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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第13期

第２四半期連結
累計期間

第14期
第２四半期連結
累計期間

第13期
第２四半期連結
会計期間

第14期
第２四半期連結
会計期間

第13期

会計期間

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ７月１日
至  平成21年
     ９月30日

自  平成22年
     ７月１日
至  平成22年
     ９月30日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成22年
     ３月31日

売上高 (千円) 4,347,8514,564,8862,272,2972,744,3458,284,845

経常利益又は経常損失(△) (千円) △300,942429,552△114,106237,943△1,725,830

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(千円) △279,092421,683△118,097234,144△1,623,619

純資産額 (千円) ― ― 1,499,418617,728193,162

総資産額 (千円) ― ― 6,743,5444,533,5124,713,468

１株当たり純資産額 (円) ― ― 12,290.325,063.351,583.30

１株当たり四半期純利益又
は四半期(当期)純損失(△)

(円) △2,396.203,456.43△968.021,919.22△13,617.65

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 22.2 13.6 4.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △167,834866,717 ― ― △210,045

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △123,677 16,850 ― ― △22,888

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 471,915△155,332 ― ― 5,989

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,280,7581,602,665874,509

従業員数 (名) ― ― 157 93 113

(注) １. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２. 第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。

３. 第13期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四

半期純損失であるため記載しておりません。

４. 第14期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を

有している潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 93（11）

(注)  １　従業員数の（外書）は、臨時従業員の当第２四半期平均雇用人数であります。

２　臨時従業員には、アルバイト及び契約社員を含み、派遣社員を除いております。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 52（８）

(注)  １　従業員数の（外書）は、臨時従業員の当第２四半期平均雇用人数であります。

２　臨時従業員には、アルバイト及び契約社員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

音楽映像事業 238,227 ＋48.1

デジタルコンテンツ事業 871,816 ＋64.6

舞台公演事業 ― ―

合計 1,110,043 ＋60.7

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。
２  金額は、製造原価によっております。
３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

音楽映像事業 19,936 △90.7 19,936 △89.9

デジタルコンテンツ事業 ― ― ― ―

舞台公演事 ― ― ― ―

合計 19,936 △90.7 19,936 △89.9

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

音楽映像事業 1,089,282 ＋32.1

デジタルコンテンツ事業 1,193,975 ＋51.4

舞台公演事業 461,086 △30.0

合計 2,744,345 ＋20.8

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年3月21日）を適用しております。

なお、前年同四半期比に当たっては、前第２四半期連結会計期間の実績を、変更後の基準に遡及して集計した

後、行っております。

　　　３  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱ポニーキャニオン 304,335 13.4 474,062 17.3

㈱ソニー・コンピュータ
エンタテインメント

206,442 9.1 569,052 20.7

㈱ネルケプランニング 652,235 28.7 452,337 16.5

任天堂㈱ 153,575 6.8 546,022 19.9

４  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日～平成22年９月30日）における当社グループの連結業

績は、売上高2,744百万円（前年同期比20.8%増）、営業利益247百万円（前年同期は営業損失95百万円）、

経常利益237百万円（前年同期は経常損失114百万円）、第２四半期純利益234百万円（前年同期は純損失

118百万円）となりました。

売上高におきましては、音楽映像事業において定番シリーズを中心にCD・DVDのリピート受注が好調に

推移したことに加え、デジタルコンテンツ事業において国内で発売した新作タイトルの受注が好調に推

移したことが主因となり前年同期と比較して増加いたしました。

　利益におきましては、売上高の増加に加え、各種固定費の圧縮が進んだことや、前年同期に純損失を計上

した英国子会社の当社保有全株式を売却したこと等により、黒字転換いたしました。

　

セグメントの業績を示すと、次の通りであります。

尚、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

これと併せて、従来、事業の種類別セグメント情報の「消去又は全社」の項目に含めていた営業費用の

うち、役員・執行役員に係る人件費はそれぞれの各管掌セグメントへと配賦し、地代家賃及び水道光熱費

については人頭基準にて各セグメントへ配賦しております。

また、以下文中の前年同期比較に当たっては、前第２四半期連結会計期間の実績を、変更後の基準に遡

及して集計した後、行っております。

　

①音楽映像事業

音楽映像事業におきましては、アニメーションを中心とした優良コンテンツの音楽・映像商品（パッ

ケージソフト）化とコンテンツの企画立案から二次利用までを行うマスターライツ（映像著作権）保有

作品の製作を行っております。

まず、音楽分野におきましては、「プリキュア」シリーズの企画音楽が新作・旧作リピートともに好調

に推移した他、専属アーティスト「古川雄大」の楽曲等を編成いたしました。また制作タイトルの絞り込

みを行い、制作費の圧縮に努めました。

次に、映像分野におきましては、前期より引き続き「ミュージカル『テニスの王子様』」関連DVD、「家

庭教師ヒットマンREBORN!」、「遊☆戯☆王５D’s」等の映像商品化を行った他、新たに「ハートキャッ

チプリキュア！」、「いちばんうしろの大魔王」、「真・恋姫†無双～乙女大乱～」、「祝福のカンパネ

ラ」、「オオカミさんと七人の仲間たち」等の映像商品化を行いました。また、「映画プリキュアオール

スターズＤＸ２」では、プリキュアシリーズとしては初めてのブルーレイ商品の発売も行いました。特

に、「ミュージカル『テニスの王子様』」や「プリキュア」シリーズ、「家庭教師ヒットマンREBORN!」

など当社主力シリーズの商品受注が好調に推移しました。

　これらに加えて、音楽映像事業全体として、広告宣伝費の削減や組織の合理化等による固定費の圧縮に

努めました。

この結果、売上高は1,089百万円（前年同期比32.1%増）、セグメント利益は213百万円（前年同期比

204.9%増）となりました。

　

②デジタルコンテンツ事業
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デジタルコンテンツ事業におきましては、家庭用ゲーム機向けゲームソフト及びオンラインゲームを

中心としたデジタルエンターテイメントコンテンツの企画・開発・発売を行っております。

パッケージ分野におきましては、国内で当社主力シリーズの新作「牧場物語　ふたごの村（DS）」、版

権タイトル「Fate EXTRA（PSP）」の２タイトルを発売したほか（前年同期は３タイトル発売）、海外向

けに「Rune Factory２（DS 欧州向け／邦題：ルーンファクトリー２）」、「Rune Factory３（DS 北米

向け／邦題：ルーンファクトリー３）」をライセンスしました。

売上高においては、海外戦略の見直しに伴い欧州地域での自社発売を行っていた英国子会社Rising

Star Games Limitedの当社保有全株式を平成22年１月に売却したことによる減少があったものの、国内

新作のヒットにより前年同期と比べて増加いたしました。また、利益面においては、同子会社の損失が減

少したことに加えて、国内で発売した新作１タイトル当たりの採算性が改善したことや、組織の合理化等

による固定費の圧縮を行ったこと等により利益改善いたしました。

この結果、売上高は1,193百万円（前年同期比51.4％増）、セグメント利益は59百万円（前年同期はセ

グメント損失155百万円）となりました。

　

③舞台公演事業

舞台公演事業におきましては、漫画やアニメ、ゲームの人気作品を原作にした興業ビジネスを展開して

おります。

当第２四半期連結会計期間におきましては、平成22年５月に公演した「ミュージカル『テニスの王子

様』 コンサート Dream Live 7th」11公演分の実績を計上いたしました（前年同期は38公演分の実績計

上）。公演の活況により観客動員数及び物販売上が好調に推移し、１公演あたりの効率は大きく向上いた

しましたが、「ミュージカル『テニスの王子様』」の1stシーズンが平成22年５月で完結し、前年同期に

は計上された夏の公演の開催がなかったため、計上公演数が大幅に減少し減収減益となりました。

この結果、売上高は461百万円（前年同期比30.0％減）、セグメント利益は72百万円（前年同期比

10.3％減）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産の部）

流動資産は前連結会計年度末に比べて6.4%増加し、4,138百万円となりました。これは主として、現金

及び預金が728百万円増加したことなどによるものであります。

固定資産は前連結会計年度末に比べて52.0%減少し、395百万円となりました。これは主として、投資そ

の他の資産が386百万円減少したことなどによるものであります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.8％減少し、4,533百万円となりました。

　

（負債の部）

流動負債は前連結会計年度末に比べて13.5%減少し、3,848百万円となりました。これは主として、その

他の流動負債（未払金など）が450百万円減少したことなどによるものであります。

固定負債は前連結会計年度末に比べて7.3%減少し、67百万円となりました。これは主として、長期借入

金が4百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて13.4％減少し、3,915百万円となりました。

　

（純資産）

純資産は前連結会計年度に比べて219.8%増加し、617百万円となりました。これは主として四半期純利
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益421百万円の計上により、利益剰余金が421百万円増加したためであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当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。）の状況は、前連結会

計年度末と比べ728百万円増加し、1,602百万円となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、1,102百万円（前年同四半期連結会計期間に獲得した資金は68百万

円）となりました。主に税金等調整前四半期純利益235百万円及びたな卸資産の減少額506百万円など

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）

投資活動により得られた資金は、1百万円（前年同四半期連結会計期間に使用した資金は20百万円）

となりました。主に有形固定資産の取得による支出2百万円、有形固定資産の売却による収入4百万円に

よるものであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、202百万円（前年同四半期連結会計期間に使用した資金は106百万

円）となりました。主に短期借入金の減少200百万円によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに重要

な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000

計 300,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 123,380 123,380
東京証券取引所
（市場第二部）

当社は単元株制度を採用して
おりません。

計 123,380 123,380 ― ―

(注)  提出日現在発行数には、平成22年11月１日から四半期報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況

　（平成14年６月20日定時株主総会決議による新株予約権／第２回）

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 27

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 432

新株予約権の行使時の払込金額（円） 38,027

新株予約権の行使期間
新株予約権発行日より２年経過したときから、平成24
年５月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　38,027
資本組入額　19,014

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注）１  新株予約権の目的になる株式の数は、定時株主総会における新株発行予定株式数から、退職等の理由により喪

失した者の新株予約権の数を減じております。

２　新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項

　(1）新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員であるこ

　とを要する。ただし、当社が取締役会の決議により認めた場合については、この限りではない。

　(2）本件新株予約権については、譲渡、質入その他の処分は認めない。ただし、当社取締役会の承認を受けた

　場合には、譲渡することができる。

　(3）新株予約権者が権利行使期間の初日到来前に死亡した場合は、新株予約権者の相続人はこれを行使するこ

　とはできない。

　(4）新株予約権者が権利行使期間の初日到来後に死亡した場合は、新株予約権者の相続人はこれを行使するこ

　とができる。

　(5）このほかの条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ

　る。

３　平成14年７月８日開催の取締役会決議により、平成14年８月１日をもって１株を２株とする株式分割を行って

おります。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額の調整を行っております。

４　平成16年３月１日開催の取締役会決議により、平成16年５月20日をもって１株を２株とする株式分割を行って

おります。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額の調整を行っております。

５　平成17年５月９日開催の取締役会決議により、平成17年７月20日をもって１株を２株とする株式分割を行って

おります。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額の調整を行っております。

６　平成18年２月10日開催の取締役会決議により、平成18年４月１日をもって１株を２株とする株式分割を行って

おります。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額の調整を行っております。

７　平成21年４月９日開催の取締役会決議により、平成21年４月27日を払込期日とする第三者割当増資を行ってお

ります。これに伴い、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価額及び資本組入額の調整を行っております。
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（平成16年６月23日定時株主総会決議による新株予約権／第３回）

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個） 950

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 76,560

新株予約権の行使期間 平成18年６月24日から平成26年６月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　76,560
資本組入額　38,280

新株予約権の行使の条件 (注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注）２

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注）１  新株予約権の目的になる株式の数は、定時株主総会における新株発行予定株式数から、退職等の理由により喪

失した者の新株予約権の数を減じております。

２　新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項

　(1）新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員であるこ

　とを要する。ただし、当社が取締役会の決議により認めた場合については、この限りではない。

　(2）本件新株予約権については、譲渡、質入その他の処分は認めない。ただし、当社取締役会の承認を受けた

　場合には、譲渡することができる。

　(3）新株予約権者が権利行使期間の初日到来前に死亡した場合は、新株予約権者の相続人はこれを行使するこ

　とはできない。

　(4）新株予約権者が権利行使期間の初日到来後に死亡した場合は、新株予約権者の相続人はこれを行使するこ

　とができる。

　(5）このほかの条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ

　る。

３　平成17年５月９日開催の取締役会決議により、平成17年７月20日をもって１株を２株とする株式分割を行って

おります。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額の調整を行っております。

４　平成18年２月10日開催の取締役会決議により、平成18年４月１日をもって１株を２株とする株式分割を行って

おります。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額の調整を行っております。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年９月30日 ― 123,380 ― 1,128,472 ― 1,129,991

　

　

(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

中山　晴喜 東京都世田谷区 54,778 44.39

株式会社アミューズキャピタル
インベストメント

東京都港区赤坂１丁目12-32 18,400 14.91

株式会社ポニーキャニオンエン
タープライズ

東京都港区麻布台２丁目３番５号 1,600 1.29

株式会社マーベラスエンターテ
イメント

東京都品川区東品川４丁目12番８号 1,380 1.11

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６-１ 1,126 0.91

松本　慶明 東京都港区 918 0.74

株式会社ムービック 東京都板橋区弥生町７７-３ 800 0.64

株式会社東北新社 東京都港区赤坂４丁目 800 0.64

青木　利則 神奈川県横浜市戸塚区 756 0.61

菅井　達雄 東京都目黒区 693 0.56

計 ― 81,251 65.85
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 1,380

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 122,000 122,000 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 123,380 ― ―

総株主の議決権 ― 122,000 ―

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社マーベラスエン
ターテイメント

東京都品川区東品川４丁
目12番８号
品川シーサイドイースト
タワー５階

1,380 ― 1,380 1.11

計 ― 1,380 ― 1,380 1.11

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 13,21013,00011,50011,71011,90013,960

最低(円) 11,90010,50010,1809,91010,01010,880

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,602,665 874,509

売掛金 661,302 786,366

製品 6,248 6,125

仕掛品 171,507 240,088

映像コンテンツ 219,054 156,469

デジタルコンテンツ 1,288,534 1,539,492

原材料及び貯蔵品 24,273 34,299

その他 173,440 261,014

貸倒引当金 △8,838 △8,535

流動資産合計 4,138,188 3,889,832

固定資産

有形固定資産 ※１
 106,986

※１
 132,078

無形固定資産 36,469 52,785

投資その他の資産 251,868 638,772

固定資産合計 395,323 823,635

資産合計 4,533,512 4,713,468

負債の部

流動負債

買掛金 332,320 463,483

短期借入金 1,900,000 2,050,000

1年内返済予定の長期借入金 8,004 8,004

未払印税 992,192 866,278

未払法人税等 6,629 5,303

賞与引当金 36,625 30,057

返品調整引当金 － 1,738

その他 572,788 1,022,908

流動負債合計 3,848,559 4,447,774

固定負債

長期借入金 61,991 65,993

その他 5,233 6,538

固定負債合計 67,224 72,531

負債合計 3,915,784 4,520,306

純資産の部

株主資本

資本金 1,128,472 1,128,472

資本剰余金 1,129,991 1,129,991

利益剰余金 △1,608,810 △2,033,325

自己株式 △27,726 △27,726

株主資本合計 621,926 197,412

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △4,198 △4,250

評価・換算差額等合計 △4,198 △4,250

純資産合計 617,728 193,162

負債純資産合計 4,533,512 4,713,468
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(2)【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21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第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)

売上高 4,347,851 4,564,886

売上原価 3,357,491 3,305,634

売上総利益 990,360 1,259,252

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 226,797 147,655

貸倒引当金繰入額 － 622

賞与引当金繰入額 51,170 36,625

広告宣伝費 491,752 311,426

その他 485,391 295,155

販売費及び一般管理費合計 1,255,111 791,485

営業利益又は営業損失（△） △264,751 467,767

営業外収益

受取手数料 － 1,200

その他 1,325 1,481

営業外収益合計 1,325 2,681

営業外費用

支払利息 24,053 24,770

為替差損 10,025 16,125

その他 3,437 －

営業外費用合計 37,517 40,895

経常利益又は経常損失（△） △300,942 429,552

特別利益

貸倒引当金戻入額 9,291 320

その他 204 －

特別利益合計 9,495 320

特別損失

固定資産売却損 － 1,776

固定資産除却損 3,929 1,230

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,118

特別損失合計 3,929 6,124

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△295,377 423,748

法人税、住民税及び事業税 1,625 2,064

少数株主損益調整前四半期純利益 － 421,683

少数株主損失（△） △17,910 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △279,092 421,683
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 2,272,297 2,744,345

売上原価 1,837,262 2,081,604

売上総利益 435,035 662,740

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 105,322 69,817

賞与引当金繰入額 29,062 17,213

広告宣伝費 174,684 184,549

その他 221,959 143,660

販売費及び一般管理費合計 531,028 415,240

営業利益又は営業損失（△） △95,992 247,500

営業外収益

為替差益 － 1,417

受取手数料 － 600

その他 768 292

営業外収益合計 768 2,309

営業外費用

支払利息 12,276 11,866

為替差損 6,599 －

その他 4 －

営業外費用合計 18,881 11,866

経常利益又は経常損失（△） △114,106 237,943

特別利益

固定資産売却益 204 －

貸倒引当金戻入額 △2,573 207

特別利益合計 △2,369 207

特別損失

固定資産売却損 － 1,776

固定資産除却損 3,929 1,230

特別損失合計 3,929 3,006

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△120,405 235,145

法人税、住民税及び事業税 872 1,000

少数株主損益調整前四半期純利益 － 234,144

少数株主損失（△） △3,180 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △118,097 234,144
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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21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第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)

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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△295,377 423,748

減価償却費 58,980 36,682

映像コンテンツ償却額 263,835 361,224

のれん償却額 16,069 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,490 6,567

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,291 302

返品調整引当金の増減額（△は減少） △20,917 △1,660

受取利息及び受取配当金 △47 △18

支払利息 24,053 24,770

固定資産売却損益（△は益） △204 1,776

固定資産除却損 3,929 1,230

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,677

売上債権の増減額（△は増加） 292,076 123,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △454,533 270,290

仕入債務の増減額（△は減少） △101,904 △132,501

未払金の増減額（△は減少） 9,207 △284,423

未払印税の増減額（△は減少） △65,837 125,914

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,253 44,935

その他の流動資産の増減額（△は増加） 114,627 98,076

その他の流動負債の増減額（△は減少） △30,758 △203,934

その他 △3,050 1,226

小計 △203,904 902,521

利息及び配当金の受取額 47 18

利息の支払額 △20,547 △31,236

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 56,569 △4,586

営業活動によるキャッシュ・フロー △167,834 866,717

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 △33,153 △2,200

有形固定資産の売却による収入 3,500 6,465

無形固定資産の取得による支出 △6,075 △3,760

敷金及び保証金の差入による支出 △88,347 －

敷金及び保証金の回収による収入 640 16,045

貸付けによる支出 △1,900 －

貸付金の回収による収入 1,660 300

投資活動によるキャッシュ・フロー △123,677 16,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,370,432 3,100,000

短期借入金の返済による支出 △2,074,869 △3,250,000

長期借入れによる収入 80,000 －

長期借入金の返済による支出 △402,001 △4,002

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,307 △1,276

株式の発行による収入 499,865 －

配当金の支払額 △204 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー 471,915 △155,332

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,665 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,737 728,156

現金及び現金同等物の期首残高 1,109,020 874,509

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 1,280,758

※１
 1,602,665
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　
当第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)

会計処理基準に関する事項の変更 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計

基準第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用しておりま

す。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益又は経常利益はそれぞれ

1,559千円、税金等調整前四半期純利益は4,677千円減少しております。

　

【表示方法の変更】

　
当第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)

(四半期連結損益計算書関係)

　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用により、当第２四半期連結会計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

　

【簡便な会計処理】

当第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)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第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)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１．有形固定資産の減価償却累計額　196,042千円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額　193,927千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第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)

※１.　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,280,758千円

現金及び現金同等物 1,280,758千円

※１.  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,602,665千円

現金及び現金同等物 1,602,665千円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第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)

　

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 123,380

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,380

　

３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高

会社法施行日以前に付与したストック・オプションにつき、該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
音楽映像
事業
(千円)

デジタル
コンテンツ
事業
(千円)

舞台公演
事業
(千円)

計
(千円)

消去又
は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

833,750788,848649,6982,272,297 ― 2,272,297

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

446 ― ― 446 (446) ―

計 834,196788,848649,6982,272,743(446)2,272,297

営業利益又は営業損失(△) 83,990△125,12188,847 47,717(143,710)△95,992

(注)　１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品又は事業の内容

　(1) 音楽映像事業…………………ＤＶＤ、音楽ＣＤ、音楽原盤制作等

　(2) デジタルコンテンツ事業……ゲームソフト、ＰＣソフト

　(3) 舞台公演事業…………………舞台公演

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平21年９月30日)

　

　
音楽映像
事業
(千円)

デジタル
コンテンツ
事業
(千円)

舞台公演
事業
(千円)

計
(千円)

消去又
は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

1,608,3041,981,324758,2224,347,851 ― 4,347,851

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

3,341 ― ― 3,341 (3,341) ―

計 1,611,6451,981,324758,2224,351,192(3,341)4,347,851

営業利益又は営業損失(△) 234,904△224,47345,226 55,658(320,409)△264,751

(注)　１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品又は事業の内容

　(1) 音楽映像事業…………………ＤＶＤ、音楽ＣＤ、音楽原盤制作等

　(2) デジタルコンテンツ事業……ゲームソフト、ＰＣソフト

　(3) 舞台公演事業…………………舞台公演
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(千円)

イギリス
(千円)

アメリカ
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

2,061,484178,74432,0682,272,297 ― 2,272,297

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

61,083 ― ― 61,083(61,083) ―

計 2,122,567178,74432,0682,333,380(61,083)2,272,297

営業利益又は営業損失(△) 82,992△21,032△11,276 50,684(146,677)△95,992

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(千円)

イギリス
(千円)

アメリカ
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

3,877,147422,97147,7324,347,851 ― 4,347,851

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

150,098 ― ― 150,098(150,098) ―

計 4,027,246422,97147,7324,497,949(150,098)4,347,851

営業利益又は営業損失(△) 158,634△79,190△16,904 62,540(327,291)△264,751
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 欧州 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 248,874 120,850 10,990 20,988 401,703

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― ― 2,272,297

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

11.0 5.3 0.5 0.9 17.7

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) 欧州………イギリス、フランス、ドイツ、イタリア

　(2) 北米………アメリカ

　(3) アジア……韓国、台湾

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 欧州 北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 474,293 202,549 11,266 60,199 748,308

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― ― 4,347,851

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

10.9 4.7 0.3 1.4 17.2

(注)　１　国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) 欧州………イギリス、フランス、ドイツ、イタリア

　(2) 北米………アメリカ

　(3) アジア……韓国、台湾

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開してお

ります。

従って、当社の各事業部・各事業会社が取り扱う製品・サービスを集約した「音楽映像事業」、「デジタ

ルコンテンツ事業」及び「舞台公演事業」の３つを報告セグメントとしております。

「音楽映像事業」は、アニメーションを中心とした音楽・映像商品（パッケージソフト化）とコンテン

ツの企画立案から二次利用までを行うマスターライツ（映像著作権）保有作品の製作・販売を行っており

ます。

　「デジタルコンテンツ事業」は、据え置き型・携帯型ゲーム機及びソーシャルネットワークサービス向け

を中心としたデジタルエンターテイメントコンテンツの企画・開発・発売を行っております。

　「舞台公演事業」は漫画やアニメ、ゲームの人気作品を原作にした興行ビジネスを中心に展開しておりま

す。

　

２  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)

　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

音楽映像事業
デジタルコン
テンツ事業

舞台公演事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,164,2571,726,163674,4654,564,886 ― 4,564,886

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,164,2571,726,163674,4654,564,886 ― 4,564,886

セグメント利益 437,900130,36497,903666,167△198,400 467,767

(注)　１　セグメント利益の調整額△198,400千円は、セグメント間取引消去2,850千円及び各報告セグメントに配分

　　していない全社費用△201,250千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

　　一般管理費用であります。

２　セグメント利益は、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。
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当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

音楽映像事業
デジタルコン
テンツ事業

舞台公演事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,089,2821,193,975461,0862,744,345 ― 2,744,345

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,089,2821,193,975461,0862,744,345 ― 2,744,345

セグメント利益 213,28159,271 72,357344,910△97,409 247,500

(注)　１　セグメント利益の調整額△97,409千円は、セグメント間取引消去1,425千円及び各報告セグメントに配分

　　していない全社費用△98,834千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

　　一般管理費用であります。

２　セグメント利益は、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。

　

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日として著しい変動

がありません。

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 5,063.35円
　

　 　

　 1,583.30円
　

　
２  １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
　

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

当第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)

１株当たり四半期純損失 2,396.20円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

１株当たり四半期純利益 3,456.43円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

(注)　１．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損

　　失であるため記載しておりません。

２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有してい

　　る潜在株式がないため記載しておりません。

３．１株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎
　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四
半期純損失（△）(千円)

△279,092 421,683

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）(千円)

△279,092 421,683

普通株式の期中平均株式数(株) 116,473 122,000
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失 968.02円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

１株当たり四半期純利益 1,919.22円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

(注)　１．前第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損

　　失であるため記載しておりません。

２．当第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有してい

　　る潜在株式がないため記載しておりません。

３．１株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎
　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四
半期純損失（△）(千円)

△118,097 234,144

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）(千円)

△118,097 234,144

普通株式の期中平均株式数(株) 122,000 122,000

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月９日

株式会社マーベラスエンターテイメント

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　湯　本　堅　司　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　片　桐　春　美　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社マーベラスエンターテイメントの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四

半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４

月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を

表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マーベラスエンターテイメント及び

連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年11月９日

　

株式会社マーベラスエンターテイメント

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　湯　本　堅　司　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　片　桐　春　美　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社マーベラスエンターテイメントの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四

半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４

月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を

表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マーベラスエンターテイメント及び

連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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