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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 4,658 0.0 △458 ― △503 ― △649 ―
22年3月期第3四半期 4,658 71.3 △10 ― 16 △18.5 △81 ―

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 △11.97 ―
22年3月期第3四半期 △1.54 ―

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 4,392 2,844 57.5 46.46
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3四半期  2,523百万円 22年3月期  3,175百万円

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月期の連結業績予想（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 5,600 1.8 △700 ― △750 ― △900 ― △16.57



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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  無  
（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 

（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、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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P4「その他」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 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3Q  77,029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3Q 54,315,913株 22年3月期3Q  52,803,881株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、輸出や生産が増加し設備投資も持ち直しに転じる等、景気は

緩やかに回復基調となりましたが、一方失業率が未だ高水準にあり、また海外景気の下振れ懸念や円高の進行が継

続するなど、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

 このような経営環境の中、デジタルコンテンツ配信事業においては、スマートフォン市場が拡大していく中、多

様化・多機能化した携帯電話やipadへ向けたコンテンツ販売へ引き続き注力し、またソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス（ＳＮＳ）でのオリジナルコンテンツ配信を開始いたしました。ライツ＆メディアコミュニケーショ

ン事業においては、自社テレビ局「ＤＡＴＶ」のチャリティ企画”ほほえみプロジェクト”の第一弾として、12月

14日に東京ドームにてチャリティ番組『Message! to Asia』公開収録イベントを開催いたしました。  

 「デジタルコンテンツ配信事業」においては既存サイトへのＳＥＭ等を継続的に施策展開し、またiPhoneをはじ

めとしたスマートフォンへの新規コンテンツ配信等により、売上高２億98百万円（当第３四半期連結累計期間で10

億30百万円）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」等での販売およびチャリティ番組『Message! to Asia』公

開収録イベントでの物品販売等により、売上高２億28百万円（当第３四半期連結累計期間で５億34百万円）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、自社テレビ局「ＤＡＴＶ」のチャリティ番組である

『Message! to Asia』公開収録イベント開催によるチケット売上等により、売上高５億60百万円（当第３四半期連

結累計期間で20億42百万円）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や関連編集事業が順調に推移し、売上高１億

86百万円（当第３四半期連結累計期間で５億49百万円）となっております。 

 「その他」においては、飲食部門の「高矢禮（ゴシレ）」にて、大手コンビニエンスストアとの共同で高矢禮弁

当の販売等により、売上高１億53百万円（当第３四半期連結累計期間で５億１百万円）となっております。 

 利益面では、当第３四半期連結会計期間においてコンテンツ配信におけるポイント未使用分残高を一括で前受収

益に振り替えたこと、チャリティ番組『Message! to Asia』公開収録イベントのチケット販売が不振であったこと

等が収益に大きく影響しております。また、11月に公表しました事業構造改革および人員削減の実施に伴い、当連

結会計年度末までに人員削減を実行するにあたり、特別退職金を当第３四半期連結会計期間に計上しております。

 この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高14億27百万円（前第３四半期間比10.0％増、当第３四半

期連結累計期間は46億58百万円、同期間比0.0％減）、営業損失２億15百万円（前第３四半期は営業損失１億22百

万円、当第３四半期連結累計期間は営業損失４億58百万円、前第３四半期連結累計期間は営業損失10百万円）、経

常損失２億26百万円（前第３四半期は経常損失１億11百万円、当第３四半期連結累計期間は経常損失５億３百万

円、前第３四半期連結累計期間は経常利益16百万円）、四半期純損失２億74百万円（前第３四半期は四半期純損失

１億38百万円、当第３四半期連結累計期間は四半期純損失６億49百万円、前第３四半期連結累計期間は四半期純損

失81百万円）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３四半期連結会計期間末における資産は、43億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億27百万円減

少しました。この主な要因は、現金及び預金の２億１百万円、売掛金の２億91百万円、前渡金の３億40百万円を

はじめとした流動資産合計が８億64百万円減少したことによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、15億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億２百万円減

少しました。この主な要因は、買掛金２億24百万円が増加しましたが、流動負債のその他が４億88百万円が減少

したことによるものです。  

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は28億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億25百万円減

少しました。この主な要因は、利益剰余金が６億49百万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３四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１億32百万円減少しており、15億81百万円となりました。当第３四半期連結累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。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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、81百万円の資金の増加（前第３四半期連結累計期間は２億25百万円の

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６億22百万円あったものの、売上債権の減少２億76百万円および前

渡金の減少５億７百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）   

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億33百万円の資金の減少（前第３四半期連結累計期間は７億69百万

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、および貸付けによる支出

が31百万円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）    

 財務活動によるキャッシュ・フローは、57百万円の資金の減少（前第３四半期連結累計期間は72百万円の減

少）となりました。  

 これは、主にリース債務の返済による支出が57百万円あったことによるものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

・個別業績予想について 

当第３四半期における個別業績においては、売上高は概ね予想通りであったものの、大型イベントで損失が

でたこと、来期以降の黒字化に向けた事業構造改革の実行による不採算案件からの撤退および人員削減により、

特別退職金を計上するなど経費が大幅に増加したことで、営業利益、経常利益および当期純利益が大きく予想を

下回っております。当期においては今後も経費が嵩むことが予定されており、個別業績予想を修正するものであ

ります。 

・連結業績予想について 

 一部子会社にて新規案件の受注により売上高、営業利益、経常利益および当期純利益の増加が見込まれるもの

の、個別業績の予想の修正に伴い、連結業績予想を修正するものであります。 

 なお、平成22年８月1２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。  

（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 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

 前回発表予想（A） 5,500  △150  △200  △350  △6.44 

 今回修正予想（B）  5,600  △700 △750  △900  △16.57 

 増減額（B-A）  100  △550  △550  △550  － 

 増減率（％）  1.8 －  －  －  － 

 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 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用  

 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、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は3,260千円、税金等調整前四半期純損失は

66,415千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82,946千

円であります。 

２．企業結合に関する会計基準等の適用 

 第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

３． 売上計上基準の変更 

 自家型発行前払式支払手段に該当するコンテンツ配信におけるポイントについて、従来入金時に売上計上をし

ておりましたが、当第３四半期連結会計期間より消化分に対応するものを売上計上する方法に変更しておりま

す。 

 この変更は資金決済法の施行に伴い未使用ポイントに関する返還義務が明確化したため、必要なシステム変更

を実施し未使用ポイントの把握が可能となったことから、より適切な収益認識を行うためであります。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高は44,105千円減少し、営業

損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失は同額増加しております。  

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 2,297,085 2,498,464

売掛金 545,363 837,181

コンテンツ 36,304 46,093

商品 11,304 25,709

仕掛コンテンツ 10,195 16,784

前渡金 322,363 662,367

その他 102,584 121,470

貸倒引当金 △37,045 △55,622

流動資産合計 3,288,157 4,152,449

固定資産   

有形固定資産 402,319 378,931

無形固定資産   

のれん 78,652 91,216

その他 94,409 115,143

無形固定資産合計 173,061 206,359

投資その他の資産   

破産更生債権等 482,786 450,083

その他 495,507 447,249

貸倒引当金 △453,643 △422,241

投資その他の資産合計 524,650 475,092

固定資産合計 1,100,032 1,060,383

繰延資産   

株式交付費 4,096 7,434

繰延資産合計 4,096 7,434

資産合計 4,392,286 5,220,267



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 660,954 436,243

短期借入金 6,266 16,266

1年内返済予定の長期借入金 17,040 14,271

リース債務 69,455 64,489

未払法人税等 12,496 50,489

返品調整引当金 6,000 5,949

事業撤退損失引当金 23,976 23,976

資産除去債務 57,450 －

その他 465,206 953,209

流動負債合計 1,318,846 1,564,896

固定負債   

長期借入金 28,258 29,788

リース債務 172,483 154,249

その他 27,820 972

固定負債合計 228,561 185,009

負債合計 1,547,408 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 △1,437,113 △787,178

自己株式 △32,328 △32,274

株主資本合計 2,530,050 3,180,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,606 △4,958

評価・換算差額等合計 △6,606 △4,958

新株予約権 105,988 83,591

少数株主持分 215,444 211,689

純資産合計 2,844,877 3,470,361

負債純資産合計 4,392,286 5,220,267



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,658,997 4,658,254

売上原価 3,456,596 3,752,857

売上総利益 1,202,401 905,397

販売費及び一般管理費   

給料 342,774 364,686

支払手数料 287,444 234,744

貸倒引当金繰入額 － 34,906

のれん償却額 － 160,006

その他 582,395 569,187

販売費及び一般管理費合計 1,212,613 1,363,531

営業損失（△） △10,212 △458,134

営業外収益   

受取利息 8,883 5,393

為替差益 21,588 －

その他 7,494 2,568

営業外収益合計 37,965 7,962

営業外費用   

支払利息 5,730 6,505

株式交付費償却 4,229 3,337

為替差損 － 43,170

その他 1,057 196

営業外費用合計 11,017 53,209

経常利益又は経常損失（△） 16,735 △503,381

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,618 3,750

保険差益 4,445 －

受取和解金 － 4,920

債務免除益 － 10,159

その他 20 2,820

特別利益合計 11,083 21,650

特別損失   

事務所移転費用 33,686 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63,155

特別退職金 － 46,976

その他 17,191 30,199

特別損失合計 50,877 140,330

税金等調整前四半期純損失（△） △23,058 △622,061

法人税、住民税及び事業税 40,513 19,954

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

16,494 －

法人税等調整額 △7,129 4,163

法人税等合計 49,878 24,117

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △646,179

少数株主利益 8,670 3,755

四半期純損失（△） △81,607 △649,934



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,297,463 1,427,587

売上原価 993,735 1,262,473

売上総利益 303,728 165,113

販売費及び一般管理費   

給料 122,088 122,444

支払手数料 85,296 70,593

その他 219,021 188,068

販売費及び一般管理費合計 426,406 381,105

営業損失（△） △122,678 △215,992

営業外収益   

受取利息 4,636 1,123

為替差益 7,723 －

その他 2,424 224

営業外収益合計 14,784 1,348

営業外費用   

支払利息 1,909 2,129

株式交付費償却 1,412 1,112

為替差損 － 8,307

その他 220 0

営業外費用合計 3,542 11,549

経常損失（△） △111,436 △226,193

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,663 3,514

保険差益 4,445 －

受取和解金 － 4,920

債務免除益 － 10,159

その他 462 2,980

特別利益合計 6,572 21,575

特別損失   

特別退職金 － 46,976

和解金 5,419 －

その他 5,616 10,278

特別損失合計 11,035 57,254

税金等調整前四半期純損失（△） △115,899 △261,873

法人税、住民税及び事業税 12,426 6,879

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

16,494 －

法人税等調整額 △1,650 2,108

法人税等合計 27,270 8,987

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △270,860

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,491 3,363

四半期純損失（△） △138,677 △274,224



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △23,058 △622,061

減価償却費 162,383 135,283

事務所移転損失 13,649 －

のれん償却額 12,647 160,006

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,471 13,807

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 △8,913 △5,423

支払利息 5,730 6,505

為替差損益（△は益） △21,674 43,373

返品調整引当金の増減額（△は減少） 110 51

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） △936 －

債務免除益 － △10,159

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） △500,831 276,021

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,396 34,548

保険差益 △4,445 －

前渡金の増減額（△は増加） 2,531 507,551

その他の流動資産の増減額（△は増加） 84,749 △918

仕入債務の増減額（△は減少） △151,449 224,710

前受金の増減額（△は減少） 119,377 △647,325

その他の流動負債の増減額（△は減少） 73,769 △87,322

その他 10,848 74,599

小計 △227,327 162,602

利息及び配当金の受取額 3,592 5,576

利息の支払額 △5,284 △6,446

保険金の受取額 6,000 －

法人税等の支払額 △2,667 △84,481

その他 － 4,620

営業活動によるキャッシュ・フロー △225,687 81,872

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付けによる支出 － △31,000

貸付金の回収による収入 1,321 2,804

有価証券の償還による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △103,505 △25,254

無形固定資産の取得による支出 △34,985 △20,279

投資有価証券の売却による収入 5,000 －

定期預金の預入による支出 △1,089,000 △60,000

定期預金の払戻による収入 390,000 104,711

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

14,134 －

子会社株式の取得による支出 － △2,900

のれんの取得による支出 － △77,175

その他 △52,461 △24,467

投資活動によるキャッシュ・フロー △769,495 △133,560



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

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 △28,695 △13,761

長期未払金の返済による支出 △1,210 △1,458

リース債務の返済による支出 △42,260 △57,616

自己株式の取得による支出 △145 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,311 △57,889

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,973 △22,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,049,521 △132,105

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 1,176,329 1,581,039



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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

  

（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 
 407,560  326,699  277,324  182,922  102,956  1,297,463  －  1,297,463

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  56,067  40,001  96,069  (96,069)  －

計  407,560  326,699  277,324  238,990  142,957  1,393,533  (96,069)  1,297,463

営業利益又は営業損失（△）  △37,151  30,484  △78,228  21,466  △24,723  △88,152  (34,525)  △122,678

  

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 
 1,087,919  892,324  1,664,146  595,849  418,757  4,658,997  －  4,658,997

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  123,641  52,501  176,143  (176,143)  －

計  1,087,919  892,324  1,664,146  719,491  471,258  4,835,140  (176,143)  4,658,997

営業利益又は営業損失（△）  12,988  42,585  △19,353  68,768  21,175  126,165  (136,377)  △10,212

(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 ……インターネット及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 

……ドラマ放映権及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、旅行事業及びＣ

Ｓ放送での番組提供事業 

(4) 通信・映像送出事業 ……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、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・販売事業及び

飲食事業等 



[所在地別セグメント情報]  

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。  

 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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（単位：千円）

  

(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 
 1,030,023  534,914  2,042,593  549,474  4,157,006  501,248  4,658,254

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  129,431  129,431  1  129,433

計  1,030,023  534,914  2,042,593  678,906  4,286,438  501,249  4,787,687

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △4,056  22,012  △442,389  22,323  △402,110  △56,896  △459,006



 当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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）  

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

                                （単位：千円） 

  

  当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

                                （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  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

該当事項はありません。  

  

（会計処理基準に関する事項の変更による影響額） 

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） 

 自家型発行前払式支払手段に該当するコンテンツ配信におけるポイントについて、従来入金時に売上計上

をしておりましたが、当第３四半期連結会計期間より消化分に対応するものを売上計上する方法に変更して

おります。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、外部顧客に対する売上高が、デジタルコンテンツ配信で

19,903千円、ライツ＆メディアコミュニケーションで24,201千円減少し、セグメント損失が同額増加してお

ります。  

  

   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 
 298,627  228,182  560,966  186,731  1,274,508  153,078  1,427,587

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  44,922  44,922  0  44,922

計  298,627  228,182  560,966  231,653  1,319,430  153,079  1,472,510

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △20,216  11,791  △209,757  10,981  △207,200  △8,907  △216,107

  合計  

報告セグメント計  △402,110

「その他」の区分の損失 （△）  △56,896

セグメント間取引消去  871

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △458,134

  合計  

報告セグメント計  △207,200

「その他」の区分の損失 （△）  △8,907

セグメント間取引消去  115

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △215,992



当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

 自家型発行前払式支払手段に該当するコンテンツ配信におけるポイントについて、従来入金時に売上計上

をしておりましたが、当第３四半期連結会計期間より消化分に対応するものを売上計上する方法に変更して

おります。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、外部顧客に対する売上高が、デジタルコンテンツ配信で

19,903千円、ライツ＆メディアコミュニケーションで24,201千円減少し、セグメント損失が同額増加してお

ります。  

  

（追加情報） 

 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。  

  

（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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