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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年3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6月期第3四半期 357 113.6 △195 ― △189 ― △379 ―
22年6月期第3四半期 167 △82.5 △207 ― △186 ― △261 ―

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6月期第3四半期 △5,585.24 ―
22年6月期第3四半期 △5,035.84 ―

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6月期第3四半期 558 100 17.4 1,289.91
22年6月期 406 291 70.3 4,757.42

（参考） 自己資本   23年6月期第3四半期  97百万円 22年6月期  285百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年6月期 ― 0.00 ―
23年6月期 

（予想） 0.00 0.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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 500 182.6 △300 ― △310 ― △430 ― 6,640.82



(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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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.４「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6月期3Q 76,376株 22年6月期  61,076株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  982株 22年6月期  982株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期3Q 67,944株 22年6月期3Q 51,969株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年７月１日から平成23年３月31日まで）におけるわが国経済は、景

気の底打ち感から、経済指標の良化はみられるものの、雇用不安の解消などにはいたらず、先行き不透明

な経済状況は、変わり無いものとなっております。  

 このような中、当企業グループは、第２四半期に引続き、投資先企業の各事業活動の精査を行い、経営

資源の選択集中を行いました。その結果、当連結会計期間中に、㈱ABCOMが進出する予定であった太陽電

池用装置レーザースクライバー事業からの撤退及びCAT事業への進出中止を決議いたしました。また、収

益面においては、第２四半期会計期間中に連結子会社化した㈱Thanks Lab.及び㈱GWインベストメントを

通じてグループ全体の高収益体質の強化に邁進いたしております。さらに、第１四半期に連結子会社とし

た㈱SPCが行っている自動車関連部品の製造や携帯電話やナビゲーターなどの液晶パネル等のガラス加工

などのメーカー事業をより強化を図っておりますが、しっかりした利益を確保できる体制となっておりま

せん。  

 このような結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は357百万円（前年同期比113.67％増）、営業損

失は195百万円(前年同期比11百万円減)、経常損失は189百万円（前年同期比３百万円増）、四半期純損失

379百万円（前年同期比117百万円増）となりました。  

 セグメントの業績は以下のとおりであります。 

①メディア・コンテンツ事業  

 当第３四半期連結累計期間においては、㈱Thanks Lab.が当セグメント内で事業を実施しております。

その結果、当第３四半期連結累計期間では、売上高は98百万円、営業損失は41百万円となりました。  

②メーカー事業  

 当第３四半期連結累計期間においては、㈱SPCが当該セグメントに区分されており、自動車関連部品及

びガラス特殊加工などを受注・生産・販売をしております。また、レーザースクライバー装置について

は、当該事業に関するノウハウの不足等の理由から、CAT事業については、当該事業に関する資金調達が

できなかったため、それぞれ事業の継続ができない状態となっております。そのため、平成23年２月17日

付で、当社及び㈱ABCOMは、レーザースクライバー装置に関する事業からの撤退を、平成23年３月28日付

でCAT事業への進出中止を、それぞれ決議しております。その結果、当第３四半期連結累計期間では、売

上高は252百万円、営業損失は78百万円となりました。  

③M&A・投資アドバイザリー事業  

 当第３四半期連結累計期間においては、当社とともにGWインベストメントがM&A・投資アドバイザリー

事業を実施しております。その結果、当第３四半期連結累計期間では売上高15百万円、営業損失は38百万

円となりました。  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は558百万円であり前連結会計年度より151百万円増加しておりま

す。また、負債は343百万円増加し458百万円となり、純資産は191百万円減少し100百万円となっておりま

す。これは主に四半期純損失を379百万円を計上したことによるものであります。 

  

 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は、19百万円であり前年同期と比べ14百万

円の減少となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の分析

(2) キャッシュ・フローの状況の分析
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 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は128百万円（前年同期比99百万円

減）となりました。  

 これは主に税金等調整前四半期純損失を377百万円計上したことがことによります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は85百万円（前年同四半期は資金の増加

27百万円）となりました。  

 これは主に貸付による支出43百万円を計上したことによります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は160百万円（前年同期比56百万円増）

となりました。  

 これは主に株式の発行による収入180百万円を計上したことによります。  

  

平成23年6月期の連結業績予想につきましては、平成23年３月10日付「平成23年６月期業績予想の修正

ならびに特別利益及び特別損失発生のお知らせ」から修正は行なっておりません。なお、今後、業績予想

の見直しの必要性が生じた場合、速やかに業績予想修正のお知らせを発表いたします。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

(簡便な会計処理) 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率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られる

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

②たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地たな卸を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

 税金費用の計算 

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

（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。 

 これにより、営業損失及び経常損失は315千円、税金等調整前四半期純損失は3,150千円の増加となっ

ております。 

（企業結合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、「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。 

  

当企業グループは、前連結会計年度に317百万円の営業損失を計上し、当第３四半期連結累計期間に

おいても195百万円の営業損失を計上しており、営業活動によるキャッシュ・フローにおいても前連結

会計年度は287百万円のマイナス、当第３四半期連結累計期間は128百万円のマイナスを計上しておりま

す。また、諸経費の支払の一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当企業グループは、当該状況を解消し又

は改善すべくコスト削減を継続し、既存事業の収支改善を図るとともに、不採算事業からの撤退と収益

性の高い事業への進出を図ってまいります。  

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
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 既存事業につきましては、第１四半期連結会計期間に連結子会社とした㈱SPCが行っている自動車

関連部品の製造や携帯電話やナビゲーターなどの液晶パネル等のガラス加工などのメーカー事業のより

一層の強化を図ります。  

 また第２四半期連結会計期間において、新たに㈱Thanks Lab.と㈱GWインベストメントを連結子会社

とし、それぞれメディア・コンテンツ事業とM&A・投資アドバイザリー事業を強化していくこととなり

ました。メディア・コンテンツ事業は、映画・舞台・TV等の制作、配給、宣伝などを行い、当社の持つ

ネットワークを積極的に活用することにより、高い成長を期待するものであります。M&A・投資アドバ

イザリー事業につきましては、有力なM&Aや投資先の案件情報の集約を行い、対象企業に対して経営ア

ドバイスや各種コンサルティングを行うことにより、クライアントの企業価値を高め、さらなるM&Aや

投資案件の発掘につなげることにより、高い収益獲得を目指してまいります。  

 資金調達につきましては、当社は平成23年２月18日付で当社の第４回新株予約権のうち、未行使分

22,700個を有償取得し、その全てを消却しております。その結果、今後、第４回新株予約権の行使によ

る資金調達が見込めなくなったため、当面の事業資金及び運転資金を借入により調達する予定でありま

す。加えて、第三者割当増資を実施することにより、安定した事業資金と運転資金を確保し、資本の増

強を図ってまいります。  

 上記のとおり、継続的なコスト削減、既存事業の強化ならびに借入、第三者割当増資による資本の増

強により、今後１年間の資金は十分に確保できる見込みであります。しかしながら、上記の対応は既存

事業の業績や資金調達の状況等により変動する可能性があります。そのため、現時点では継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められます。  

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。  
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年３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６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,244 33,754

受取手形及び売掛金 144,944 9,228

たな卸資産 49,534 88,696

短期貸付金 55,461 －

その他 15,986 58,696

貸倒引当金 △37,295 △14,385

流動資産合計 247,877 175,990

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 50,712 3,577

土地 113,393 －

その他（純額） 19,042 4,294

有形固定資産合計 183,148 7,871

無形固定資産

のれん 14,392 －

その他 15,096 140

無形固定資産合計 29,488 140

投資その他の資産

長期貸付金 87,413 213,755

長期未収入金 17,163 133,571

その他 83,502 40,326

貸倒引当金 △90,088 △164,991

投資その他の資産合計 97,992 222,662

固定資産合計 310,629 230,674

資産合計 558,506 406,665
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３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６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 18,473 65,572

短期借入金 64,859 －

1年内返済予定の長期借入金 35,844 －

未払金 180,052 36,847

未払法人税等 7,660 4,023

その他 28,820 7,511

流動負債合計 335,709 113,955

固定負債

長期借入金 115,815 －

退職給付引当金 6,837 －

その他 － 789

固定負債合計 122,652 789

負債合計 458,362 114,744

純資産の部

株主資本

資本金 1,362,985 1,267,513

資本剰余金 489,528 394,056

利益剰余金 △1,735,461 △1,355,977

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 97,251 285,790

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 101

評価・換算差額等合計 － 101

新株予約権 1,316 6,028

少数株主持分 1,576 －

純資産合計 100,143 291,920

負債純資産合計 558,506 406,665
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(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７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 167,512 357,924

売上原価 134,024 349,069

売上総利益 33,487 8,854

販売費及び一般管理費 240,693 204,219

営業損失（△） △207,206 △195,365

営業外収益

受取利息 1,684 955

持分法による投資利益 2,767 －

受取手数料 1,600 200

物品売却益 22,356 11,264

その他 757 6,253

営業外収益合計 29,165 18,673

営業外費用

支払利息 3,281 3,336

支払手数料 4,500 9,041

その他 815 915

営業外費用合計 8,596 13,294

経常損失（△） △186,637 △189,985

特別利益

投資有価証券売却益 3,062 －

投資育成有価証券売却益 － 9,259

固定資産売却益 1,891 3,200

貸倒引当金戻入額 10,123 －

償却債権取立益 － 4,700

その他 － 816

特別利益合計 15,077 17,976

特別損失

固定資産除却損 635 789

投資有価証券売却損 － 553

貸倒引当金繰入額 25,999 85,557

事業撤退損 － 30,000

債権放棄損失 － 12,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,835

減損損失 46,947 68,126

長期前払費用償却 － 5,639

その他 18,370 261

特別損失合計 91,954 205,763

税金等調整前四半期純損失（△） △263,513 △377,772

法人税、住民税及び事業税 1,357 1,802

法人税等合計 1,357 1,802
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △379,575

少数株主損失（△） △3,163 △91

四半期純損失（△） △261,707 △379,483
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23年３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（△） △263,513 △377,772

減価償却費 5,064 11,093

減損損失 46,947 68,126

のれん償却額 2,875 1,521

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,575 56,442

退職給付引当金の増減額（△は減少） 291 379

訴訟損失引当金の増減額(△は減少) 16,873 －

電話加入権評価損 689 －

受取利息及び受取配当金 △1,684 △955

支払利息 3,281 3,336

為替差損益（△は益） 7 16

持分法による投資損益（△は益） △2,767 －

投資育成有価証券売却損益（△は益） － △9,259

投資有価証券売却損益（△は益） △3,062 553

固定資産除却損 － 755

固定資産売却損益（△は益） △1,891 △3,200

長期前払費用償却額 － 5,639

物品売却益 △22,356 △6,639

支払手数料 4,500 9,041

段階取得に係る差損益（△は益） － △816

株式交付費 169 －

事業撤退損失 387 30,000

訴訟関連損失 420 141

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,835

投資育成有価証券売上原価 861 10,000

売上債権の増減額（△は増加） △12,335 △43,715

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,271 92,077

仕入債務の増減額（△は減少） 44,749 △58,079

立替金の増減額（△は増加） △13,277 △454

未払金の増減額（△は減少） 20,059 58,539

未払又は未収消費税等の増減額 974 △8,472

その他 5,058 64,564

小計 △224,372 △94,300

利息及び配当金の受取額 1,942 564

利息の支払額 △3,301 △3,185

法人税等の支払額 △2,376 △2,006

事業撤退による支出 － △30,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △228,108 △128,927
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23年３月31日)

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 △723 △6,264

有形固定資産の売却による収入 8,000 4,200

子会社株式の取得による支出 － △62,484

連結範囲の変更を伴う投資育成有価証券の売却
による支出

－ △457

投資有価証券の売却による収入 12,281 673

出資金の払込による支出 △2,100 －

貸付けによる支出 △80,649 △43,379

貸付金の回収による収入 95,313 29,479

保険積立金の積立による支出 △634 △211

長期前払費用の取得による支出 △3,520 －

その他 △819 △6,694

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,147 △85,138

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） 103,785 △10,779

長期借入金の返済による支出 △2,632 △6,011

株式の発行による収入 2,287 180,005

新株予約権の発行による収入 1,000 －

その他 △500 △2,814

財務活動によるキャッシュ・フロー 103,939 160,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △97,028 △53,682

現金及び現金同等物の期首残高 153,211 33,754

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 39,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 56,182 19,244
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当第３四半期連結会計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

当企業グループは、前連結会計年度に317百万円の営業損失を計上し、当第３四半期連結累計期間

においても195百万円の営業損失を計上しており、営業活動によるキャッシュ・フローにおいても前

連結会計年度は287百万円のマイナス、当第３四半期連結累計期間は128百万円のマイナスを計上して

おります。また、諸経費の支払の一部も支払遅延が発生しております。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当企業グループは、当該状況

を解消し又は改善すべくコスト削減を継続し、既存事業の収支改善を図るとともに、不採算事業から

の撤退と収益性の高い事業への進出を図ってまいります。  

 既存事業につきましては、第１四半期連結会計期間に連結子会社とした㈱SPCが行っている自動車

関連部品の製造や携帯電話やナビゲーターなどの液晶パネル等のガラス加工などのメーカー事業のよ

り一層の強化を図ります。  

 また第２四半期連結会計期間において、新たに㈱Thanks Lab.と㈱GWインベストメントを連結子会

社とし、それぞれメディア・コンテンツ事業とM&A・投資アドバイザリー事業を強化していくことと

なりました。メディア・コンテンツ事業は、映画・舞台・TV等の制作、配給、宣伝などを行い、当社

の持つネットワークを積極的に活用することにより、高い成長を期待するものであります。M&A・投

資アドバイザリー事業につきましては、有力なM&Aや投資先の案件情報の集約を行い、対象企業に対

して経営アドバイスや各種コンサルティングを行うことにより、クライアントの企業価値を高め、さ

らなるM&Aや投資案件の発掘につなげることにより、高い収益獲得を目指してまいります。  

 資金調達につきましては、当社は平成23年２月18日付で当社の第４回新株予約権のうち、未行使分

22,700個を有償取得し、その全てを消却しております。その結果、今後、第４回新株予約権の行使に

よる資金調達が見込めなくなったため、当面の事業資金及び運転資金を借入により調達する予定であ

ります。加えて、第三者割当増資を実施することにより、安定した事業資金と運転資金を確保し、資

本の増強を図ってまいります。  

 上記のとおり、継続的なコスト削減、既存事業の強化ならびに借入、第三者割当増資による資本の

増強により、今後１年間の資金は十分に確保できる見込みであります。しかしながら、上記の対応は

既存事業の業績や資金調達の状況等により変動する可能性があります。そのため、現時点では継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な

不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第３四半期連結累計期間(自  平成21年７月１日  至  平成22年３月31日)   

（単位：千円）

 
(注) 1.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.各区分の主な製品 

精密機器及び装置事業（旧名称 超精密計測センサ事業）…精密機器、半導体及び液晶製造関連機器、レー

ザースクライバー装置等 

光計測装置事業………光学計測機器 

その他事業（旧名称 電子材料その他事業）…不動産賃貸等 

セールスプロモーション及び広告関連事業（旧名称 ASPサービス関連事業）…セールスプロモーション、広

告代理、ASPサービス等 

投資育成事業…………ベンチャービジネス等への投資・育成及びキャピタルゲインの獲得 

また、電子機器事業につきましては、今後の展開が見込めないことからセグメントより除外いたしました。 

3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（112,817千円）の主なものは、管理部門に

かかる費用であります。 

4.名称の変更  

従来、電子材料その他事業としておりましたが、当該事業において電子材料の取り扱いが無くなることか

ら、第１四半期連結会計期間より「その他事業」として表示することに変更いたしました。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日) 

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

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上がないため、該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

精密機器

及び装置 

事業

光計測装 

置事業

その他事

業

セールス

プロモー

ション及

び広告関

連事業

投資育成

事業
計

消去又は 

全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対

する売上高
― 2,140 13,513 151,859 ― 167,512 ― 167,512

(2)セグメント間

の内部売上高又は

振替高

― 660 900 ― ― 1,560 （1,560) ―

計 ― 2,800 14,413 151,859 ― 169,072 （1,560) 167,512

営業費用 183 5,779 12,478 213,288 31,856 263,586 111,131 374,718

営業利益又は営業

損失（△）
△183 △2,979 1,934 △61,429 △31,856 △94,514 (112,691) △207,206

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

株式会社ゲートウェイ（7708）　平成23年６月期第３四半期決算短信

13



  

(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、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。 

 当社は「メディア・コンテンツ」「メーカー」「M&A・投資アドバイザリー」の３事業をコア事業とし

ているため、報告セグメントも当該３事業を対象としております。 

 「メディア・コンテンツ」事業では、映画・WEBなどのコンテンツ制作を行っております。 

 「メーカー」事業では、精密塑性加工及びエッチングによるガラスの精密加工事業を行っております。

 「M&A・投資アドバイザリー」事業では、経営アドバイスや各種コンサルティングを行うことによりク

ライアントの企業価値を高めることを目的としてまいります。 

  

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７月１日  至  平成23年３月31日) 

 
(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、旧「精密機器及び装置事業」

「光計測装置事業」等を含んでおります。 

2．セグメント損失の調整額△36,841千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用△

36,861千円及びセグメント間取引消去20千円であります。 

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

  

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

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

メディア・
コンテンツ

メーカー
M&A・投資
アドバイ
ザリー

計

売上高

  外部顧客への売上高 98,219 250,923 8,780 357,924 － 357,924 － 357,924

  セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 1,125 6,282 7,407 － 7,407 △7,407 －

計 98,219 252,048 15,062 365,331 － 365,331 △7,407 357,924

セグメント損失（△） △41,292 △78,281 △38,839 △158,413 △109 △158,523 △36,841 △195,365
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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 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成23年３月31日) 

(固定資産にかかる重要な減損損失) 

 「メディア・コンテンツ」及び「M&A・投資アドバイザリー」において、現在の事業環境及び今

後の見通しを勘案し、固定資産の回収可能性を検討した結果、それぞれ26,588千円及び41,537千円の

減損損失を計上しております。 

（のれんの金額の重要な変動） 

第２四半期連結会計期間における「メディア・コンテンツ」において、㈱Thanks Lab.の株式を取

得し、連結子会社といたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、第２四半期連結会計期

間においては、18,186千円であります。 

第２四半期連結会計期間における「M&A・投資アドバイザリー」において、㈱GWインベストメントの

株式を取得し、連結子会社といたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、第２四半期連

結会計期間においては、41,537千円であります。  
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当第３四半期連結会計期間末(平成23年３月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成22年７月１日

 至  平成23年３月31日) 

１  発行済株式の種類及び総数 

 
  

  

２  自己株式の種類及び株式数 

 
  

  

３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高 

第３回有償新株予約権 

 
  

４  配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

５  株主資本の著しい変動に関する事項 

 当社は、当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の一部行使による払込を下記の内容にて受け

ております。この結果、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が1,362,985千円、資本準備金が

141,632千円となっております。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 76,376

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 982

会社名
目的となる株式の

種類
目的となる株式の数（株）

当第３四半期連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 普通株式 15,400 1,316

種類 権利行使日 資本金（千円） 資本準備金（千円）

新株予約権 平成22年７月12日 6,240 6,240

新株予約権 平成22年７月15日 6,240 6,240

新株予約権 平成22年11月30日 49,920 49,920

新株予約権 平成22年12月８日 12,480 12,480

新株予約権 平成22年12月22日 16,224 16,224

新株予約権 平成23年１月21日 4,368 4,368

合 計 95,472 95,472
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