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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日）

（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 ％

24年３月期第２四半期 22 △71.7 △88 - △85 - △86 -

23年３月期第２四半期 79 △9.8 △69 - △66 - △59 -

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 △86百万円( - ％) 23年３月期第２四半期 △59百万円( - ％)

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

24年３月期第２四半期 △4,087 32 - -

23年３月期第２四半期 △2,819 70 - -

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 33 △72 △220.5

23年３月期 136 13 10.0

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 △72百万円  23年３月期 13百万円

２．配当の状況

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

23年３月期 - - 0 00 - - 0 00 0 00

24年３月期 - - 0 00

24年３月期(予想) - - 0 00 0 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 142 △63.1 △103 - △98 - △98 - △4,623 78



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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おりま

す。 

  

・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、添付

資料P2「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

  

  

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 21,291株 23年３月期 21,291株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 130株 23年３月期 130株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 21,161株 23年３月期２Ｑ 21,103株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響によ

る国内の経済不安に加えて、ギリシャの債務不履行危機に端を発した欧州金融危機や円高により、依然

として先行きは不透明な状況で推移してまいりました。 

このような経済環境の中、当社グループは顧客企業の事業収益を支援するセールスプロデュース事業

を積極的に推進してまいりました。主力事業であるモバイルコンテンツのプロデュース事業は、スマー

トフォンの普及などから既存の公式モバイルサイトからの売上が大幅に減少したため、代替する新規サ

イトの立ち上げを積極的に行い収益の確保を目指しております。また、セールスプロデュース事業につ

いては、前連結会計年度から引き続き、企業の中国及びロシア市場開拓のためのセールスプロデュース

のビジネスモデルの構築に努めております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高22,293千円（対前年同四半期比71.7％減）、営業

損失88,028千円（前年同四半期69,789千円）、経常損失85,325千円（前年同四半期66,218千円）、四半

期純損失86,491千円（前年同四半期59,505千円）となりました。 

  

① 財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度と比較して103,685千円減少し、33,037千

円（対前連結会計年度比75.8％減）となりました。 

流動資産に関しましては、前連結会計年度と比較して、売掛金が減少したことにより20,818千円（対

前連結会計年度比83.0％減）となりました。 

固定資産に関しましては、前連結会計年度と比較してソフトウェアが減少したことにより、12,219千

円（対前連結会計年度比12.8％減）となりました。 

負債に関しましては、短期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金、未払金、資産除去債務が

減少したため105,873千円（対前連結会計年度比14.0％減）となりました。 

また純資産に関しましては、四半期純損失を計上したため、△72,835千円（前連結会計年度13,656千

円）となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、期首に比べて

1,024千円減少し、1,262千円となりました。 

 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2,823千円（前年同四半期は39,395千円の使用）となりました。これ

は主として、売上債権の減少99,687千円があったものの、仕入債権の減少15,202千円及び税金等調整前

四半期純損失85,781千円を計上した結果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700千円（前年同四半期は18,002千円の獲得）となりました。 

 これは主として、短期貸付金の回収による収入399千円があったものの、敷金及び保証金の差入によ

１．当四半期決算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
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る支出1,100千円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)  

 財務活動の結果獲得した資金は2,500千円（前年同四半期は6,000千円の使用）となりました。  

 これは短期借入金の増加によるものです。 

  

 第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案して、通期業績予想の見直しを行った結果、平

成23年６月９日付「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」おいて公表した平成24年３月期の

連結業績予想を修正いたしました。なお、当該業績予想に関する詳細は、本日公表いたしました「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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。  

  

  

該当事項はありません。   

  

  

該当事項はありません。   

  

  

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を

適用しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。  

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、86,491千円の四半期純損失を計上した結果、

72,835千円の債務超過になっております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、以下の対応策を実施してまいります。  

① モバイルコンテンツのプロデュース事業の統廃合及び新規売上確保のための施策 

当社グループの主力事業であるモバイルコンテンツのプロデュース事業に関しては、収益性及び収益見

込みが大幅に減少したモバイルサイトの統廃合を行い、新規モバイルサイトからの収益増加を目的とし

て、人材資源等を集中して投入し売上の向上を目指します。また、新規セールスプロデュース事業におい

ては、第１四半期連結会計期間に業務提携をして事業を進めている中国におけるモバイルコンテンツ事業

及びロシア関連のビジネスモデルを早急に立ち上げ、安定した売上確保を目指します。 

② 財務体質の改善 

今後の新規事業展開及び債務超過回避のための資金確保を目的とした資金の調達施策として、第三者割

当増資を含めた資金調達を検討しております。調達の時期に関しましては、諸条件が整い次第早期に行う

予定でありますが、資金調達先との関連性等を考慮した上で決定する予定であります。 

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,286 1,262

受取手形及び売掛金 104,882 5,194

商品 188 174

仕掛品 2,484 4,127

貯蔵品 503 486

短期貸付金 3,081 2,618

仮払金 3,687 1,165

その他 7,066 6,674

貸倒引当金 △1,466 △885

流動資産合計 122,714 20,818

固定資産

有形固定資産

建物 8,587 1,935

減価償却累計額 △7,624 △80

減損損失累計額 △962 －

建物（純額） － 1,854

有形固定資産合計 － 1,854

無形固定資産

ソフトウエア 3,271 －

その他 114 114

無形固定資産合計 3,386 114

投資その他の資産

投資有価証券 1,738 1,738

長期貸付金 18,962 18,550

敷金 7,395 6,900

破産更生債権等 193,886 194,464

その他 1,418 554

貸倒引当金 △212,779 △211,958

投資その他の資産合計 10,622 10,250

固定資産合計 14,008 12,219

資産合計 136,723 33,037
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,810 10,607

短期借入金 － 2,500

未払金 49,876 43,962

未払費用 19,787 21,203

未払法人税等 3,157 4,203

資産除去債務 3,637 －

その他 5,071 8,683

流動負債合計 107,341 91,160

固定負債

資産除去債務 － 1,935

負ののれん 15,726 12,777

固定負債合計 15,726 14,712

負債合計 123,067 105,873

純資産の部

株主資本

資本金 499,790 40,000

資本剰余金 608,940 0

利益剰余金 △1,067,783 △85,545

自己株式 △27,290 △27,290

株主資本合計 13,656 △72,835

純資産合計 13,656 △72,835

負債純資産合計 136,723 33,037
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 79,035 22,293

売上原価 58,389 23,556

売上総利益又は売上総損失（△） 20,645 △1,263

販売費及び一般管理費 90,434 86,765

営業損失（△） △69,789 △88,028

営業外収益

受取利息 478 39

負ののれん償却額 2,948 2,948

その他 286 5

営業外収益合計 3,713 2,993

営業外費用

支払利息 121 2

その他 21 287

営業外費用合計 142 290

経常損失（△） △66,218 △85,325

特別利益

貸倒引当金戻入額 8,581 3

賞与引当金戻入額 1,460 －

資産除去債務戻入益 － 2,062

その他 － 376

特別利益合計 10,041 2,442

特別損失

減損損失 － 2,898

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,958 －

特別損失合計 1,958 2,898

税金等調整前四半期純損失（△） △58,135 △85,781

法人税、住民税及び事業税 1,370 710

法人税等合計 1,370 710

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △59,505 △86,491

四半期純損失（△） △59,505 △86,491
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △59,505 △86,491

四半期包括利益 △59,505 △86,491

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △59,505 △86,491

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30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（△） △58,135 △85,781

減価償却費 5,636 469

減損損失 － 2,898

負ののれん償却額 △2,948 △2,948

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,163 △1,402

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,320 －

受取利息及び受取配当金 △478 △39

支払利息 121 2

資産除去債務戻入益 － △2,062

売上債権の増減額（△は増加） △715 99,687

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,654 △1,612

仮払金の増減額（△は増加） △4,380 2,522

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,955 1,404

仕入債務の増減額（△は減少） △2,798 △15,202

未払消費税等の増減額（△は減少） 279 96

前受収益の増減額（△は減少） △514 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 27,950 △2,561

破産更生債権等の増減額（△は増加） △36 △577

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,958 －

その他 － 2,230

小計 △39,245 △2,876

利息及び配当金の受取額 116 52

利息の支払額 △121 －

法人税等の支払額 △145 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,395 △2,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出 △4,000 －

短期貸付けによる支出 △474 －

短期貸付金の回収による収入 22,247 399

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,100

敷金及び保証金の回収による収入 229 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 18,002 △700

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） － 2,500

長期借入金の返済による支出 △6,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,000 2,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,393 △1,024

現金及び現金同等物の期首残高 60,325 2,286

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,931 1,262
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当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、86,491千円の四半期純損失を計上した結果、

72,835千円の債務超過になっております。 

 これにより、前連結会計年度に引き続き、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。  

 四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、以下の施策を実施してまいりま

す。  

① モバイルコンテンツのプロデュース事業の統廃合及び新規売上確保のための施策 

当社グループの主力事業であるモバイルコンテンツのプロデュース事業に関しては、収益性及び収益見

込みが大幅に減少したモバイルサイトの統廃合を行い、新規モバイルサイトからの収益増加を目的とし

て、人材資源等を集中して投入し売上の向上を目指します。また、新規セールスプロデュース事業におい

ては、第１四半期連結会計期間に業務提携をして事業を進めている中国におけるモバイルコンテンツ事業

及びロシア関連のビジネスモデルを早急に立ち上げ、安定した売上確保を目指します。 

② 財務体質の改善 

今後の新規事業展開及び債務超過回避のための資金確保を目的とした資金の調達施策として、第三者割

当増資を含めた資金調達を検討しております。調達の時期に関しましては、諸条件が整い次第早期に行う

予定でありますが、資金調達先との関連性等を考慮した上で決定する予定であります。 

しかしながら、上記の対応策は実施途上にあるため、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。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響を四

半期連結財務諸表には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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Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

当社及び連結子会社の事業は、セールスプロデュース業の単一セグメントであります。従いまして、開

示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。  

  

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

当社及び連結子会社の事業は、セールスプロデュース業の単一セグメントであります。従いまして、開

示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。  

  

  

  

  

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

当社は、平成23年８月２日を効力発生日とする減資により、資本金が459,790千円、資本準備金が

608,940千円減少しました。この結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が40,000千円、

資本準備金が0円となっております。 

  

  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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