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1.  平成24年8月期第3四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年5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 ％

24年8月期第3四半期 1,977 10.0 426 △16.9 426 △16.0 225 △24.4
23年8月期第3四半期 1,797 15.4 513 53.5 507 53.9 297 53.2

（注）包括利益 24年8月期第3四半期 225百万円 （△24.4％） 23年8月期第3四半期 297百万円 （―％）

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8月期第3四半期 4,441.75 4,243.38
23年8月期第3四半期 5,740.44 5,466.83

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第3四半期 2,095 1,408 66.3
23年8月期 2,273 1,279 55.6
（参考） 自己資本   24年8月期第3四半期  1,390百万円 23年8月期  1,262百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年8月期 ― 0.00 ― 2,050.00 2,050.00
24年8月期 ― 0.00 ―
24年8月期（予想） 2,250.00 2,250.00

3. 平成24年 8月期の連結業績予想（平成23年 9月 1日～平成24年 8月31日）  

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 2,774 12.4 722 16.2 717 17.0 417 16.8 8,097.72



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  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 

(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は終了しておりません。 

※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っている条件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．当四半期決算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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期3Q 56,500 株 23年8月期 59,238 株
② 期末自己株式数 24年8月期3Q 5,534 株 23年8月期 8,732 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期3Q 50,676 株 23年8月期3Q 51,829 株
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 （１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による経済活動の落ち込みから回復へ

と動き出したものの、一方では欧州債務問題の懸念や新興国、資源国の成長ペースに鈍化が見られるなど、依然と

して先行きの経済見通しには不確実性が高く、厳しい経済環境が続いております。 

 このような状況の中、当社グループの主力事業であるコンテンツ事業では、携帯電話向け及びＰＣ向けにコンテ

ンツを当社内で企画・制作し、配信しております。その配信先である携帯電話端末は、携帯電話というより、生活

端末といっていいほど生活に密着した多機能なものになっております。 

 また、個人のコンテンツに対する趣向は常に変化していきますので、その変化に対応したコンテンツ制作に注力

し、売上高の拡大に繋がるように努力して参りました。 

 当社グループの事業で、コンテンツ事業に次ぐ規模の携帯販売事業では、当第３四半期連結会計期間において

は、採算を重視し店舗の閉鎖を行うなどの対応をしました。 

 上記のような対応の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高1,977百万円（前年同

期比10.0％増）となりましたが、携帯販売事業の不振等により、営業利益426百万円（前年同期比16.9％減）、経常

利益426百万円（前年同期比16.0％減）、四半期純利益225百万円（前年同期比24.4％減）となりました。 

  

 セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（コンテンツ事業） 

 コンテンツ事業におきましては、携帯電話向け及びＰＣ向けに占いコンテンツ等を企画・制作・配信するビジネ

スを中心に展開しております。 

 携帯電話向けコンテンツにつきましては、モバイル市場全体が従来型の携帯電話であるフィーチャーフォンから

機能的・構造的にＰＣに近いスマートフォンへシフトしていることから、スマートフォン利用者向けへの積極的な

対応を進めました。スマートフォンはインターネットの利用を前提とした高機能携帯電話であり、アプリケーショ

ンソフトを自由にダウンロードして利用するなど、様々な面において従来型のフィーチャーフォンと異なった特性

を持っています。また、スマートフォンの急速な普及に応じて、スマートフォン向けに多種多様なアプリケーショ

ンソフトが大量に提供されている状況となっております。そのような環境の中、当社グループでは、スマートフォ

ン利用者へコンテンツを提供する体制を強化しました。 

 また、ＰＣ向けコンテンツにつきましては、国内市場では、継続的な魅力ある新規コンテンツの投入に力を注い

できました。その一方で、昨年来準備してきた中国マーケットでのコンテンツ配信では、当第３四半期において、

中国 大級のＳＮＳサイトである「開心網」への占いコンテンツの配信をスタートさせました。 

 更に中国 大級ポータルサイト『ＱＱ．ｃｏｍ』並びに中国 大級の検索ポータルサイト『ＳＯＨＵ.ｃｏｍ』向

けへのコンテンツ提供を準備しております。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間末現在のフィーチャーフォン向けコンテンツ数は86コンテンツ、提供サイ

ト数は265サイトとなっております。また、スマートフォン向けコンテンツ数は46コンテンツ、ＰＣ向けコンテンツ

は78コンテンツで提供サイト数は581サイトとなっております。 

 上記のほか、当社グループではコンテンツ事業として、システムの受託業務や自社サイトの運営等を行っており

ます。 

 これらの事業活動の結果、当セグメントの売上高は1,778百万円（前年同期比15.1％増）、営業利益は737百万円

（前年同期比2.6％減）となっております。 

（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３四半期において、３店舗を閉鎖し、併売店８店舗とソフトバンクショ

ップ１店舗で携帯電話並びに付属品の販売を行っております。 

 携帯電話端末の国内における出荷台数のうちスマートフォンの占める比率が急速に上昇し続けております。その

ような中、各携帯電話販売会社は新規出店を積極的に進めており、販売店間の競争は非常に厳しいものとなってお

ります。 

 そのような事業環境の中、当社子会社における携帯電話販売事業の売上高は、197百万円（前年同期比20.3％

減）、営業損失38百万円（前年同期は営業利益９百万円）となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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行っております。 

 当第３四半期は、無料サイト『美容ラボ』の姉妹サイトとして、女性の美と健康をサポートする携帯電話向け有

料公式サイトの『Dr's 美容ラボ』の配信を開始しました。当第３四半期連結累計期間の美容関連事業の売上高は０

百万円（前年同期比65.0％減）、営業損失は１百万円（前年同期は０百万円の営業損失）となっております。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末おける総資産は2,095百万円であり、前連結会計年度末と比較して177百万円減少して

おります。これは主に、現金及び預金が417百万円減少し、有形固定資産が203百万円増加したことによるものであ

ります。負債合計は686百万円で前連結会計年度末と比較して307百万円減少しております。この主な要因は長期借

入金が80百万円減少、１年以内返済予定の長期借入金が64百万円、未払法人税が106百万円減少したことのよるもの

であります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比較して129百万円増加し、1,408百万円となりました。これは主に利益剰余

金が15百万円増加し、自己株式が112百万円減少したことによるためです。  

  

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年８月期の連結業績予想につきましては、本資料の公表時点において、平成23年10月13日の決算短信で公

表しました業績予想に変更はございません。なお、今後修正が必要な場合は、速やかに修正を行い、公表させてい

ただきます。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益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、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年

６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22

年６月30日）を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・

オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正

な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 なお、これらの会計基準等の改正に伴う影響はありません。 

  

（３）追加情報 

（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） 

 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。 

  

   

   

該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

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８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,032,503 615,225

売掛金 623,118 633,042

商品 7,600 11,644

仕掛品 13,491 18,512

貯蔵品 1,678 1,205

その他 87,152 135,627

貸倒引当金 △11,537 △17,760

流動資産合計 1,754,007 1,397,497

固定資産   

有形固定資産 76,665 280,631

無形固定資産   

のれん 35,275 18,231

その他 37,163 33,271

無形固定資産合計 72,439 51,502

投資その他の資産   

営業保証金 147,102 147,241

敷金及び保証金 123,637 121,407

その他 99,825 98,115

貸倒引当金 △473 △473

投資その他の資産合計 370,092 366,290

固定資産合計 519,197 698,424

資産合計 2,273,204 2,095,922

負債の部   

流動負債   

買掛金 41,574 38,181

1年内返済予定の長期借入金 297,996 233,509

未払費用 167,580 136,830

未払法人税等 170,709 63,735

その他 69,833 48,406

流動負債合計 747,693 520,662

固定負債   

長期借入金 246,382 166,272

固定負債合計 246,382 166,272

負債合計 994,075 686,934
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年５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 769,786 785,043

自己株式 △306,810 △194,444

株主資本合計 1,262,890 1,390,513

新株予約権 16,237 18,473

純資産合計 1,279,128 1,408,987

負債純資産合計 2,273,204 2,095,922
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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22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 1,797,514 1,977,778

売上原価 498,225 624,949

売上総利益 1,299,288 1,352,828

販売費及び一般管理費 785,341 925,954

営業利益 513,947 426,874

営業外収益   

受取賃貸料 － 2,521

償却債権取立益 397 1,599

その他 148 650

営業外収益合計 545 4,771

営業外費用   

支払利息 4,814 4,079

災害による損失 1,566 －

その他 306 735

営業外費用合計 6,687 4,814

経常利益 507,805 426,830

特別利益   

新株予約権戻入益 － 6,433

特別利益合計 － 6,433

特別損失   

固定資産除却損 － 7,166

その他 － 506

特別損失合計 － 7,672

税金等調整前四半期純利益 507,805 425,591

法人税、住民税及び事業税 212,737 194,720

法人税等調整額 △2,453 5,783

法人税等合計 210,284 200,503

少数株主損益調整前四半期純利益 297,521 225,088

四半期純利益 297,521 225,088
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 297,521 225,088

四半期包括利益 297,521 225,088

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 297,521 225,088
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該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成23年５月31日） 

１．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 

（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△254,092千円には、各報告セグメントに配分していな

い全社費用△254,102千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。

  

２．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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年９月１日 至 平成24年５月31日） 

１．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 

（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△272,092千円には、各報告セグメントに配分していな

い全社費用△272,125千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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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  1,544,973  248,147  1,249  1,794,370  3,143  1,797,514  －  1,797,514

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  8,853  －  8,853  －  8,853  △8,853  －

計  1,544,973  257,001  1,249  1,803,224  3,143  1,806,367  △8,853  1,797,514

セグメント利益又は 
セグメント損失（△） 

 757,791  9,289  △678  766,402  1,638  768,040  △254,092  513,947

  

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  1,778,340  197,716  436  1,976,492  1,285  1,977,778  －  1,977,778

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  6,752  －  6,752  －  6,752  △6,752  －

計  1,778,340  204,468  436  1,983,245  1,285  1,984,530  △6,752  1,977,778

セグメント利益又は 
セグメント損失（△） 

 737,760  △38,736  △1,005  698,018  948  698,966  △272,092  426,874
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２．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23年10月19日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき普通株式2,738株の自己株式

の消却を決議し、平成23年10月31日に実施しております。また、ストックオプションの行使により自己株式が460

株減少しております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間において、自己株式が112,365千円減少し、利益剰余金が106,293千円減

少しております。 

  該当事項はありません。 

   

   

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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