


※  注記事項 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無 

 

（２）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 

 

（３）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） 2020年12月期２Ｑ 16,520,351 株 2019年12月期 16,520,351 株 

②  期末自己株式数 2020年12月期２Ｑ 9,391 株 2019年12月期 9,351 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期２Ｑ 16,510,998 株 2019年12月期２Ｑ 16,511,134 株 

 

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 

 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、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、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する

事項につきましては、四半期決算短信［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）業績予想などの将来予測情報に

関する説明をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛等、消費活動の冷

え込みにより経済環境は急速に悪化しており、景気の先行きは極めて不透明な状況にあります。 

当社事業を取り巻く環境といたしましては、ＣＳ放送の契約者数は依然として減少傾向にある一方で、ＯＴＴ

（ネット配信による動画配信）の拡大や、地上波とインターネット上での同時配信の実施など、ユーザーの嗜好性

とライフスタイルの変化に応じた多様なサービスが展開されており、新型コロナウイルスによる外出自粛やイベン

トの中止が続く中、こうしたサービスへの注目度は更に高まっています。 

このような経営環境の中、当社の当第２四半期累計期間においては、ライツ＆メディアコミュニケーション事業

では、イベント案件はなかったものの、引き続き版権事業が順調に推移いたしました。また放送事業では、自社テ

レビ局ＫＮＴＶ・ＤＡＴＶとリニア配信Kchan!韓流ＴＶに加え、スカパー!ＣＳ110度にて専用チューナー不要で視

聴可能な『ＫＮＴＶ801』をサービス開始する等、プラットフォームを拡大し、更なる視聴者獲得を図ってまいり

ました。なお、８月１日付で同じくエスエム・グループの株式会社SMEJとの合併を実施しており、これまで以上に

エスエムグループ各社とより緊密な関係を構築することで、コンテンツの充実やプラットフォームの有効活用な

ど、当社の主要事業でのシナジー創出が期待されております。 

利益面では、放送事業において『ＫＮＴＶ801』サービス開始に伴う初期費用が嵩んだこともあり、この結果、

当第２四半期累計期間の売上高は21億88百万円（前年同期比45.0％減）、営業損失１億２百万円（前年同期は営業

利益96百万円）、経常損失96百万円（前年同期は経常利益99百万円）、四半期純損失91百万円（前年同期比は四半

期純利益72百万円）となりました。

 

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。 

 

（ライツ＆メディアコミュニケーション事業） 

イベント・マネジメント事業では、当第２四半期累計期間には、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、イベ

ント案件は無かったものの、ファンクラブ事業では、当社ＥＣサイトでのアーティストオフィシャルグッズ販売が

好評を得ました。版権事業では、引き続き大型ドラマ版権の自社テレビ局での放送をはじめ、ＣＳ・ＢＳでの放送

決定やＤＶＤ・ＶＯＤ化事業も順調に推移しております。 

この結果、売上高は11億96百万円（前年同期比58.5％減）、セグメント利益は１億22百万円（前年同期比69.4％

減）となりました。

 

（放送事業） 

放送事業では、自社テレビ局であるＫＮＴＶ、ＤＡＴＶ、リニア配信のＫchan！韓流ＴＶに加え、スカパー!Ｃ

Ｓ110度にて『ＫＮＴＶ801』のサービスを開始する等、継続的な視聴料収入の安定化と販路拡大を図ってまいりま

した。ＫＮＴＶでは、型破りな天才外科医と若手医師たちの活躍を描いた大ヒット作のシーズン２「浪漫ドクター

キム・サブ2（原題）」や、デビューアルバムが米ビルボードチャートで1位を獲得するほど世界的な人気を誇るSM

のグローバルグループ・SuperMのデビューまでの道のりに密着したスペシャル番組「SuperM ザ・ビギニング」等

の話題作を日本初放送し、好評を得ました。ＤＡＴＶでは、ＥＸОのスホ主演で天才パティシエと女性脚本家のフ

ァンタジーロマンスを描いた「HOW ARE u BREAD」」、中国にて配信開始２日で１億ビューを記録し大反響を呼ん

だ話題の時代劇ドラマ「鳳凰の伝説（原題）」を日本初放送しました。Kchan!韓流ＴＶでは、オーディション番組

での完璧なパフォーマンスで人気を博したキム・グクホンとソン・ユビンによる新ユニットB Of Youのオリジナル

インタビュー番組「B Of You K-STAR TV」、ダンスボーカルユニットJGの入隊までの3日間を密着取材したスペシ

ャル番組「JG 入隊密着３DAYS」等、オリジナル番組を配信し好評を得ました。

しかしながら、『ＫＮＴＶ801』サービス開始に伴い番組費用が嵩んだ結果、売上高は９億95百万円（前年同期

比17.9％減）、セグメント損失は９百万円（前年同期はセグメント損失75百万円）となりました。

 

（その他事業） 

その他事業では、売上高は０百万円（前年同期は売上高１百万円）、セグメント利益は０百万円（前年同期セグ

メント損失０百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債および純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における資産は、48億66百万円となり、前事業年度末に比べ３億24百万円減少しまし

た。この主な要因は、現金及び預金が２億96百万円増加、売掛金が１億74百万円減少、およびコンテンツ事業権が

５億24百万円減少したことによるものです。 
 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における負債は、６億94百万円となり、前事業年度末に比べ２億48百万円減少しまし

た。この主な要因は、買掛金が２億83百万円減少、およびその他が46百万円増加したことによるものです。 

 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産は、41億72百万円となり、前事業年度末に比べ76百万円減少しました。

この主な要因は、利益剰余金が91百万円減少した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、前事業年度末に比べ２億

96百万円増加し、12億49百万円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な

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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、３億６百万円の資金の増加（前年同期は３億57百万円の増加）となりま

した。

これは、主にたな卸資産の減少が６億63百万円、および仕入債務の減少が２億83百万円あったことによるもので

あります。
 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、５百万円の資金の減少（前年同期は59百万円の減少）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出が４百万円、無形固定資産の取得による支出が５百万円、および貸

付金の回収による収入が４百万円あったこと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）

財務活動によるキャッシュ・フローは、２百万円の資金の減少（前年同期は３百万円の減少）となりました。

これは、主にリース債務の返済が２百万円あったことによるものであります。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 2020年12月期の業績予想につきましては、2020年８月13日に開示いたしました「2020年12月期通期業績予想修正

に関するお知らせ」に記載の通り、新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通しが立たず、現時点では合理的な

算定が困難であります。また、当社は2020年８月１日を以て、当社を吸収合併存続会社、株式会社SMEJを吸収合併

消滅会社とした吸収合併を行っております。当期業績予想につきましては、合併直後であり現時点では予測が困難

であるため、2020年２月14日に公表いたしました業績予想を一旦取下げ、未定とさせていただいております。今

後、業績予想の合理的な算定が可能となった時点で、改めて公表いたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(2019年12月31日) 
当第２四半期会計期間 
(2020年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 952,532 1,249,391 

売掛金 488,017 313,830 

商品 2,355 1,345 

番組勘定 754,507 616,098 

コンテンツ事業権 1,744,289 1,220,086 

貯蔵品 110 110 

前渡金 794,051 887,111 

その他 40,718 184,559 

貸倒引当金 △1,943 △1,500 

流動資産合計 4,774,639 4,471,034 

固定資産    

有形固定資産 80,113 73,331 

無形固定資産 108,805 102,350 

投資その他の資産    

投資有価証券 39,731 39,731 

関係会社株式 1,000 1,000 

その他 289,414 281,733 

貸倒引当金 △102,948 △102,930 

投資その他の資産合計 227,196 219,534 

固定資産合計 416,115 395,216 

資産合計 5,190,755 4,866,251 

負債の部    

流動負債    

買掛金 429,345 145,641 

前受金 254,557 245,961 

その他 236,834 283,539 

流動負債合計 920,737 675,143 

固定負債 21,772 18,983 

負債合計 942,510 694,126 

純資産の部    

株主資本    

資本金 4,591,492 4,591,492 

資本剰余金 1,825,566 1,825,566 

利益剰余金 △2,194,468 △2,286,175 

自己株式 △33,002 △33,011 

株主資本合計 4,189,587 4,097,871 

新株予約権 58,657 74,252 

純資産合計 4,248,245 4,172,124 

負債純資産合計 5,190,755 4,866,251 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
 前第２四半期累計期間 
(自 2019年１月１日 
 至 2019年６月30日) 

 当第２四半期累計期間 
(自 2020年１月１日 

 至 2020年６月30日) 

売上高 3,982,452 2,188,472 

売上原価 3,323,923 1,785,981 

売上総利益 658,529 402,491 

販売費及び一般管理費 562,157 504,704 

営業利益又は営業損失（△） 96,372 △102,213 

営業外収益    

受取利息 1,164 1,068 

為替差益 1,418 － 

還付加算金 497 － 

業務受託料 － 5,400 

その他 127 360 

営業外収益合計 3,207 6,828 

営業外費用    

支払利息 446 317 

為替差損 － 588 

その他 0 5 

営業外費用合計 446 911 

経常利益又は経常損失（△） 99,133 △96,296 

特別利益    

新株予約権戻入益 3,886 6,680 

特別利益合計 3,886 6,680 

特別損失    

固定資産除却損 3,969 － 

減損損失 1,375 － 

その他 168 － 

特別損失合計 5,512 － 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 97,507 △89,615 

法人税、住民税及び事業税 24,873 2,091 

法人税等合計 24,873 2,091 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 72,633 △91,706 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
 前第２四半期累計期間 
(自 2019年１月１日 

 至 2019年６月30日) 

 当第２四半期累計期間 
(自 2020年１月１日 
 至 2020年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 97,507 △89,615 

減価償却費 27,878 22,753 

減損損失 1,375 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 811 △461 

受取利息及び受取配当金 △1,164 △1,068 

支払利息 446 317 

固定資産除却損 3,969 － 

新株予約権戻入益 △3,886 △6,680 

為替差損益（△は益） 1,991 1,439 

売上債権の増減額（△は増加） 106,498 174,186 

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,670 663,621 

前渡金の増減額（△は増加） 374,318 △93,060 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 112,857 △143,840 

仕入債務の増減額（△は減少） △40,009 △283,703 

前受金の増減額（△は減少） △602,562 △8,595 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 327,775 77,367 

その他 15,007 21,849 

小計 358,143 334,509 

利息及び配当金の受取額 1,164 1,068 

利息の支払額 △446 △317 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,168 △29,225 

営業活動によるキャッシュ・フロー 357,693 306,034 

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 △71,867 △4,500 

無形固定資産の取得による支出 △17,887 △5,688 

有形固定資産の売却による収入 114 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △286 － 

敷金及び保証金の回収による収入 36,845 143 

貸付金の回収による収入 4,800 4,800 

その他 △11,400 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,682 △5,245 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

リース債務の返済による支出 △3,109 △2,664 

自己株式の取得による支出 △7 △9 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,116 △2,674 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,666 △1,255 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 293,228 296,858 

現金及び現金同等物の期首残高 1,644,304 952,532 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,937,533 1,249,391 
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