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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12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 ％

23年3月期第3四半期 1,603 △36.7 △268 ― △264 ― △206 ―

22年3月期第3四半期 2,532 22.3 △164 ― △322 ― △291 ―

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3四半期 △5.40 ―

22年3月期第3四半期 △7.62 ―

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3四半期 974 742 76.2 19.40
22年3月期 1,445 948 65.6 24.80

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  742百万円 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  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 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3Q 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3Q  124,574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3Q 38,239,170株 22年3月期3Q 38,240,707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 
 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。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「（３） 業績予想
に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、景気の後退に一部企業においては回復の兆しがみられますが、欧

米の景気減速懸念、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力

強さを欠く足踏み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

よる消費者の節約志向等により、娯楽市場の縮小傾向は継続しており引続き非常に厳しい環境で推移しておりま

す。 

 当第３四半期累計期間の業績は、売上高につきましては1,603百万円（前年同期比36.7％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、アドバイザリー契約締結による委託報酬など販売費及び

一般管理費の増加等により営業損失268百万円（前年同期164百万円の営業損失）、経常損失264百万円（前年同期

322百万円の経常損失）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72百万円など特別利益75百万円の計上があり四半期純損失206百万円（前年同期291百

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３四半期累計期間のコンテンツ事業につきましては、版権仲介事業の一環である映像演出企画等の周辺ビジ

ネスや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が、高い利益率獲得には至

らず、第２四半期累計期間に比べセグメント利益を減少させました。なお、前年同四半期累計期間においては回収

可能性等の検討の結果販売費及び一般管理費が増加し、売上高は前年同期比減少したものの、利益については前年

同期比増大しております。 

 この結果、売上高は504百万円（前年同期比67.7％減）、セグメント利益は44百万円（前年同期比2,938.1％増）

となりました。 

② アミューズメント事業  

 当第３四半期累計期間のアミューズメント事業につきましては、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」について、得意先であるゲームセンター等の市場環境悪化は改善されず、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し、損失計上に至りました。 

 この結果、売上高は731百万円（前年同期比12.0％減）、セグメント損失は58百万円（前年同期68百万円の利

益）となりました。 

③ コンサルティング事業 

 当第３四半期累計期間のコンサルティング事業につきましては、「遊休不動産活用コンサルティング事業」につ

いて都心の大型案件のコンサルティングフィー獲得に至り、セグメント収益に大きく貢献いたしました。またLED

照明販売をメインに店舗照明の総合コンサルティングを行なう「ECO（エコ）プロジェクト事業」についても当初

予定通り推移いたしました。 

 この結果、売上高366百万円（前年同期比167.4％増）、セグメント利益193百万円（前年同期比1,788.7％増）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３四半期会計期間末における総資産は974百万円（前事業年度末は1,445百万円）となり、471百万円の減少

となりました。この主な要因は、貸倒引当金の減少（△2,645百万円から△2,572百万円へ72百万円減）、有形固定

資産の増加（30百万円から53百万円へ22百万円増）がある一方で、現金及び預金の減少（1,132百万円から649百万

円へ482百万円減）、受取手形及び売掛金の減少（148百万円から82百万円へ65百万円減）があったことによるもの

です。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債は231百万円（前事業年度末は497百万円）となり、265百万円の減少とな

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89百万円へ293百万円減）等によるもので

す。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産は742百万円（前事業年度末は948百万円）となり、206百万円の減少と

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△4,060百万円へ206百万

円減）によるものであり、自己資本比率は76.2％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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482百

万円減少し、649百万円となりました。 

 当第３四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、472百万円（前年同四半期は66百万円の獲得）となりました。これは主に税引

前四半期純損失の計上（205百万円）、貸倒引当金の減少（72百万円）、仕入債務の減少（268百万円）等の減少要

因と、売上債権の減少（65百万円）等の増加要因があっ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） 

 投資活動の結果使用した資金は、10百万円（前年同四半期は8百万円の使用）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出（46百万円）等があった一方で、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 

 通期業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しており、現時点においては平成22年10月29日に公表いたし

ました「業績予想の修正に関するお知らせ」に変更はありません。  

  

（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３四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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 649,238 1,132,081

受取手形及び売掛金 82,884 148,537

商品及び製品 14,019 5,772

仕掛品 2,526 －

その他 159,377 192,291

貸倒引当金 △65,070 △137,478

流動資産合計 842,975 1,341,204

固定資産   

有形固定資産 53,005 30,194

無形固定資産 3,153 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 151,215 151,220

敷金及び保証金 524,262 520,154

長期未収入金 371,520 371,520

その他 602 865

貸倒引当金 △2,507,280 △2,507,535

投資その他の資産合計 74,865 71,020

固定資産合計 131,024 104,438

資産合計 974,000 1,445,642

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 89,399 383,289

未払法人税等 3,072 7,379

引当金 3,171 5,735

その他 77,230 53,823

流動負債合計 172,874 450,227

固定負債   

退職給付引当金 18,786 12,657

その他 40,330 34,194

固定負債合計 59,117 46,851

負債合計 231,991 497,079



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 △4,060,831 △3,854,310

自己株式 △69,373 △69,340

株主資本合計 742,008 948,562

純資産合計 742,008 948,562

負債純資産合計 974,000 1,445,642



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,532,202 1,603,429

売上原価 1,953,471 1,017,612

売上総利益 578,731 585,817

販売費及び一般管理費 743,406 854,698

営業損失（△） △164,674 △268,880

営業外収益   

受取利息 2,254 2,339

受取賃貸料 － 900

その他 3,185 813

営業外収益合計 5,439 4,052

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 162,869 －

為替差損 － 50

租税公課 － 48

その他 659 1

営業外費用合計 163,529 100

経常損失（△） △322,764 △264,928

特別利益   

前期損益修正益 1,275 －

固定資産売却益 3,909 864

貸倒引当金戻入額 6,238 72,663

新株予約権戻入益 20,542 －

その他 － 2,346

特別利益合計 31,966 75,873

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（△） △290,797 △205,613

法人税、住民税及び事業税 907 907

法人税等合計 907 907

四半期純損失（△） △291,704 △206,521



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △290,797 △205,613

減価償却費 19,485 10,533

貸倒引当金の増減額（△は減少） 282,877 △72,663

有形固定資産売却損益（△は益） △3,909 △864

固定資産除却損 － 16,351

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） 68,096 65,652

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,600 △14,637

その他の流動資産の増減額（△は増加） 44,574 △29,112

仕入債務の増減額（△は減少） △132,226 △268,053

その他の流動負債の増減額（△は減少） 51,990 18,929

預り保証金の増減額（△は減少） 100 6,136

その他 3,674 1,866

小計 64,923 △471,473

利息及び配当金の受取額 3,095 407

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 66,808 △472,276

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 － △46,697

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 △42,000 △6,500

貸付金の回収による収入 27,300 18,050

敷金及び保証金の差入による支出 △3,030 △8,236

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 △8,015 △10,533

財務活動によるキャッシュ・フロー   

その他 △15 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △15 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 58,777 △482,843

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 1,494,409 649,238



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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