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1.  平成23年8月期第2四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成23年2月28日） 

（注）当社は、平成22年９月１日付で、普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。そのため、平成22年８月期第2四半期の１株
当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成22年９月１日付で、普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定し
た場合における平成22年８月期末の１株当たり純資産額は、21,882.65円であります。  

(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8月期第2四半期 1,212 20.4 362 83.5 359 85.0 215 92.7
22年8月期第2四半期 1,007 11.4 197 239.3 194 271.4 112 501.6

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8月期第2四半期 4,112.61 3,918.47
22年8月期第2四半期 3,989.25 3,846.27

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8月期第2四半期 1,750 1,132 64.1 22,213.23
22年8月期 1,940 1,199 61.4 43,765.29

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  1,121百万円 22年8月期  1,191百万円

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）２ 当社は、平成22年９月１日付で、普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。平成22年８月期末の１株当たり配当金につ
いては、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 

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8月期 ― 0.00 ― 2,800.00 2,800.00
23年8月期 ― 0.00
23年8月期 

（予想）
― 1,700.00 1,700.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8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 2,380 11.5 550 21.5 545 22.1 310 20.7 5,691.42



(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） 

（注）当社は、平成22年９月１日付で、普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。平成22年８月期第2四半期に係る期中
平均株式数（四半期連結累計期間）は、当該株式分割が行われる前の株式数で表示しております。 

※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 
・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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
【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。 
・当社は、平成22年９月１日付で、普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】4ページ「2.その他の情報」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8月期2Q 59,238株 22年8月期  29,619株
② 期末自己株式数 23年8月期2Q  8,732株 22年8月期  2,385株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 52,501株 22年8月期2Q 28,090株
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 当第２四半期連結累計期間（平成22年９月１日から平成23年２月28日まで）におけるわが国の経済は、海外経済の

改善、様々な政策効果などを背景に一部回復の兆しが見られるものの、円高による輸出環境の悪化、デフレの影響、

政治の不安定化などが続く中で、厳しい雇用情勢、個人消費の低迷などにより、依然として景気の先行きの不透明感

は強いままの状況です。  

 当社グループの中心事業であるデジタルコンテンツ配信を取り巻く市場環境は、携帯電話の累計契約台数における

第３世代携帯電話の契約台数が平成22年２月末の107,693千台から平成23年２月末には116,695千台に増加しており

（前年同期比9.1%の増加）「出所：社団法人電気通信事業者協会」、携帯電話でのインターネット利用環境がさらに

進んでおります。また、モバイル・コンテンツ・フォーラムの調査によると、平成21年のモバイルコンテンツ関連市

場の規模は「モバイルコンテンツ市場」、「モバイルコマース市場」を合わせ前年比12%増加し、1兆5,206億円とな

っております。 

 このような環境の中、当社グループでは主力事業であるコンテンツ事業において、独自の解析ツールを用いたコン

テンツマーケティングを推進し会員数の底上げに努めるとともに、製作コスト削減やプロモーションの効率化に取り

組んでまいりました。また、美容ポータルサイトの開設や韓国占いサイトへの有料占いコンテンツ提供を行うなど、

コンテンツジャンル及び配信網の拡大に努めてまいりました。 

  

 これらの活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,212,724千円（前年同期比20.4%増）、営業利益

362,395千円（前年同期比83.5％増）、経常利益359,662千円（前年同期比85.0%増）、税金等調整前四半期純利益

359,662千円（前年同期比95.3%増）となり、四半期純利益は215,917千円（前年同期比92.7%増）と大幅な増収増益と

なりました。 

 セグメントの概況は以下のとおりであります。 

（コンテンツ事業） 

 当社グループのコンテンツ事業は、携帯電話向け及びＰＣ向けに占いコンテンツを配信するビジネスを中心に展開

しております。 

 携帯電話向け、ＰＣ向けともに毎月有料の新規コンテンツをリリースするとともに、独自の解析ツールを用いた

「コンテンツマーケティング」(注)を推進し、前期開設した無料公式サイト会員の有料コンテンツへの誘導、プロモ

ーションの効率化に努めてまいりました。当第２四半期連結累計期間末現在の携帯電話向けコンテンツ数は58コンテ

ンツ、提供サイト数は181、有料会員数は329,733人（前年同期比23.7%増）、ＰＣ向けコンテンツ数は76コンテン

ツ、提供サイト数は487サイトとなっております。 

 また、ソーシャルネットワークサービスへのゲームアプリの提供を通じたコンテンツジャンルの拡大、韓国占いサ

イトへの占いコンテンツ提供を行うなどコンテンツ配信網の拡大を行うとともに、受託開発業務を通じて技術力の底

上げを行い、制作プロセスのシステム化、コンテンツ毎の原価管理の徹底によるコスト削減に努めてまいりました。

 これらの結果、当セグメントの売上高は1,055,771千円（前年同期比30.4%増）、営業利益は529,403千円（前年同

期比59.2％増）となりました。 

(注)コンテンツマーケティングは株式会社メディア工房の登録商標であり、当社独自のコンテンツユーザーの動向を

マーケティングする手法の総称であります。 

  

（携帯電話販売事業） 

 携帯電話販売事業におきましては、当第２四半期連結累計期間末現在12店舗の併売店とソフトバンクショップ1店

舗を通じて、携帯電話並びに付属品の販売を行っております。市場全体の売上台数が減少するという厳しい事業環境

の中、スマートフォンなどの高機能端末の販売に注力してまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の携帯電話販売事業の売上高は160,213千円（前年同期比16.0%減）となりま

したが、商流の見直しを含めた徹底した合理化により収益力を強化、営業利益は4,347千円（前年同期は1,021千円の

営業損失）となり、黒字基調が定着してまいりました。 

  

（美容関連事業） 

 美容関連事業におきましては、インターネットサイトを通じて化粧品等の販売をしています。 

 その結果、当セグメントの売上高は593千円（前年同期比94.5%減）、営業損失763千円（前年同期は1,147千円の営

業損失）となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報



（1） 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,750,863千円であり、前連結会計年度末と比較して190,119千円減

少しております。これは主に、現金及び預金が160,769千円減少したものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は618,685千円であり、前連結会計年度末と比較して123,207千円減

少しております。これは主に、未払費用が49,400千円減少、長期借入金が83,330千円減少したものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は1,132,178千円であり、前連結会計年度末と比較して66,912千

円減少しております。これは主に、利益剰余金が138,195千円増加した一方で、自己株式が208,198千円増加している

ことによるものです 

（2） キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して160,769千円減少し、

593,399千円となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとお

りであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期連結累計期間は169,483千円の収入（前年同期は110,059千円

の収入）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益359,662千円の計上、法人税等の支払額136,326千

円、未払費用の減少49,400千円によるものです。 

（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、当第２四半期連結累計期間は38,436円の収入（前年同期は10,122千円の支

出）となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入を50,000千円計上する一方で、有形固定資産の取得

による支出6,795千円、敷金及び保証金の差入による支出を3,072千円行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、当第２四半期連結累計期間は368,689千円の支出（前年同期は214,282千円

の収入）となりました。これは主に自己株式の取得による210,265千円の支出、配当金の支払75,694千円、長期借入

金の返済83,330円があったことによるものです。 

 当第２四半期連結累計期間は、主力のコンテンツ事業部門において、携帯電話向けコンテンツの有料会員数が堅調

に推移したことなどに伴い、売上、利益とも当初予想を上回る結果となりました。 

 今後も引続き携帯電話及びＰＣ向けに、毎月有料コンテンツを提供するとともに、コンテンツマーケティングを推

し進め有料会員数の底上げとプロモーションの効率化に努めてまいります。 

 また、さらなる国際化の推進、スマートフォン対応とともに、スクール事業・イベント開催を通じた情報発信基地

化、美容コンテンツの充実を始めとするコンテンツジャンルの拡大等、来期を見据えた事業戦略を進めてまいりま

す。平成23年８月期の業績予想につきましては第３四半期以降の事業環境、事業戦略などにつき分析、検討の上、業

績予想の修正が必要と認識した場合には速やかにお知らせいたします。 

（２）連結財政状態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



   該当事項はありません。  

  

１.簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

１.会計処理基準に関する事項の変更 

①資産除去債務に関する会計基準等の適用  

 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。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

 当第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）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。 

２.表示方法の変更 

 「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）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

  

       該当事項はありません。  

  

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要



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２月28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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 593,399 754,168

売掛金 540,388 507,074

商品 8,558 6,936

仕掛品 9,927 10,164

貯蔵品 439 830

その他 82,817 77,567

貸倒引当金 △6,240 △3,762

流動資産合計 1,229,290 1,352,979

固定資産   

有形固定資産 58,337 64,723

無形固定資産   

のれん 46,178 55,747

その他 39,790 43,502

無形固定資産合計 85,968 99,250

投資その他の資産   

営業保証金 146,835 146,732

敷金及び保証金 124,277 121,205

その他 106,627 163,183

貸倒引当金 △473 △7,091

投資その他の資産合計 377,266 424,030

固定資産合計 521,573 588,004

資産合計 1,750,863 1,940,983

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,032 30,455

1年内返済予定の長期借入金 166,660 166,660

未払費用 98,314 147,715

未払法人税等 149,431 140,514

その他 53,258 62,230

流動負債合計 507,697 547,575

固定負債   

長期借入金 108,238 191,568

その他 2,750 2,750

固定負債合計 110,988 194,318

負債合計 618,685 741,893



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 451,459 451,459

資本剰余金 348,454 348,454

利益剰余金 628,797 490,601

自己株式 △306,810 △98,612

株主資本合計 1,121,901 1,191,904

新株予約権 10,276 7,186

純資産合計 1,132,178 1,199,090

負債純資産合計 1,750,863 1,940,983



（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９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 1,007,014 1,212,724

売上原価 310,302 335,758

売上総利益 696,712 876,965

販売費及び一般管理費 499,173 514,570

営業利益 197,538 362,395

営業外収益   

受取利息 120 63

受取事務手数料 60 －

受取販売奨励金 1,078 76

償却債権取立益 － 109

その他 219 1

営業外収益合計 1,477 251

営業外費用   

支払利息 3,862 2,843

その他 779 140

営業外費用合計 4,641 2,984

経常利益 194,375 359,662

特別利益   

過年度損益修正益 30,374 －

子会社株式売却益 7,956 －

特別利益合計 38,330 －

特別損失   

過年度貸倒引当金繰入額 6,000 －

固定資産除却損 7,810 －

本社移転費用 5,542 －

減損損失 3,299 －

販売用不動産評価損 25,323 －

その他 568 －

特別損失合計 48,544 －

税金等調整前四半期純利益 184,161 359,662

法人税、住民税及び事業税 86,161 146,163

法人税等調整額 △14,060 △2,418

法人税等合計 72,101 143,744

少数株主損益調整前四半期純利益 － 215,917

四半期純利益 112,059 215,917



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 521,977 615,000

売上原価 147,234 168,004

売上総利益 374,742 446,996

販売費及び一般管理費 276,887 248,754

営業利益 97,854 198,242

営業外収益   

受取利息 113 59

受取販売奨励金 954 －

償却債権取立益 － 109

その他 215 0

営業外収益合計 1,283 170

営業外費用   

支払利息 2,466 1,318

その他 364 90

営業外費用合計 2,830 1,408

経常利益 96,307 197,004

特別利益   

過年度損益修正益 30,374 －

特別利益合計 30,374 －

特別損失   

固定資産除却損 1,835 －

本社移転費用 5,542 －

減損損失 3,299 －

販売用不動産評価損 25,323 －

その他 568 －

特別損失合計 36,569 －

税金等調整前四半期純利益 90,112 197,004

法人税、住民税及び事業税 44,109 83,869

法人税等調整額 △16,608 △8,188

法人税等合計 27,500 75,681

少数株主損益調整前四半期純利益 － 121,323

四半期純利益 62,611 121,323



（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９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28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 184,161 359,662

減価償却費 15,460 15,893

減損損失 2,624 －

のれん償却額 11,304 9,569

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,636 △4,140

受取利息及び受取配当金 △120 △63

支払利息 3,862 2,843

売上債権の増減額（△は増加） △49,159 △33,313

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,422 △994

仕入債務の増減額（△は減少） △1,560 9,576

未払費用の増減額（△は減少） 4,500 △49,400

預け金の増減額（△は増加） △22,000 △2,187

その他 △56,747 1,064

小計 179,385 308,511

利息及び配当金の受取額 120 63

利息の支払額 △3,739 △2,764

法人税等の支払額 △66,920 △136,326

法人税等の還付額 1,213 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 110,059 169,483

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 △29,338 △6,795

無形固定資産の取得による支出 △8,071 △1,854

無形固定資産の売却による収入 1,142 1,142

投資有価証券の売却による収入 － 50,000

子会社株式の取得による支出 △39,780 －

子会社株式の売却による収入 47,736 －

敷金及び保証金の差入による支出 △260 △3,072

敷金及び保証金の回収による収入 21,364 －

貸付金の回収による収入 240 240

営業譲受による支出 △2,957 －

その他 △198 △1,223

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,122 38,436



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △40,000 －

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △120,542 △83,330

自己株式の取得による支出 △97,200 △210,265

配当金の支払額 △28,815 △75,694

その他 840 600

財務活動によるキャッシュ・フロー 214,282 △368,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 314,219 △160,769

現金及び現金同等物の期首残高 337,940 754,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 652,160 593,399



該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
コンテンツ事業 

（千円） 
携帯電話販売事業

（千円） 
美容関連事業 
（千円） 

その他の事業 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  415,392  100,009  5,525  1,049

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3,278  1,895  －

計  415,392  103,287  7,420  1,049

営業利益又は営業損失（△）   164,147  4,378  △2,761  △912

  
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  521,977  －  521,977

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,173  △5,173  －

計  527,150  △5,173  521,977

営業利益又は営業損失（△）   164,852  △66,997  97,854

  
コンテンツ事業 

（千円） 
携帯電話販売事業

（千円） 
美容関連事業 
（千円） 

その他の事業 
（千円） 

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高  809,583  184,595  10,861  1,974

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  6,304  7,374  －

計  809,583  190,900  18,236  1,974

営業利益又は営業損失（△）   332,393  △1,021  △1,147  △4,182

  
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  1,007,014  －  1,007,014

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 13,678  △13,678  －

計  1,020,693  △13,678  1,007,014

営業利益又は営業損失（△）   326,041  △128,502  197,538



 （注）１．事業区分の方法 

       事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

   

前第２四半期連結会計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成22年２月28日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成22年２月28日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（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。  

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、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。 

 当社の事業分野は、事業の内容、その経済的特徴等を考慮し、「コンテンツ事業」、「携帯電話販売事

業」、「美容関連事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「コンテンツ事業」は、携帯電話・パソコン向けコンテンツの制作・配信を、「携帯電話販売事業」は、携

帯電話機の受託販売及び周辺機器の販売を、「美容関連事業」は、化粧品販売を行っております。 

  

事業区分 主要な事業内容 

 コンテンツ事業  携帯電話・パソコン向けコンテンツの制作・配信  

 携帯電話販売事業  携帯電話機の受託販売及び周辺機器の販売 

 美容関連事業  化粧品販売・エステティックサロン向けフリーペーパー 

 その他の事業  風水グッズ等の販売 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

〔セグメント情報〕



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９月１日 至 平成23年２月28日）         （単位：千円）

（注）１.「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、風水グッズ等の販売を含んでおります。 

２.セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△171,801千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△171,810千円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。 

３.セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年12月１日 至 平成23年２月28日）         （単位：千円）

（注）１.「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、風水グッズ等の販売を含んでおります。 

２.セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△84,406千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△84,410

千円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。 

３.セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利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。  

  

 当社は、平成22年11月29日付で、特定の株主から当社普通株式4,062株を210,265千円で取得したこと等により、

自己株式が306,810千円となっております。 

  

  

  

報告セグメント 

その他 

（注１） 
合計 

調整額 

（注２） 

四半期連

結損益計

算書計上

額（注３）

コンテン

ツ事業 

携帯電話

販売事業

美容関連

事業 
計 

 売上高                                

外部顧客への売上高 1,055,771  154,015  593 1,210,379  2,344 1,212,724  － 1,212,724

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  6,198  －  6,198  －  6,198  △6,198  －

計 1,055,771  160,213  593 1,216,578  2,344 1,218,922  △6,198 1,212,724

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
 529,403  4,347  △763  532,987  1,209  534,196 △171,801  362,395

  

報告セグメント 

その他 

（注１） 
合計 

調整額 

（注２） 

四半期連

結損益計

算書計上

額（注３）

コンテン

ツ事業 

携帯電話

販売事業

美容関連

事業 
計 

 売上高        

外部顧客への売上高  531,356  82,635  87  614,079  921  615,000  －  615,000

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  2,886  －  2,886  －  2,886  △2,886  －

計  531,356  85,521  87  616,965  921  617,887  △2,886  615,000

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
 278,064  4,286  △181  282,169  479  282,648  △84,406  198,242

（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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