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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 1,123 △34.3 △362 ― △360 ― △303 ―

22年3月期第2四半期 1,710 ― △67 ― △210 ― △166 ―

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2四半期 △7.92 ―

22年3月期第2四半期 △4.36 ―

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2四半期 1,060 645 60.9 16.88
22年3月期 1,445 948 65.6 24.80

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  645百万円 22年3月期  948百万円

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  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 3,390 13.2 20 ― 20 ― 80 ― 2.09



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 38,363,220株 22年3月期  38,363,220株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  123,994株 22年3月期  123,494株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 38,239,307株 22年3月期2Q 38,240,746株

※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きの対象外であり、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年５月14日に公表いたしました通期業績予想は、本資料において修正しております。業績予想の修正内容は本日（平成22年10月29日）別途公
表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国の成長や需要に牽引され一部企業においては穏やかな回復

の兆しがみられますが、欧州における金融危機などから先行き不透明感が強まり、円高、デフレの進行、厳しい雇

用情勢による個人消費の低迷など経済社会全体としては依然厳しい状況下で推移しております。  

 当社の主要顧客の多くを占めるエンターテインメント・アミューズメント業界におきましても、個人消費低迷に

よる娯楽市場の市場規模の減少は下げ止まらず引続き非常に厳しい環境で推移しております。 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上高につきましては1,123百万円（前年同期比34.3％減）となり、損益につ

きましては、新規市場開拓・販路拡大のため海外出張費、広告宣伝費など販売費及び一般管理費の増加等により営

業損失362百万円（前年同期67百万円の営業損失）、経常損失360百万円（前年同期210百万円の経常損失）となり

ました。また本社フロアー移転による固定資産除却損16百万円の特別損失計上があった一方で貸倒引当金戻入額70

百万円など特別利益74百万円の計上があり四半期純損失303百万円（前年同期166百万円の四半期純損失）となりま

した。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① コンテンツ事業 

 当第２四半期累計期間のコンテンツ事業につきましては、メーカーのパチンコ遊技機販売によるロイヤルティー

収入獲得、スポーツイベントに対する運営委託業務などを中心に活動を行ってまいりました。 

 この結果、売上高は448百万円（前年同期比61.1％減）、セグメント利益は48百万円（前年同期比6.0％増）とな

りました。 

② アミューズメント事業  

 当第２四半期累計期間のアミューズメント事業につきましては、アミューズメント施設用メダルゲーム機への転

用事業において人気機種が市場に投入されたことを受け、堅調に推移いたしました。しかし当社オリジナルのアミ

ューズメント施設用メダルゲーム筐体「OMEGA－V」を市場に投入しましたが、ゲームセンター等の市場環境が非常

に厳しく、販売・レンタルは当初予想に反して伸び悩みました。また新規事業開拓のための海外出張、販路拡大の

ためのアドバイザリー契約締結など販売費及び一般管理費が増大しセグメント収益を圧迫する要因となりました。

 この結果、売上高は637百万円（前年同期比38.0％増）、セグメント利益は1百万円（前年同期比96.3％減）とな

りました。 

③ コンサルティング事業 

 当第２四半期累計期間のコンサルティング事業につきましては、「ECO（エコ）プロジェクト事業」については

LED照明の販売を行なう店舗照明の総合コンサルティングが着実に実績が出てきてはおりますが、同セグメントの

基幹事業となるにはまだ相当時間を有する状況であります。また「遊休不動産活用コンサルティング事業」につい

ては新規案件成立はありませんでした。 

 この結果、売上高37百万円（前年同期比60.3％減）、セグメント損失58百万円（前年同期11百万円の利益）とな

りました。 

 上記の金額には総務部門等管理部門に係る配賦不能営業費用は含んでおりません。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における総資産は1,060百万円（前事業年度末は1,445百万円）となり、385百万円の減

少となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加（148百万円から204百万円へ56百万円増）、貸倒引

当金の減少（△2,645百万円から△2,574百万円へ70百万円減）、有形固定資産の増加（30百万円から55百万円へ25

百万円増）がある一方で、現金及び預金の減少（1,132百万円から624百万円へ507百万円減）があったことによる

ものです。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債は414百万円（前事業年度末は497百万円）となり、82百万円の減少となり

ました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少（383百万円から228百万円へ154百万円減）等によるもので

す。  

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産は645百万円（前事業年度末は948百万円）となり、303百万円の減少と

なりました。これは、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少（△3,854百万円から△4,157百万円へ303百万

円減）によるものであり、自己資本比率は60.9％となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



② キャッシュ・フローの状況 

 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」という。）は、前事業年度末に比べ507百

万円減少し、624百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

 営業活動の結果使用した資金は、544百万円（前年同四半期は172百万円の獲得）となりました。これは主に税引

前四半期純損失の計上（302百万円）、貸倒引当金の減少（70百万円）、売上債権の増加（56百万円）、仕入債務

の減少（129百万円）等の減少要因によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果獲得した資金は、36百万円（前年同四半期は2百万円の獲得）となりました。これは主に貸付に

よる支出（6百万円）等があった一方で、貸付金の回収による収入（12百万円）、敷金及び保証金の回収による収

入（30百万円）等があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は、0百万円（前年同四半期は0百万円の使用）となりました。これは自己株式の取

得による支出（0百万円）によるものです。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成22年５月14日

に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算出しております。 

  

（２）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）  

 第１四半期会計期間より、「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。 

 なお、これによる営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 624,893 1,132,081

受取手形及び売掛金 204,629 148,537

商品及び製品 16,002 5,772

その他 153,696 192,291

貸倒引当金 △66,765 △137,478

流動資産合計 932,455 1,341,204

固定資産   

有形固定資産 55,839 30,194

無形固定資産 3,176 3,222

投資その他の資産   

長期貸付金 1,388,374 1,388,624

関係会社長期貸付金 146,169 146,169

破産更生債権等 151,220 151,220

敷金及び保証金 518,103 520,154

長期未収入金 371,520 371,520

その他 643 865

貸倒引当金 △2,507,285 △2,507,535

投資その他の資産合計 68,747 71,020

固定資産合計 127,763 104,438

資産合計 1,060,218 1,445,642

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 228,485 383,289

未払法人税等 5,648 7,379

引当金 6,299 5,735

その他 124,711 53,823

流動負債合計 365,145 450,227

固定負債   

退職給付引当金 17,415 12,657

その他 32,194 34,194

固定負債合計 49,609 46,851

負債合計 414,755 497,079



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,910,916 2,910,916

資本剰余金 1,961,297 1,961,297

利益剰余金 △4,157,395 △3,854,310

自己株式 △69,355 △69,340

株主資本合計 645,463 948,562

純資産合計 645,463 948,562

負債純資産合計 1,060,218 1,445,642



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,710,328 1,123,222

売上原価 1,279,376 899,981

売上総利益 430,952 223,240

販売費及び一般管理費 498,736 586,019

営業損失（△） △67,784 △362,778

営業外収益   

受取利息 2,140 1,652

その他 1,935 1,083

営業外収益合計 4,075 2,735

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 146,069 －

租税公課 － 48

その他 594 4

営業外費用合計 146,664 52

経常損失（△） △210,373 △360,094

特別利益   

前期損益修正益 2,275 －

固定資産売却益 3,909 864

貸倒引当金戻入額 17,503 70,963

新株予約権戻入益 20,542 －

その他 － 2,346

特別利益合計 44,231 74,173

特別損失   

前期損益修正損 － 206

固定資産除却損 － 16,351

特別損失合計 － 16,558

税引前四半期純損失（△） △166,141 △302,479

法人税、住民税及び事業税 605 605

法人税等合計 605 605

四半期純損失（△） △166,746 △303,084



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △166,141 △302,479

減価償却費 12,145 6,386

貸倒引当金の増減額（△は減少） 228,562 △70,963

固定資産除却損 － 16,351

有形固定資産売却損益（△は益） △3,909 △864

たな卸資産評価損 35,000 －

新株予約権戻入益 △20,542 －

売上債権の増減額（△は増加） 80,485 △56,091

たな卸資産の増減額（△は増加） 297 △13,254

その他の流動資産の増減額（△は増加） 44,565 △15,716

仕入債務の増減額（△は減少） △43,953 △129,493

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,976 20,730

預り保証金の増減額（△は減少） △900 △2,000

その他 6,598 4,185

小計 170,230 △543,208

利息及び配当金の受取額 3,079 344

法人税等の支払額 △1,210 △1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー 172,099 △544,073

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 5,215 2,850

貸付けによる支出 △32,000 △6,500

貸付金の回収による収入 26,700 12,550

敷金及び保証金の差入による支出 △2,030 △2,000

敷金及び保証金の回収による収入 4,000 30,000

その他 500 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,385 36,900

財務活動によるキャッシュ・フロー   

その他 △9 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △9 △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 174,475 △507,188

現金及び現金同等物の期首残高 1,435,631 1,132,081

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,610,106 624,893



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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