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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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 ％

25年３月期第３四半期 65 152.3 △38 - △31 - △31 -

24年３月期第３四半期 25 △87.1 △119 - △115 - △108 -

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 △31百万円( - ％) 24年３月期第３四半期 △108百万円( - ％)

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

25年３月期第３四半期 △1,466 84 - -

24年３月期第３四半期 △5,137 26 - -

（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 ％

25年３月期第３四半期 54 △73 △134.4

24年３月期 47 △42 △88.5

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 △73百万円  24年３月期 △42百万円

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

24年３月期 - - 0 00 - - 0 00 0 00

25年３月期 - - 0 00 - -

25年３月期(予想) 0 00 0 00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 275 611.8 △68 - △67 - △68 - △3,207 46



  

 

 

 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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２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。 

  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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) 25年３月期３Ｑ 21,291株 24年３月期 21,291株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 130株 24年３月期 130株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 21,161株 24年３月期３Ｑ 21,161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３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災後の復興需要などを背景に回復基調

にあるもの、円高の長期化及び欧州債務危機による金融市場の不安定さ、さらには日中関係の悪化によ

る経済変調などにより景気は後退局面に入っており、依然として先行きは不透明な状況となっておりま

す。しかしながら、昨年12月の政権交代による景気対策への期待から株価の上昇や円安の流れとなり、

景気回復の兆しも見え始めました。 

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。セールスプロデュース事業では、引き続き中国における時計及びブ

ランド品等の物販プロデュース事業による売上増加を目指しておりましたが、日中関係の悪化等により

厳しい業況であります。また、その他の海外におけるプロデュース業務による収益も伸び悩みました。

子会社のモバイルコンテンツのプロデュース事業については、原価等の削減により収益率は向上したも

のの、引き続き売上増加の施策を図ってまいります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高65,120千円（対前年同四半期比152.3％増）、営

業損失38,757千円（前年同四半期119,244千円）、経常損失31,365千円（前年同四半期115,060千円）、

四半期純損失31,039千円（前年同四半期108,709千円）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度と比較して6,736千円増加し、54,576千円

（対前連結会計年度比14.1％増）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、現金及び預金、未収還付法人税等が減少した

ものの、商品、前払費用が増加したことにより49,335千円（対前連結会計年度比15.2％増）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、建物、長期貸付金が減少したものの、ソフト

ウエアが増加したことにより5,241千円（対前連結会計年度比4.6％増）となりました。 

負債に関しましては、未払法人税等、未払消費税等が減少したものの、支払手形及び買掛金、短期借

入金、未払金、未払費用が増加したため127,931千円（対前連結会計年度比41.9％増）となりました。 

また純資産に関しましては、四半期純損失31,039千円を計上した結果、73,355千円（前連結会計年度

42,315千円）の債務超過となりました。 

  

平成24年11月14日に公表いたしました連結予想から修正は行っておりません。  

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

（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。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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
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当社グループは、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３四半期連結累計期間において31,039千円の四半期純損失を計上した結果、

73,355千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 既存プロデュース事業の利益率の向上及び海外案件、国内新規案件の成約 

当社グループのセールスプロデュース事業については、モバイルコンテンツのプロデュース事業にお

ける既存モバイルサイトの外注コストを圧縮することにより、事業収益の増加を目指します。また、セ

ールスプロデュース事業につきましては、現在進行しているロシア及び中国案件を平成25年３月期中に

成約できるよう努めるとともに、国内における新規案件からの受注も目指してまいります。 

② 資金調達の実施及び財務基盤の安定 

当社グループは、第三者割当増資による資金調達を検討しております。債務超過の解消及び財務基盤

の安定のため、平成25年３月期での実施を目指します。具体的な内容に関しては、資金調達先との関連

性を考慮したうえ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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,769 842

受取手形及び売掛金 4,306 4,280

商品 0 28,288

貯蔵品 449 427

前払費用 1,282 6,299

短期貸付金 829 1,223

未収還付法人税等 19,469 －

未収入金 4,038 2,491

その他 1,905 7,605

貸倒引当金 △223 △2,123

流動資産合計 42,828 49,335

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,935 1,935

減価償却累計額 △564 △1,290

建物（純額） 1,370 645

工具、器具及び備品 6,666 6,666

減価償却累計額 △6,167 △6,167

減損損失累計額 △499 △499

工具、器具及び備品（純額） － －

有形固定資産合計 1,370 645

無形固定資産   

ソフトウエア － 1,800

その他 114 114

無形固定資産合計 114 1,914

投資その他の資産   

投資有価証券 1,738 1,738

長期貸付金 10,132 9,494

敷金 732 732

破産更生債権等 197,685 198,817

その他 417 210

貸倒引当金 △207,179 △208,311

投資その他の資産合計 3,526 2,681

固定資産合計 5,011 5,241

資産合計 47,840 54,576
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,143 9,511

短期借入金 2,300 6,925

未払金 33,506 42,145

未払費用 20,451 36,051

未払法人税等 3,164 2,239

未払消費税等 4,511 3,317

預り金 7,313 20,398

流動負債合計 78,391 120,590

固定負債   

資産除去債務 1,935 1,935

負ののれん 9,828 5,405

固定負債合計 11,764 7,341

負債合計 90,155 127,931

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,000 40,000

利益剰余金 △55,025 △86,065

自己株式 △27,290 △27,290

株主資本合計 △42,315 △73,355

純資産合計 △42,315 △73,355

負債純資産合計 47,840 54,576
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 25,809 65,120

売上原価 30,614 30,271

売上総利益又は売上総損失（△） △4,805 34,848

販売費及び一般管理費 114,438 73,606

営業損失（△） △119,244 △38,757

営業外収益   

受取利息 23 30

負ののれん償却額 4,422 4,422

その他 54 3,259

営業外収益合計 4,501 7,712

営業外費用   

支払利息 29 103

貸倒引当金繰入額 － 49

その他 287 167

営業外費用合計 317 320

経常損失（△） △115,060 △31,365

特別利益   

資産除去債務戻入益 2,062 －

債務免除益 7,875 －

その他 376 －

特別利益合計 10,313 －

特別損失   

減損損失 2,898 －

特別損失合計 2,898 －

税金等調整前四半期純損失（△） △107,644 △31,365

法人税、住民税及び事業税 1,065 487

法人税等還付税額 － △812

法人税等合計 1,065 △325

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △108,709 △31,039

四半期純損失（△） △108,709 △31,039
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △108,709 △31,039

四半期包括利益 △108,709 △31,039

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △108,709 △31,039

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において31,039千円の四半期純損失を計上した結果、前連

結会計年度に引き続き73,355千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 既存プロデュース事業の利益率の向上及び海外案件、国内新規案件の成約 

当社グループのセールスプロデュース事業については、モバイルコンテンツのプロデュース事業にお

ける既存モバイルサイトの外注コストを圧縮することにより、事業収益の増加を目指します。また、セ

ールスプロデュース事業につきましては、現在進行しているロシア及び中国案件を平成25年３月期中に

成約できるよう努めるとともに、国内における新規案件からの受注も目指してまいります。 

② 資金調達の実施及び財務基盤の安定 

当社グループは、第三者割当増資による資金調達を検討しております。債務超過の解消及び財務基盤

の安定のため、平成25年３月期での実施を目指します。具体的な内容に関しては、資金調達先との関連

性を考慮したうえ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。 

 なお、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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12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 

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。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

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。 

  

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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12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 

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。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

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。 

  

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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

（４）セグメント情報等

（５）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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