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1.  平成23年7月期第2四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成23年1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7月期第2四半期 11,433 △15.8 692 74.4 483 182.3 396 ―
22年7月期第2四半期 13,580 △13.2 397 27.8 171 20.7 △576 ―

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7月期第2四半期 10.51 ―
22年7月期第2四半期 △20.79 ―

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7月期第2四半期 14,480 2,104 14.0 33.94
22年7月期 13,950 447 2.2 9.40

（参考） 自己資本   23年7月期第2四半期  2,027百万円 22年7月期  312百万円

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7月期 ― ― ― 0.00 0.00
23年7月期 ― ―
23年7月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23年7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 23,000 △13.2 1,000 7.9 630 7.8 350 ― 5.86



(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  有  
（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報告書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報告書のレビュー手続き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 
１株当たり予想当期純利益は、期末発行株式数（自己株式控除後）59,736,467株により算出しております。 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提にしております。実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性があります。連結業績予想につきましては、四半期決算短信［添付資料］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】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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7月期2Q 59,736,930株 22年7月期  33,205,930株
② 期末自己株式数 23年7月期2Q  463株 22年7月期  463株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期2Q 37,675,363株 22年7月期2Q  27,724,418株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復傾向が見られるものの、依然として厳しい状況

が続いております。当社が事業を展開している広告業界におきましても、先行き不透明な状況は続くものの、テレビ

広告費を中心に増加傾向にあり、広告需要は緩やかな回復の兆しが表れております。 

 このような業界環境のもと、当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、前連結会計年度にお

いて子会社であった株式会社円谷プロダクション及び株式会社デジタル・フロンティアの連結除外の影響を受けた結

果、前期比で売上高は減少するも、ＴＶ－ＣＭ事業が好調に推移したことと、業務の効率化及びコスト削減により、

利益は大幅に回復いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比15.8％減）、営業利益

百万円（前年同四半期比74.4％増）、経常利益 百万円（前年同四半期比182.3％増）、四半期純利益 百万円

（前年同四半期は576百万円の四半期純損失）となりました。なお、販売費及び一般管理費には、Ｍ＆Ａによるのれ

ん償却額116百万円が含まれております。 

 事業セグメント別の概況は次のとおりであります。 

①ＴＶ－ＣＭ事業 

 当事業につきましては、ＴＶ－ＣＭの企画・制作及びポスト・プロダクション業務を行っております。 

 テレビ広告費を中心に増加傾向にあり、広告需要が緩やかな回復基調にあります。そのような業界環境のもと、平

成22年７月のグループ統合以降、大手制作会社の１社である強みを活かし一体的な営業展開を図った結果、好調に推

移いたしました。また、グループ統合に伴う人材の集約、内製化と集中発注等の業務効率化を推進した結果、利益が

大幅に増加し、連結利益に大きく貢献いたしました。 

 以上の結果、ＴＶ－ＣＭ事業は、売上高8,216百万円、営業利益1,550百万円となりました。なお、販売費及び一般

管理費には、Ｍ＆Ａによるのれん償却額18百万円が含まれております。 

  

②マーケティング・コミュニケーション事業 

 当事業におきましては、国内外におけるＷＥＢ広告やプロモーションメディア広告の企画・制作等、クロス・メデ

ィア広告を手掛けております。 

 当事業におきましては、海外部門の不調の影響を受けるも、国内部門は、売上高、利益ともに業績目標を達成いた

しました。 

 以上の結果、マーケティング・コミュニケーション事業は、売上高2,970百万円、営業利益24百万円となりまし

た。なお、販売費及び一般管理費には、Ｍ＆Ａによるのれん償却額97百万円が含まれております。 

  

③その他 

 その他におきましては、アニメーション、テレビ番組、ミュージック・ビデオの企画・制作を行っております。 

 その他全体では、売上高、利益ともに業績目標未達となりました。通期の業績目標の達成に向け、営業強化、収益

構造の見直し等図ってまいります。 

 以上の結果、売上高425百万円、営業損失25百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて529百万円増加し、 百万円と

なりました。現金及び預金の増加と棚卸資産の増加要因がある一方で、受取手形及び売掛金の減少、のれん償却及び出

資金償却による減少要因によるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1,127百万円減少し、 百万円

となりました。買掛金及び前受金、資産除去債務の増加要因がある一方で、長期借入金の減少、未払法人税等の減少要

因によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1,656百万円増加し、 百万円

となりました。第三者割当増資の実施に伴う資本金及び資本剰余金の増加、四半期純利益の計上が主な要因となってお

ります。 

  

（キャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間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て

969百万円増加し、3,794百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は 百万円（前年同期は、430百万円の使用）となりました。主に税金等調整前四半期

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

11,433

692 483 396

14,480

12,375

2,104

730
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純利益、売上債権の減少及び仕入れ債務の増加、前受金の増加といった増加要因がある一方で、棚卸資産の増加、未払

金の減少及び法人税等の支払といった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） 

 投資活動の結果使用した資金は15百万円（前年同期は、218百万円の獲得）となりました。主に貸付金の回収による

収入、差入保証金の回収による収入といった増加要因がある一方で、有形・無形固定資産の取得、保険積立金の積立に

よる支出といった減少要因によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は 百万円（前年同期は、758百万円の獲得）となりました。主に株式の発行による収

入といった増加要因がある一方で、短期借入金及び長期借入金の返済による支出といった減少要因によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年９月24日に発表いたしました、平成23年７月期通期の業績予想に変更はありません。   

  

（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 

 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めれる

ため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

  

（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２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益がそれぞれ2,638千円減少し、税金等調整前 

 四半期純利益が37,085千円減少しております。また、当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額は 

 69,182千円であります。  

    

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用    

    第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号  平成20年３月10日公表 

  分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号  平成20年３月10日）

  を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。  

    これによる損益への影響はありません。  

  

256

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成23年１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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,794,641 2,825,231

受取手形及び売掛金 3,859,612 4,035,334

仕掛品 1,543,803 1,295,058

原材料及び貯蔵品 3,329 4,153

繰延税金資産 232,075 227,469

その他 309,288 596,197

貸倒引当金 △9,365 △8,719

流動資産合計 9,733,384 8,974,725

固定資産   

有形固定資産 2,054,457 2,091,661

無形固定資産   

のれん 931,598 1,047,662

その他 114,506 113,143

無形固定資産合計 1,046,105 1,160,805

投資その他の資産   

出資金 47,273 101,228

長期貸付金 705,263 719,490

その他 1,745,923 1,757,590

貸倒引当金 △852,279 △854,740

投資その他の資産合計 1,646,181 1,723,568

固定資産合計 4,746,744 4,976,035

資産合計 14,480,128 13,950,760

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,630,996 2,291,698

短期借入金 － 715,557

1年内返済予定の長期借入金 1,114,454 －

未払法人税等 83,351 464,763

前受金 354,373 147,579

賞与引当金 36,445 66,595

その他 677,671 1,016,319

流動負債合計 4,897,292 4,702,513

固定負債   

長期借入金 6,963,246 8,249,430

役員退職慰労引当金 252,780 300,471

資産除去債務 60,376 －

その他 202,000 250,547

固定負債合計 7,478,404 8,800,449

負債合計 12,375,697 13,502,963
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年１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７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,751,057 1,101,047

資本剰余金 1,353,172 703,163

利益剰余金 △1,026,682 △1,422,793

自己株式 △99 △99

株主資本合計 2,077,448 381,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66 △1,022

為替換算調整勘定 △49,659 △68,116

評価・換算差額等合計 △49,726 △69,138

新株予約権 3,674 32,751

少数株主持分 73,034 102,866

純資産合計 2,104,430 447,797

負債純資産合計 14,480,128 13,950,760
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 13,580,062 11,433,772

売上原価 10,439,831 8,810,451

売上総利益 3,140,231 2,623,320

販売費及び一般管理費 2,743,208 1,930,874

営業利益 397,022 692,445

営業外収益   

受取利息 27,260 3,384

組合出資分配金 5,413 41,972

負ののれん償却額 13,082 －

持分法による投資利益 322 152

その他 52,202 36,915

営業外収益合計 98,280 82,425

営業外費用   

支払利息 135,938 94,639

売上債権売却損 23,740 23,659

資金調達費用 － 106,000

株式交付費 － 4,625

組合出資減価償却費 141,958 37,406

その他 22,216 24,554

営業外費用合計 323,853 290,885

経常利益 171,449 483,985

特別利益   

投資有価証券売却益 98,085 －

関係会社整理損失引当金戻入額 4,500 －

新株予約権戻入益 － 32,751

前期損益修正益 － 22,395

その他 9,616 2,060

特別利益合計 112,202 57,207

特別損失   

固定資産除却損 16,120 46,162

投資有価証券評価損 9,195 －

投資有価証券売却損 60,359 －

訴訟関連損失 28,617 －

子会社株式売却損 － －

賃貸借契約解約損 14,156 －

減損損失 7,429 －

貸倒引当金繰入額 374,376 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34,446

その他 28,641 24,411

特別損失合計 538,896 105,021

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△255,244 436,171

法人税、住民税及び事業税 306,781 84,202

法人税等調整額 △45,265 △21,090

法人税等合計 261,516 63,111

少数株主損益調整前四半期純利益 － 373,060

少数株主利益又は少数株主損失（△） 59,571 △23,051

四半期純利益又は四半期純損失（△） △576,332 396,111
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年１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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△255,244 436,171

減価償却費 192,474 133,468

著作権償却費 49,090 －

のれん償却額 122,997 116,063

負ののれん償却額 △13,082 －

固定資産除却損 16,120 46,162

貸倒引当金の増減額（△は減少） 724,162 △1,816

賞与引当金の増減額（△は減少） 474 △31,568

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

23,385 △46,676

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △348,650 －

受取利息及び受取配当金 △27,840 △3,384

支払利息 135,938 94,639

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △28,575 407

新株予約権戻入益 － △32,751

持分法による投資損益（△は益） △322 △152

資金調達費用 － 106,000

株式交付費 － 4,625

支払手数料 4,056 －

出資金償却 522,905 38,406

売上債権の増減額（△は増加） △424,576 178,712

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,099 △248,228

仕入債務の増減額（△は減少） △162,696 253,535

未払金の増減額（△は減少） △42,074 △108,706

前受金の増減額（△は減少） △429,380 206,877

その他 △117,153 34,222

小計 △39,890 1,176,008

利息及び配当金の受取額 27,358 3,384

利息の支払額 △131,471 △93,260

法人税等の還付額 － 108,985

法人税等の支払額 △286,413 △464,287

営業活動によるキャッシュ・フロー △430,416 730,828
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年１月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付金の回収による収入 32,819 82,025

有形固定資産の取得による支出 △119,346 △99,643

無形固定資産の取得による支出 △11,088 △46,073

投資有価証券の売却による収入 251,903 1,625

出資金の払込による支出 △34,650 △2,205

出資金の分配による収入 10,775 31,717

差入保証金の回収による収入 118,441 54,921

差入保証金の差入による支出 △4,663 △9,185

保険積立金の積立による支出 △59,189 △30,403

その他 33,582 1,923

投資活動によるキャッシュ・フロー 218,584 △15,297

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,090,356 △100,766

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,254,342 △786,420

社債の償還による支出 △142,500 －

株式の発行による収入 － 1,189,393

リース債務の返済による支出 △31,075 △45,757

その他 △4,126 504

財務活動によるキャッシュ・フロー 758,311 256,952

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,358 △3,073

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 545,121 969,409

現金及び現金同等物の期首残高 1,808,508 2,825,231

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,353,629 3,794,641
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 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２四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至平成22年１月31日） 

（注）１．ＷＥＢ事業の業績には、インターナショナル事業の業績が含まれております。  

  

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年１月31日）において、全セグメントの売上高の

合計額に占める日本の割合は百分の九十を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

  

〔海外売上高〕  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年１月31日）において、全セグメントの海外売上

高が、連結売上高の百分の十未満であるため、記載を省略しております。  

  

  

【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要  

   当社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、取締役会が、経営

  資源の配分の決定及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、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ＴＶ－ＣＭ事業」、「マーケティ

  ング・コミュニケーション事業」、「その他」の２つを報告セグメントとしております。「ＴＶ－ＣＭ事業」

  は、ＴＶ－ＣＭの企画・制作、並びにポスト・プロダクション業務を行っております。「マーケティング・コ

  ミュニケーション事業」は、国内外におけるＷＥＢ広告、プロモーションメディア広告の企画・制作等、クロ

  ス・メディア広告事業を行っております 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
広告映像事業 

（千円）  

ＷＥＢ事業 

（千円）  

エンタテイン

メント事業 

（千円） 

コンテンツ・

ソリューショ

ン事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円）  

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及

び営業利益  
       

(1)外部顧客に

対する売上高 
 8,313,536  1,462,753 3,521,824 281,947 13,580,062 － 13,580,062

(2)セグメント

間の内部売上

高又は振替  

 119,303  101,140 26,435 681,279 928,158  △928,158 －

計   8,432,839  1,563,893 3,548,260 963,227 14,508,221  △928,158 13,580,062

営業利益又は

営業損失

（△）  

 473,240  △118,226 68,413 71,202 494,629  △97,606 397,022
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年８月１日 至 平成23年１月31日） 

（注）１．その他は、アニメーション、テレビ番組、ミュージックビデオの企画・制作等を行っております。  

   ２．セグメント損益の△856,948千円には、セグメント間取引消去88,284千円及び全社費用△945,232千円が

     含まれております。全社費用は、主に管理部門に係る人件費及び経費であります。  

   ３．セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業損益と調整を行っております。 

  

３．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  

  該当事項はありません。 

  

（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。 

  

 当社は、平成22年12月30日付で、インテグラル１号投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込みを受けま

した。この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が650,009千円、資本準備金が650,009千円増加し、当

第２四半期会計期間末において資本金が1,751,057千円、資本剰余金が1,353,172千円となっております。 

  

  

ＴＶ－ＣＭ 

事業  

（千円）  

マーケティン

グ・コミュニ

ケーション 

事業 

（千円） 

合計  

（千円） 

その他 

（千円） 

（注）１ 

  

調整額 

（千円） 

（注）２  

四半期連結 

損益計算書 

計上額  

（千円） 

（注）３ 

売上高         

外部顧客への売上高   8,187,746 2,863,155 11,050,901 382,870 － 11,433,772

セグメント間の内部売上高又は

振替  
 29,072 107,467 136,539 42,290  △178,829 －

計   8,216,818 2,970,622 11,187,441 425,161  △178,829 11,433,772

セグメント利益又は損失（△）  1,550,954 24,331 1,575,286 △25,891  △856,948 692,445

（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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