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1.  平成22年9月期第1四半期の業績（平成21年10月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年9月期第1四半期 395 △51.5 18 ― 16 ― 15 ―
21年9月期第1四半期 813 ― △43 ― △48 ― △29 ―

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

22年9月期第1四半期 549.76 ―
21年9月期第1四半期 △1,004.75 ―

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

22年9月期第1四半期 1,536 894 57.7 31,316.33
21年9月期 1,534 888 57.6 30,659.03

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  886百万円 21年9月期  883百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ―
22年9月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

700 △62.7 5 ― 2 ― 2 ― 69.26

通期 1,400 △49.3 10 ― 5 ― 5 ― 173.15
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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（四半期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もの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年9月期第1四半期 28,877株 21年9月期  28,877株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  560株 21年9月期  60株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第1四半期 28,690株 21年9月期第1四半期 28,877株

※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予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含
んでおります。実際の実績等は、業況の変化により、上記予想数字と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務
諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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  当第１四半期会計期間における我が国経済は、世界的な金融危機の影響を受けた景気の急速な冷え込みから持ち直

してきてはいるものの緩やかなデフレ状況にあり、企業の設備投資や雇用環境は依然として厳しく、個人消費も引き

続き低迷するなど厳しい状況が続いております。 

 当社を取り巻く環境といたしましては、日本国内における携帯電話の契約者数が平成21年12月末現在で１億1,061

万契約に達しており、そのうち第３世代携帯電話の契約者が占める割合は96.0％で、平成21年９月末の95.2％から増

加率は緩やかなものの増加を続けており、リッチコンテンツの利用がさらに高まる環境となってきました（出所：社

団法人電気通信事業者協会）。 

 このような環境の下、コンテンツ事業に関しては、動画コンテンツなど差別化コンテンツの配信、ＲＯＩを重視し

たプロモーション施策により、会員数の増加を目指してまいりました。動画については、「ＥＺｗｅｂ」にて導入さ

れた動画配信サービスに合わせ、動画配信専用モバイルサイトとして「ベストヒットハリウッド ＋（プラス）」、

「ベストヒットアニメ動画」のサービスを開始したことで、３キャリアでの動画サイトの運営を行うことができまし

た。ソリューション事業に関しては、モバイルアプリケーション開発、モバイルサイトの運営支援等の受注活動は安

定的に推移したものの大型開発案件の獲得はありませんでした。 

 なお、平成21年９月30日付で連結子会社であった株式会社メディアグロウの全保有株式を売却し連結の範囲から除

外したことにより、前第１四半期会計期間と比較して売上高が大幅に減少しております。  

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は395,083千円（前年同期比51.5％減）、営業利益は18,416千円（前

年同期は43,120千円の営業損失）、経常利益は16,345千円（前年同期は48,592千円の経常損失）、四半期純利益は

15,772千円（前年同期は29,014千円の四半期純損失）となりました。  

  

部門別の状況は以下のとおりであります。 

（コンテンツ事業） 

 コンテンツ事業は、携帯電話利用者に対して「着うたフル®」「電子書籍」「動画」といった３Ｇコンテンツの配

信を行うものであり当社の主力事業であります。また、コンテンツの課金数は、平成21年12月末時点で377千件（平

成21年９月末比9千件減）となっております。 

 当第１四半期会計期間におきましては、引き続き差別化コンテンツの配信に注力いたしました。動画については、

「ＥＺｗｅｂ」にて導入された動画配信サービスに合わせ、動画配信専用モバイルサイトとして「ベストヒットハリ

ウッド ＋（プラス）」、「ベストヒットアニメ動画」のサービスを開始したことで、３キャリアでの動画サイトの

運営を行うことができました。これにより、全ての通信キャリアにおけるユーザーに携帯動画を利用してもらえる環

境が整いました。また、ワーナー エンターテイメントジャパン株式会社 ワーナー・ブラザーズ デジタル・ディ

ストリビューション部門がライセンス提供する「ハリー・ポッター」シリーズを中心に、作品のＤＬ数は堅調に推移

いたしました。 

 会員獲得のための効果的なプロモーション施策については、引き続きＲＯＩを重視したプロモーションを実施して

まいりました。具体的には、注目度が高い作品をドラマ化や劇場公開されているものと同じシリーズの作品を、キャ

リアとタイアップした形でプロモーションするなど、費用を抑えながらもコンテンツを継続的に利用してもらえる優

良会員の獲得に注力いたしました。しかしながら、引き続き既存会員の退会率は下げ止まっておらず、会員数は減少

傾向にあります。 

 以上の結果、コンテンツ事業の売上高は369,140千円（前年同期比24.4％減）となりました。 

  

（ソリューション事業） 

 ソリューション事業は、モバイルサイトの公式メニュー化、モバイルサイトの運営支援および受託制作等を行うも

のであります。モバイルサイトを利用したプロモーション活動支援やモバイルアプリケーション開発、モバイルサイ

トの運営支援等は継続して受注しているものの、当第１四半期会計期間においては規模の大きいモバイルサイト開発

等の受注を獲得することができませんでした。 

 以上の結果、ソリューション事業の売上高は25,943千円（前年同期比24.8％減）となりました。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報
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 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間における資産の状況は、総資産が前期末に比べ2,670千円増加し、1,536,771千円となりまし

た。負債は、前期末に比べ2,439千円減少して642,679千円となりました。これは、短期借入金が100,000千円増加し

たものの、長期借入金の返済により24,900千円、事業損失引当金を取り崩したことにより75,876千円減少したためで

あります。純資産については、四半期純利益の計上等により、前期末に比べ5,109千円増加して894,091千円となりま

した。 

  

各キャッシュフローの状況は以下のとおりであります。 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます）は、前事業年度末に比べ

64,240千円増加し786,971千円となりました。 

  

（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9,378千円となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益の計上による

16,345千円、売上債権の減少による18,239千円であり、主な支出要因は、事業損失引当金の取り崩しによる減少

75,876千円であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は11,029千円となりました。主な収入要因は、子会社株式の売却による収入15,459千

円であり、主な支出要因は、無形固定資産の取得による3,810千円であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は62,589千円となりました。主な収入要因は、短期借入金の増加による100,000千円

であり、主な支出要因は、長期借入金の返済による24,900千円及び自己株式の取得による支出12,489千円でありま

す。 

  

 コンテンツ事業におきましては、引き続き当社サイトを継続的に利用してもらえる優良会員の獲得に注力すると

ともに、既存会員の退会防止策を行っていきます。さらに、新規サイトの開発による新たな会員獲得にも注力いた

します。 

 ソリューション事業におきましては、引き続きモバイルサイト開発、アプリケーション開発及びモバイルサイト

運営支援などの受注活動を行い、継続的な受注が見込める案件の獲得に注力していきます。 

 平成22年９月期の業績予想につきましては、外部環境の変化が激しいこと、さらに今後新たな収益をあげること

を目的とした新規サイトへの投資も検討していることなどから、平成21年11月５日に発表いたしました業績予想に

変更はございません。  

  

１．固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

 ております。 

２．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

 況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

 ンニングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等、また、一時差異等の発生状況に著し

 い変化が認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに著し

 い変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四半期会

計期間に着手した契約から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約に

ついては進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については検収基準を適用しております。

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 786,971 722,730

売掛金 324,537 342,777

その他 94,703 114,898

貸倒引当金 △8,823 △8,823

流動資産合計 1,197,388 1,171,583

固定資産   

有形固定資産 44,744 48,009

無形固定資産   

のれん 110,000 117,250

その他 42,492 44,973

無形固定資産合計 152,492 162,223

投資その他の資産   

敷金及び保証金 263,746 270,113

その他 44,269 48,042

貸倒引当金 △165,871 △165,871

投資その他の資産合計 142,144 152,284

固定資産合計 339,382 362,517

資産合計 1,536,771 1,534,100

負債の部   

流動負債   

買掛金 148,765 155,151

短期借入金 205,000 105,000

1年内返済予定の長期借入金 99,600 99,600

未払法人税等 1,180 3,663

事業損失引当金 24,508 100,385

その他 62,824 55,618

流動負債合計 541,879 519,419

固定負債   

長期借入金 100,800 125,700

固定負債合計 100,800 125,700

負債合計 642,679 645,119

純資産の部   

株主資本   

資本金 563,900 563,900

資本剰余金 608,821 608,821

利益剰余金 △271,051 △286,824

自己株式 △14,885 △2,395

株主資本合計 886,784 883,501

新株予約権 7,307 5,480

純資産合計 894,091 888,981

負債純資産合計 1,536,771 1,534,100
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 813,949 395,083

売上原価 589,227 227,860

売上総利益 224,722 167,223

販売費及び一般管理費 267,842 148,807

営業利益又は営業損失（△） △43,120 18,416

営業外収益   

受取利息 24 －

受取配当金 147 152

その他 41 100

営業外収益合計 213 252

営業外費用   

支払利息 368 1,216

株式上場関連費用 5,125 1,034

その他 191 72

営業外費用合計 5,685 2,323

経常利益又は経常損失（△） △48,592 16,345

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △48,592 16,345

法人税、住民税及び事業税 572 572

法人税等調整額 △20,150 －

法人税等合計 △19,578 572

四半期純利益又は四半期純損失（△） △29,014 15,772
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31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
（△）

△48,592 16,345

減価償却費 9,759 6,947

のれん償却額 6,500 7,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,192 －

事業損失引当金の増減額（△は減少） － △75,876

受取利息及び受取配当金 △171 △152

支払利息 368 1,216

株式報酬費用 － 1,826

売上債権の増減額（△は増加） 152,799 18,239

たな卸資産の増減額（△は増加） 457 －

仕入債務の増減額（△は減少） △149,375 △249

前払費用の増減額（△は増加） △21,633 10,736

その他 14,807 6,671

小計 △8,889 △7,044

利息及び配当金の受取額 24 －

利息の支払額 △331 △1,189

法人税等の支払額 △2,029 △1,145

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,225 △9,378

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 － △626

無形固定資産の取得による支出 △10,573 △3,810

投資有価証券の取得による支出 △10,125 －

営業譲受による支出 △120,000 －

子会社株式の売却による収入 － 15,459

その他 △453 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,152 11,029

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） － 100,000

長期借入金の返済による支出 － △24,900

自己株式の取得による支出 － △12,489

配当金の支払額 △24,371 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,371 62,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,749 64,240

現金及び現金同等物の期首残高 546,289 722,730

現金及び現金同等物の四半期末残高 369,540 786,971
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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