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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 1,737 △9.2 △183 ― △181 ― △195 ―

22年3月期第3四半期 1,913 ― △89 ― △87 ― △99 ―

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 △3,257.79 ―

22年3月期第3四半期 △1,660.26 ―

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 3,336 2,944 88.2 49,177.56
22年3月期 3,596 3,139 87.3 52,435.36

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,944百万円 22年3月期  3,139百万円

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  

（注）現時点では、23年３月期の配当予想額は未定であります。 

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）

― ―

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 2,318 △8.7 △239 ― △237 ― △259 ― △4,341.22



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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．４「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 59,868株 22年3月期  59,868株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 59,868株 22年3月期3Q  59,868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報告書の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 
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判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、〔添付資料〕Ｐ．３「当四半期の業績等に関する定性的情報」（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の経済は、企業収益や個人消費において持ち直しの動きがあるものの、失

業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。また、海外景気の下振れ懸念やデフレの影響など、景

気を下押しするリスクが存在しており、今後の情勢に注意が必要な状況であります。 

 また、当社の事業ドメインである携帯電話市場においては、携帯電話端末の平成22年４月～11月累計の国内出荷

台数が前年同月比107.2％となり、若干の回復傾向が見られます（出所：社団法人電子情報技術産業協会）。一

方、携帯電話端末買い替えサイクルの長期化が継続している中、次世代携帯電話としてスマートフォンが急速にシ

ェアを拡大しています。また、12月に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが次世代携帯通信サービスであるLTE

（Long Term Evolution）サービスを開始するなど、これまでの携帯電話から多様化・多機能化・高速化へと変化

が起きつつあり、当社を取り巻く環境は変革期を迎えております。 

 このような状況下、新規モバイルサイトの立ち上げならびに既存サイトの充実、モバイルとリアル（イベント・

店舗）との連動企画、モバイルと放送が連携するサービス企画および開発、モバイルを活用したプロモーション事

業の構築に取り組んでまいりました。ワンセグチューナー付携帯電話端末の出荷台数に連動するロイヤリティ収入

においては堅調に推移いたしましたが、一部既存サイトにおける会員数の減少傾向や、昨年より取り組んでいる音

楽イベントと連動したオフィシャルモバイルサイトの会員獲得が想定を大幅に下回ったこと、携帯電話向けアプリ

ケーション開発規模の縮小傾向などが影響し、前年同期と比較し減収減益となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は1,737百万円（前年同期比9.2％減）、営業損失は183百万

円（前年同期の営業損失は89百万円）、経常損失は181百万円（前年同期の経常損失は87百万円）となりました。

また、「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う過年度分の影響額６百万円、および固定資産の減損損失５

百万円を特別損失に計上したことにより、四半期純損失は195百万円（前年同期の四半期純損失は99百万円）とな

りました。 

○セグメント別の状況 

（エンタテインメント事業） 

 当事業におきましては、主要サービスであるアーティスト・タレントのモバイルサイト運営について積極的な営

業活動を行い、新規加入者の獲得・既存加入者のARPU（Average Revenue Per User）の向上に努めてまいりまし

た。具体的な取り組みとしまして、６月に人気グループ「AKB48」のメンバー13人が所属する株式会社プロダクシ

ョン尾木によるオフィシャルモバイルサイト『AKB48 TeamOgi』のサービスを開始しました。次いで、７月には、

人気の絵本「こびとづかん」のオフィシャルモバイルサイト『こびとづかんモバイル』のサービスを開始し、12月

には同サイトにて「こびとづかん」の関連グッズの販売を開始しました。さらに、８月に「長渕剛」のオフィシャ

ルモバイルサイト『長渕剛Mobile』にて、『俺たちのニライカナイ made in 沖縄・琉球2010.8.3』の着うた・着

うたフルを期間限定で独占配信した他、12月から行われたアリーナツアーにて、現地での会員獲得プロモーション

を実施するなど、積極的なコンテンツ展開や企画を行いました。また、10月より有限会社スタジオライフおよび株

式会社アルファストリームと、グリー株式会社が運営するソーシャル・ネットワーキング・サービス「GREE」モバ

イル版向けに、「劇団スタジオライフ」のシミュレーション型ゲーム『恋するスタジオライフ～百万本の薔薇の花

束を～』を提供するなど、新たな取り組みについても開始しました。 

 以上の結果、当事業の売上高は951百万円、営業利益は136百万円となりました。 

（メディア事業） 

 当事業におきましては、放送と通信の連携分野を主要な事業として取り組んでおり、ワンセグチューナー付携帯

電話端末の出荷台数に連動するロイヤリティ収入は携帯電話端末の国内出荷台数の増加を背景に堅調な推移となり

ました。また、モバイルサイト関連につきましては、９月からは当社で運営する「節約」をコンセプトとしたモバ

イルサイト『今週の節約レシピ・モバイル版』にて、従来の広告・プロモーション関連収入に加え、レシピ登録可

能件数が無制限となる有料課金サービスを、更に10月には、日本 大級の病院検索サイト等を運営する総合医療メ

ディア会社の株式会社QLife（キューライフ）と共同で、オフィシャルモバイルサイト『病院・薬検索QLife』の提

供を開始しました。12月には『CXアーティストNUDE』において、『ピンク・レディーオフィシャルモバイルサイ

ト』の提供を、また、株式会社NHKエンタープライズから企画・開発・運用を受託している『NHKストリート』に

て、話題の番組『白熱教室JAPAN』コーナーをそれぞれ開始するなど、既存サイトの充実に努めてまいりました。 

 以上の結果、当事業の売上高は578百万円、営業利益は117百万円となりました。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（ビジネスソリューション事業） 

 当事業におきましては、企業向けにモバイルソリューションの提供を行っており、大手通信販売会社向けに、モ

バイルECサイトの構築・運用を、また、大手食品メーカー向けに、モバイルプロモーションの企画・制作・運用等

の他、キャンペーン案件等、多岐に渡る業種において、企業向けモバイルソリューション案件を受託しておりま

す。来期以降の本格的な収益化を目標に、『POSデータ・デジタルサイネージ・FeliCa』を活用したストア連動型

販促プラットフォームの提供を計画しており、小売店への導入により、利用者の満足度向上や販売機会の増加、さ

らには、メーカーとの連携によるトータルプロモーションの実現を目指してまいります。 

 以上の結果、当事業の売上高は185百万円、営業利益は48百万円となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

イ．財政状態の分析   

当第３四半期会計期間末の資産合計は3,336百万円と前事業年度末比259百万円（7.2％）減少しました。負債

合計は前事業年度末比64百万円（14.2％）減少の392百万円、また純資産合計は前事業年度末比195百万円

（6.2％）減少の2,944百万円となりました。 

流動資産につきましては、262百万円減少しました。これは、現金及び現金同等物が150百万円減少したこと、

ならびに、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が82百万円、固定資産の売却に伴う未収入金の回収等によ

り、その他流動資産37百万円が減少したこと等によるものであります。 

固定資産につきましては、大きな変動はありませんでした。 

 負債につきましては、64百万円減少しております。これは仕入債務の支払により買掛金60百万円が減少したこ

と等によるものであります。 

ロ.資本の財源及び資金の流動性についての分析 

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107百万円（前第３四半期累計期間は8百万円の支出）となりました。 

これは、売上債権の減少82百万円、減価償却費31百万円があったものの、税引前四半期純損失193百万円の計

上、仕入債務の減少60百万円の減少要因があったこと等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） 

投資活動の結果使用した資金は41百万円（前第３四半期累計期間は0百万円の支出）となりました。 

これは、有形・無形固定資産の取得による支出21百万円、長期前払費用の取得による支出21百万円があったこ

と等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） 

財務活動の結果使用した資金は0百万円（前第３四半期累計期間は0百万円の支出）となりました。 

これは、リース債務の返済によるものであります。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当社を取り巻く環境は、携帯電話のハード面において、従来型の携帯電話からスマートフォンへシェアの移行が

現れております。ソフト面においては通信環境の高速・広域化によるリッチコンテンツへのニーズの高まりから、

携帯電話ユーザーのニーズの多様化がよりいっそう進んできております。 

 このような状況下、エンタテインメント事業におきましては、スマートフォンへの対応、サイト関連グッズなど

の商品販売についても積極的な取り組みを行い、多様なユーザーニーズに応える事によって収益の拡大を目指して

まいります。 

 メディア事業におきましては、引き続きワンセグチューナー付携帯電話端末の出荷台数に連動するロイヤリティ

収入を見込んでおり、また、携帯電話向けアプリケーション等の開発受託案件の獲得による収益拡大を計画してお

ります。さらに、今年７月の地上アナログ放送停波後、同周波数帯域を利用した携帯電話向けサービスを提供する

携帯端末向けマルチメディア放送が開始されることから、新規プラットフォーム向けのアプリケーション開発やコ

ンテンツ提供など、新しいサービスの提供についても積極的に取り組んでまいります。 

 ビジネスソリューション事業におきましては、企業向けモバイルサイト制作・運用業務、モバイルプロモーショ

ンの受注拡大を目指してまいります。また、来期以降の本格的な収益化を目標に、引き続き『POSデータ・デジタ

ルサイネージ・FeliCa』を活用したストア連動型販促プラットフォームの構築やメーカーとの連携によるトータル

プロモーションの実現を目指してまいります。 

 また、全社的に業務効率化等の取り組みを行い、さらなる経費削減による収益改善に取り組む所存であります。

 なお、平成22年11月１日に公表いたしました平成23年３月期の業績予想に変更はございません。 



（１）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。  

  

（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。  

 これにより、当第３四半期累計期間の営業損失および経常損失はそれぞれ675千円増加し、税引前四半期純損

失は6,909千円増加しております。 

  

（３）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 2,446,731 1,597,192

受取手形及び売掛金 509,699 592,048

商品及び製品 1,182 187

仕掛品 5,992 －

預け金 － 1,000,003

その他 38,316 75,617

貸倒引当金 △2,339 △2,480

流動資産合計 2,999,582 3,262,568

固定資産   

有形固定資産 44,335 40,818

無形固定資産 29,818 46,958

投資その他の資産 262,816 246,040

固定資産合計 336,970 333,817

資産合計 3,336,553 3,596,386

負債の部   

流動負債   

買掛金 265,626 326,181

未払法人税等 3,648 6,322

ポイント引当金 1,538 1,843

その他 106,377 120,156

流動負債合計 377,191 454,504

固定負債   

資産除去債務 14,142 －

その他 1,057 2,681

固定負債合計 15,199 2,681

負債合計 392,390 457,186

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,770,425 1,770,425

資本剰余金 1,467,249 1,467,249

利益剰余金 △293,512 △98,474

株主資本合計 2,944,162 3,139,199

純資産合計 2,944,162 3,139,199

負債純資産合計 3,336,553 3,596,386



（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 1,913,887 1,737,292

売上原価 1,085,020 928,457

売上総利益 828,866 808,835

販売費及び一般管理費 918,415 991,905

営業損失（△） △89,548 △183,070

営業外収益   

受取利息 1,897 1,072

受取配当金 － 30

その他 386 16

営業外収益合計 2,284 1,118

営業外費用   

支払利息 63 31

その他 － 1

営業外費用合計 63 33

経常損失（△） △87,328 △181,984

特別利益   

貸倒引当金戻入額 35,000 －

特別利益合計 35,000 －

特別損失   

減損損失 23,688 5,010

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,233

固定資産除却損 2,138 91

投資有価証券評価損 19,524 －

特別損失合計 45,350 11,335

税引前四半期純損失（△） △97,679 △193,319

法人税、住民税及び事業税 1,717 1,717

法人税等合計 1,717 1,717

四半期純損失（△） △99,396 △195,037



（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（△） △97,679 △193,319

減価償却費 84,770 31,604

減損損失 23,688 5,010

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35,341 △140

受取利息及び受取配当金 △1,897 △1,102

支払利息 63 31

固定資産除却損 2,138 91

投資有価証券評価損益（△は益） 19,524 －

売上債権の増減額（△は増加） 61,855 82,348

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,606 △6,987

仕入債務の増減額（△は減少） △56,603 △60,554

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,233

その他 △4,946 30,064

小計 △8,032 △106,720

利息及び配当金の受取額 1,897 1,102

利息の支払額 △63 △31

法人税等の支払額 △2,354 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,553 △107,939

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △35,010 －

有形固定資産の取得による支出 △5,267 △7,429

無形固定資産の取得による支出 △38,323 △13,683

貸付金の回収による収入 35,000 －

敷金の差入による支出 △4,227 －

敷金の回収による収入 47,668 348

長期前払費用の取得による支出 － △21,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △160 △41,765

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △725 △757

財務活動によるキャッシュ・フロー △725 △757

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,438 △150,464

現金及び現金同等物の期首残高 2,639,568 2,597,195

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,630,130 2,446,731



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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