年３月期１Ｑ 49,743,446株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加等により緩やかな回復

基調にあるものの、雇用情勢は依然として厳しく、景気の先行きに不透明感を残す状況で推移いたしました。 

 このような経営環境の中、前期に開局しました自社テレビ局「ＤＡＴＶ」（スカパー！750ｃｈ）の販路拡大を

図り、６月にイッツコム（ｉＴＳＣＯＭＣＡＴＶ311ｃｈ）で開局いたしました。また、ＤＡＴＶのチャリティ企

画として、“ほほえみプロジェクト”を始動いたしました。  

  当第１四半期連結会計期間においては、「デジタルコンテンツ配信事業」において、既存サイトへのＳＥＭ等施

策に引き続き注力し、売上高３億73百万円となっております。  

 「物販事業」においては、e-コマースサイト「bofi」での大型商品販売がなかったこともあり、売上高は１億５

百万円となっております。 

 「ライツ＆メディアコミュニケーション事業」においては、アニメ冬のソナタの大型関連版権商品の売上計上等

があり、売上高は６億34百万円となっております。 

 「通信・映像送出事業」においては、ＣＳ放送のハイビジョン放送が順調に推移し、売上高１億89百万円となっ

ております。 

 「その他事業」においては、飲食部門で４月に「高矢禮火（ゴシレファ）錦糸町店」が新規出店したことによ

り、売上高１億71百万円となっております。   

 利益面では、アニメ冬のソナタ製作委員会権利取得に伴うのれんの償却を行ったこと、および売掛金未回収によ

る貸倒引当金計上などにより販売費及び一般管理費が増加したこと、ウォン相場の下落に伴いウォン建定期預金に

おいて為替差損を計上したこと、また「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴い特別損失に資産除去債務会

計基準の適用に伴う影響額63百万円を計上した結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高14億74百万円

（前第１四半期比40.5％増）、営業損失96百万円（前第１四半期は営業損失48百万円）、経常損失１億38百万円

（前第１四半期は経常損失37百万円）、四半期純損失２億22百万円（前第１四半期は四半期純損失94百万円）とな

っております。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状況について 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産は、49億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億14百万円減

少しました。この主な要因は、売掛金２億88百万円をはじめとした流動資産合計４億70百万円の減少とともに、

固定資産合計が１億56百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、16億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億円減少しま

した。この主な要因は、買掛金２億13百万円をはじめとした流動負債合計２億33百万円の減少があったものの、

固定資産除去債務82百万円をはじめとした固定負債合計１億32百万円増加したことによるものであります。  

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は32億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億13百万円減

少しました。この主な要因は、利益剰余金が２億22百万円減少したことによるものであります。  

② キャッシュ・フローについて 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ１億55百万円減少し、15億57百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー

の状況と主な要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、46百万円の資金の減少（前第１四半期連結会計期間は78百万円の減

少）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失が２億17百万円、売上債権が２億93百万円減少およ

び前受金が２億41百万円減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）   

 投資活動によるキャッシュ・フローは、78百万円の資金の減少（前第１四半期連結会計期間は12百万円の減

少）となりました。これは、主に製作委員会の権利（のれん）取得による77百万円の支出があったことによるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）    

 財務活動によるキャッシュ・フローは、７百万円の資金の減少（前第１四半期連結会計期間は26百万円の減

少）となりました。これは、主に長期借入れによる収入が15百万円およびリース債務の返済による支出が17百万

円あったことによるものであります。 

  

１．当四半期の連結業績等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 

・個別の予想 

当第２四半期累計期間の個別業績予想につきましては、第２四半期累計期間に予定していたいくつかの案件の

収益計上時期が下期にずれたこと、また飲食部門および一部の韓流ドラマの売上高が予想を下回ったため、売上高

250百万円、営業利益200百万円の下方修正となりました。 

 また、韓国への支払い準備のために保有しているウオン建定期預金の為替差損および、本日公表のとおり当第１

四半期連結累計期間より「資産除去債務に関する会計基準」を適用したことに伴い「資産除去債務会計基準の適用

に伴う影響額」を計上したため、経常利益250百万円、第２四半期純利益300百万円の下方修正となりました。 

 通期については、第２四半期累計期間からの期ずれ分の戻りがあるため、売上高は公表通りとなり、第２四半期

累計期間の業績予想の変更を踏まえ、営業利益50百万円、経常利益は100百万円、当期純利益200百万円の下方修正

となりました。 

・連結の予想 

当第１四半期連結累計期間において、子会社においては概ね計画通りに業績推移しましたが、個別での業績予

想が下回ったことに伴い、第２四半期累計期間の連結業績予想についても売上高、営業利益、経常利益および第２

四半期純利益ともに、当初予測を下回る見込みとなりました。 

 通期におきましても、個別業績予想の下方修正に伴い、営業利益、経常利益および当期純利益については当初予

測を下回る見込みとなりました。 

  なお、平成22年５月14日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りであります。  

（第２四半期）  

（通期）  

  

  

  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 

 前回発表予想（A） 2,900  △30  △30  △30  △0.55 

 今回修正予想（B）  2,650  △230  △280  △330  △6.08 

 増減額（B-A）  △250  △200  △250  △300   － 

 増減率（％）  △8.6  － －  －  － 

 前期実績  3,361  112  127  57  1.10 

  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 

 前回発表予想（A） 5,500  △100  △100  △150  △2.76 

 今回修正予想（B）  5,500  △150 △200  △350  △6.44 

 増減額（B-A）  －  △50  △100  △200  － 

 増減率（％）  － －  －  －  － 

 前期実績  6,134  △214  △171  △653  △12.29 



（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 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

 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は1,086千円、税金等調整前四半期純損失は64,241千円それぞれ増加してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は82,662千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報



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 2,266,128 2,498,464

売掛金 548,531 837,181

コンテンツ 39,862 46,093

商品 13,618 25,709

仕掛コンテンツ 16,542 16,784

前渡金 752,624 662,367

繰延税金資産 14,582 11,233

その他 113,233 110,236

貸倒引当金 △82,715 △55,622

流動資産合計 3,682,409 4,152,449

固定資産   

有形固定資産 443,422 378,931

無形固定資産   

のれん 166,749 91,216

その他 94,150 115,143

無形固定資産合計 260,900 206,359

投資その他の資産   

投資有価証券 38,693 40,975

長期貸付金 42,384 12,451

破産更生債権等 436,679 450,083

繰延税金資産 45,304 51,091

その他 357,417 342,730

貸倒引当金 △407,613 △422,241

投資その他の資産合計 512,866 475,092

固定資産合計 1,217,188 1,060,383

繰延資産   

株式交付費 6,321 7,434

繰延資産合計 6,321 7,434

資産合計 4,905,919 5,220,267



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 223,068 436,243

短期借入金 16,266 16,266

1年内返済予定の長期借入金 17,738 14,271

リース債務 73,636 64,489

前受金 593,264 602,954

未払法人税等 3,199 50,489

賞与引当金 7,600 3,800

返品調整引当金 6,005 5,949

事業撤退損失引当金 23,976 23,976

その他 367,023 346,455

流動負債合計 1,331,779 1,564,896

固定負債   

長期借入金 36,772 29,788

リース債務 197,995 154,249

資産除去債務 82,756 －

その他 － 972

固定負債合計 317,523 185,009

負債合計 1,649,302 1,749,905

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,999,492 3,999,492

利益剰余金 △1,009,277 △787,178

自己株式 △32,305 △32,274

株主資本合計 2,957,909 3,180,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,615 △4,958

評価・換算差額等合計 △6,615 △4,958

新株予約権 95,909 83,591

少数株主持分 209,413 211,689

純資産合計 3,256,617 3,470,361

負債純資産合計 4,905,919 5,220,267



（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 1,049,145 1,474,554

売上原価 723,517 1,075,771

売上総利益 325,628 398,783

販売費及び一般管理費   

給料 103,385 115,828

支払手数料 91,150 81,081

貸倒引当金繰入額 － 31,441

賞与引当金繰入額 1,115 1,125

のれん償却額 2,679 69,008

その他 175,902 196,616

販売費及び一般管理費合計 374,234 495,101

営業損失（△） △48,605 △96,318

営業外収益   

受取利息 － 2,785

為替差益 13,773 －

その他 1,768 1,482

営業外収益合計 15,541 4,268

営業外費用   

支払利息 1,963 2,103

株式交付費償却 1,405 1,112

為替差損 － 43,586

その他 835 2

営業外費用合計 4,204 46,805

経常損失（△） △37,268 △138,855

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,543 2,414

特別利益合計 4,543 2,414

特別損失   

事務所移転損失引当金繰入額 37,682 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63,155

その他 3,433 17,943

特別損失合計 41,115 81,098

税金等調整前四半期純損失（△） △73,840 △217,539

法人税、住民税及び事業税 16,390 4,398

法人税等調整額 △6,086 2,437

法人税等合計 10,304 6,835

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △224,374

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9,977 △2,276

四半期純損失（△） △94,121 △222,098



（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（△） △73,840 △217,539

減価償却費 53,648 40,852

のれん償却額 2,679 69,008

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,543 9,068

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,740 3,800

受取利息及び受取配当金 △844 △2,815

支払利息 1,963 2,103

為替差損益（△は益） △13,774 43,586

返品調整引当金の増減額（△は減少） 106 56

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） △68 －

事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） 37,682 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63,155

売上債権の増減額（△は増加） 135,055 293,395

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,532 19,571

前渡金の増減額（△は増加） △193,385 77,290

その他の流動資産の増減額（△は増加） △37,037 △3,443

仕入債務の増減額（△は減少） △146,494 △213,175

前受金の増減額（△は減少） 113,100 △241,214

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,413 13,816

その他 17,561 48,174

小計 △72,504 5,692

利息及び配当金の受取額 991 1,105

利息の支払額 △1,752 △2,054

法人税等の支払額 △5,609 △51,688

営業活動によるキャッシュ・フロー △78,874 △46,945

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付けによる支出 － △30,000

貸付金の回収による収入 674 1,117

有形固定資産の取得による支出 △14,433 △9,340

無形固定資産の取得による支出 △7,619 △2,692

定期預金の預入による支出 △76,500 △16,500

定期預金の払戻による収入 90,000 56,099

のれんの取得による支出 － △77,175

その他 △4,312 △106

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,192 △78,596

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 15,000

長期借入金の返済による支出 △10,676 △4,549

長期未払金の返済による支出 △302 －

リース債務の返済による支出 △15,610 △17,955

自己株式の取得による支出 △81 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,670 △7,535

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,774 △22,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △103,963 △155,321



（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) 

現金及び現金同等物の期首残高 1,916,648 1,713,145

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 309,201 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,121,887 1,557,824



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） 

（注）１ 事業区分は、内部管理上の区分によっております。 

２ 事業区分の主な内訳 

  

[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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

[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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

[セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要  

 当社グループ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、取締役会等

の意思決定機関が、経営資源の配分の決定およ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。 

 当社グループは、事業の種類別の事業部体制を採っております。  

 したがって、当社グループは、事業の種類別のセグメントから構成されており、「デジタルコンテンツ配信」

「物販」「ライツ＆メディアコミュニケーション」「通信・映像送出」の４つを報告セグメントとしておりま

す。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

デジタル 
コンテンツ 
配信事業 
(千円) 

物販事業 
（千円） 

ライツ＆メ
ディアコミ
ュニケーシ
ョン事業 
（千円） 

通信・映像
送出事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

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 
 319,916  200,879  179,873  204,194  144,283  1,049,145  － 1,049,145

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  19,534  －  19,534  (19,534)  －

計  319,916  200,879  179,873  223,728  144,283  1,068,680  (19,534) 1,049,145

営業利益又は営業損失

（△） 
 △18,768  △2,393  △9,298  27,648  4,374  1,561  (50,167)  △48,605

(1) デジタルコンテンツ配信事業 ……携帯電話及びパソコンプロバイダーを通じてのデジタルコンテンツ

配信事業 

(2) 物販事業 ……インターネットおよびコンビニエンスストアを通じての物販事業 

(3) ライツ＆メディアコミュニケ 

    ーション事業 

……ドラマ放映権および映画の配給権に関する諸権利の取得・事業化、

タレント等のファンクラブ運営事業、イベント事業 

(4) 通信・映像送出事業 ……衛星通信事業、映像送出事業、映像編集事業、データセンター事業

(5) その他事業 ……デジタル加工・制作事業、音楽関連コンテンツ制作・販売および飲

食事業等 



  各セグメントは以下のとおりとなります。  

  

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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食事業等を含んでおります。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

                          （単位：千円） 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（のれんの金額の重要な変動）  

 「ライツ＆メディアコミュニケーション」セグメントにおいて、アニメ冬のソナタ製作委員会の権利を取得し

たことに伴い、のれんが発生しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期

間において81,000千円であります。 

  

（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。 

  

(1) デジタルコンテンツ配信 …… 携帯電話及びパソコンプロバイダーを通じてのデジタルコンテンツ配

信及びデジタル加工・制作 

(2) 物販 …… インターネットおよびコンビニエンスストアを通じての物販 

(3) ライツ＆メディアコミュニケ 

    ーション 

…… ドラマ放映権および映画の配給権に関する諸権利の取得・事業化、タ

レント等のマネジメント・ファンクラブ運営、イベント及びＣＳ放送

での番組提供等 

(4) 通信・映像送出 …… 衛星通信における中継受託事業、映像送出事業、映像編集事業及びデ

ータセンター事業 

   報告セグメント   

その他 
（注）  

合計 

  
デジタル 

コンテンツ 
配信 

物販 

ライツ＆メ
ディアコミ
ュニケーシ

ョン 

通信 
・映像送出

計 

売上高              

(1）外部顧客に対する売

上高 
 373,296  105,316  634,873  189,792  1,303,279  171,275  1,474,554

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  31,589  31,589  －  31,589

計  373,296  105,316  634,873  221,381  1,334,868  171,276  1,506,144

セグメント利益 

又は損失（△） 
 6,620  △20,703  △51,484  3,869  △61,698  △35,261  △96,959

  合計  

報告セグメント計  △61,698

「その他」の区分の損失 （△）  △35,261

セグメント間取引消去  641

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △96,318

（６）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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