
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無    ： 無 

② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無        ： 有 

 連 結（新規)１社 （㈱ＶＩＢＥ） 

④ 連結財務諸表は、当期より作成となるため、前年同四半期・前連結会計年度の数値の記載および前年同期と 

 の対比は行っておりません。 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 

 (1）経営成績（連結）の進捗状況                              （百万円未満切捨）

（注）①期中平均株式数 平成18年３月期第３四半期  193,435株  平成17年３月期第３四半期    ― 株  平成17年３月期   ― 株 

   ②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

   ③18年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、四半期純損失のため記載しておりません。 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

平成18年３月期第３四半期の経営成績の進捗状況につきましては、３ページの「経営成績（連結）の進捗状況に関する

定性的情報等」をご覧下さい。 

 (2）財政状態（連結）の変動状況                              （百万円未満切捨）

（注）期末発行済株式数 平成18年３月期第３四半期  193,435株  平成17年３月期第３四半期    ― 株  平成17年３月期   ― 株 

平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 
  平成18年２月６日

会社名   バンダイネットワークス株式会社       （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：３７２５） 

（ＵＲＬ http://www.bandai-net.com/ ）   

代表者       役職名   代表取締役社長  氏名  大下 聡 

問合せ先責任者   役職名   取締役 経営企画担当   氏名  加藤 栄治          ＴＥＬ: (03）6215－7655

  売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期第３四半期 9,389 （―） 1,438 （―） 1,446 （―）

17年３月期第３四半期  ― （―） ― （―）  ― （―）

（参考）17年３月期 ― ― ―

  四半期（当期）純利益 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年３月期第３四半期 △823 （―） △4,258 89  ― ―

17年３月期第３四半期  ― （―） ― ―  ― ―

（参考）17年３月期 ― ― ―  ― ―

  総  資  産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期第３四半期 10,977 7,775 70.8 40,196 60

17年３月期第３四半期 ― ― ―  ― ―

（参考）17年３月期 ― ― ―  ― ―
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【キャッシュ・フロー（連結）の状況】                           （百万円未満切捨）

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

平成18年３月期第３四半期の財政状態の変動状況につきましては、４ページの「財政状態（連結）の変動状況に関する

定性的情報等」をご覧下さい。 

３．平成18年３月期の連結業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日）          （百万円未満切捨）

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期） 2,843円33銭 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

平成18年３月期の連結業績予想につきましては、４ページの「業績予想に関する定性的情報等」をご覧下さい。 

 ※上記に記載した予想数値は、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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期第３四半期 △218 △2,222 △188 3,754

17年３月期第３四半期 ― ― ―  ―

（参考）17年３月期 ― ― ―  ―

  売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通期 12,500 1,800 △550
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経営成績及び財政状態 

１. 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 

当社グループを取り巻く事業環境といたしましては、第２世代型携帯電話機から第３世代型携帯電話機への買い替えの

堅調な推移等を背景に、携帯電話およびＰＨＳの加入者数は、平成17年12月末時点で9,474万人と、平成16年12月末時点

の9,018万人と比較し5.1％の増加となりました。携帯ＩＰ接続サービス（ＰＨＳを除く）に関しましても、平成17年12月

末時点で7,825万人と、平成16年12月末時点の7,355万人と比較し6.4％の増加となる等、緩やかながらも依然として拡大

を続けております。（社団法人電気通信事業者協会調べ） 

 このような状況のなか、当社はキャラクターマーチャンダイジングのノウハウとエンターテイメントプロバイダーのパ

イオニアとしての強みを積極的に活用し、ゲーム、サウンド、待受画面等の様々なモバイルコンテンツの充実に努めてま

いりました。また、平成17年４月１日に各移動体通信事業者向けに音楽関連コンテンツを提供する㈱ＶＩＢＥを子会社化

し、既存の音楽配信サービス事業の基盤拡充、業績拡大に向けた展開も実施いたしました。さらに、「３Ｄエンジン」を

はじめとする携帯電話機向け新規技術の提供やモバイルサイトのシステム開発等の企業向けソリューション等につきまし

ても、業容拡大に向けた取り組みを行った結果、当第３四半期の売上高は93億89百万円、経常利益は14億46百万円となり

ました。また、財務の健全性を維持することを目的として、㈱ＶＩＢＥ株式の「のれん」相当部分16億19百万円を特別損

失として計上した結果、第３四半期純損失は8億23百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

[モバイルコンテンツ事業セグメント] 

ゲーム分野におきましては、携帯電話機の高機能化に即時に対応し、 新の技術・機能を駆使した高付加価値コンテ

ンツや、多様化するユーザーニーズに対応したコンテンツを積極的に展開してまいりました。中でも、人気キャラクタ

ー「機動戦士ガンダム」のシミュレーションゲーム「ＧＮＯモバイル」や、エンターテイメントコンテンツ「ＯＮＥ 

ＰＩＥＣＥモバイルジャック」等の高付加価値コンテンツには、次々と新規システム、新規アプリを追加投入し、ユー

ザーの満足感をさらに高める展開を行ってまいりました。また、ミニゲーム総合サイト「ＳＩＭＰＬＥ１００シリー

ズ」や、㈱バンダイの「たまごっち」の携帯電話機向けコンテンツ「ケータイで発見！！たまごっち」シリーズ等が引

き続き好調に推移し、平成17年12月時点の会員数は151万人（前年同期比11.1％増）となりました。 

 サウンド分野におきましては、「機動戦士ガンダム」シリーズの着信ボイス・ムービーコンテンツや、メールにデザ

インやサウンド等の装飾を施すことができる「メールにデコ・メロディ」、こだわりの「着メロ」、「着うた」をライ

ンナップした「Ｈｉ－Ｆｉ ＶＩＢＥ」シリーズ（㈱ＶＩＢＥ提供）等を中心とした展開を行ってまいりました。しか

しながら、着信メロディ市場全体の落ち込みの影響が大きく、着信メロディを主力とする「プラチナメロディ」の会員

数が大幅に減少した結果、平成17年12月時点の会員数は118万人（前年同期比8.5％減）となりました。 

 キャラクター・総合分野におきましては、カメラ付携帯電話機の普及や、ユーザーの利用環境の多様化による影響等

により会員数は引き続き減少傾向にあります。これに対し当社は「ガンダム公式待受」、「ハローキティ待受」、「カ

ワイイキャラＳａｎ－Ｘ」等、人気キャラクターを核とする総合サイトの内容を充実させ、ユーザーにとって魅力ある

コンテンツの展開を行ってまいりましたが、平成17年12月時点の会員数は136万人（前年同期比16.6％減）となりまし

た。 

 モバイルコンテンツ事業セグメント全体としては、キャラクター・総合分野、サウンド分野における会員数の減少に

より、平成17年12月時点のモバイルコンテンツの有料会員数は406万人（前年同期比5.4％減）となりました。しかしな

がら、ゲームコンテンツをはじめとする高付加価値コンテンツの好調により、会員一人あたり平均利用単価は上昇傾向

にあり、売上高は65億68百万円、営業利益は16億46百万円となりました。 

[その他事業セグメント] 

ソリューション分野におきましては、携帯電話機上でのアニメーション表現を可能にする「２Ｄベクターエンジン」

や、キャラクターの３Ｄ化を実現した「３Ｄエンジン」を各移動体通信事業者ならびに携帯電話機メーカーへ引き続き

提供し、新規携帯電話機への買い替え需要等に伴い順調に推移いたしました。さらに、ａｕのグループコミュニケーシ

ョンツール「Ｔｅａｍ Ｆａｃｔｏｒｙ」内のアバターサービスと連携できるＰＣ向けサービスの提供や、システム設

計・開発・運営等のノウハウを活かした企業向けソリューション案件が非常に好調に推移いたしました。 

 通販分野におきましては、モバイル通販において、モバイルサイト構築・運営のノウハウを活かして様々なパートナ

ー企業と手を組み、市場拡大やユーザーニーズに対応するサイトの拡充を図ってまいりました。また、ネット通販サイ

ト「ＬａＬａＢｉｔマーケット」におきましては、売上に大きく貢献する商材は不足したものの、当サイト限定のキャ

ラクターオリジナル商品の企画・開発を重点的に行ってまいりました。 

 この結果、その他事業セグメントとしての売上高は28億22百万円、営業利益は33百万円となりました。 

  

(注) 平成17年12月時点の会員数は速報値を用いております。 
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２． 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 

 (1) 財政状態（連結）の変動の状況 

資産につきましては、主に連結調整勘定の減損処理や法人税等の支払に伴う「現金及び預金」の減少により109億77百

万円となりました。 

 負債につきましては、主に「未払法人税等」の減少により31億96百万円となりました。 

 資本につきましては、主に「四半期純損失」等により77億75百万円となりました。 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、法人税等の支払や子会社株式の取得による支出等により37億54

百万円となりました。 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払15億59百万円等により2億18百万円の支出となりました。 

  (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、投資有価証券の売却や貸付金の回収による収入等があったものの、「投資有価

証券の取得による支出」3億48百万円、子会社株式の取得による支出17億91百万円等により22億22百万円の支出となりま

した。 

  (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、借入金の返済および配当金の支払により1億88百万円の支出となりました。 

  

３． 業績予想に関する定性的情報等 

 第４四半期につきましては、モバイルコンテンツのさらなる充実を図る一方、新規事業の育成に力を注いでまいりま

す。 

 当社グループの収益基盤の中心であるモバイルコンテンツ事業セグメントにおいて、ゲーム分野では㈱ナムコとの共同

開発によるiモード向けロールプレイングゲーム「ＳＤガンダムＲＰＧ」や、㈱バンプレストとの共同開発によるiモード

向け総合サイト「スーパーロボット大戦ｉ」等の大型コンテンツのサービススタートを予定しており、バンダイナムコグ

ループ内リソースを有効活用して、引き続き売上と利益の拡大に努めてまいります。  

 サウンド分野におきましては、既存サイトの充実を図るとともに、㈱ＶＩＢＥ等との連携による新たな事業展開を実施

することで、「着うた」等の市場環境や多様化するユーザーニーズへの対応を強化してまいります。 

 キャラクター・総合分野におきましては、人気キャラクターを核とする総合サイトの強化を引き続き実施して行くとと

もに、今までに無い新しいジャンルの開拓に向けた取り組みを行ってまいります。 

 その他事業セグメントにおきましては、ソリューション分野において、携帯電話機向けの魅力ある技術開発をパートナ

ー企業と連携して行うとともに、モバイルコンテンツに関する企画、技術のノウハウを活かした企業向けソリューション

等を積極的に提案してまいります。  

 通販分野におきましては、引き続き売上拡大に向けたモバイル通販サイトの拡充を図るとともに、ネット通販サイト

「ＬａＬａＢｉｔマーケット」における、キャラクターを活用した高付加価値なオリジナル商品の展開を強化してまいり

ます。 

 また、今後の成長・拡大に向け、エンターテイメントコンテンツやネットワークノウハウを活かした新規事業の発掘・

育成に取り組んでまいります。さらに、有力な技術力・コンテンツ力を持つ企業との資本提携や業務提携等につきまして

も、随時検討、推進してまいります。 

 なお、当第３四半期の連結業績におけるソリューション分野の好調に伴い、平成17年５月９日に公表いたしました連結

業績予想のうち売上高につきまして120億円から125億円へ上方修正しております。 

  

[業績予想に関する留意事項] 

この資料に掲載されている次期および将来に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断

に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。よって、実際の業績は様々な要因により、記述されてい

る業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 

実際の業績に影響を与え得る重要な要因には、当社グループの事業を取り巻く経済環境、市場動向等が含まれます。 
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４． 有料会員数  

 当第３四半期末までの有料会員数の推移は以下のとおりであります。 

 
(注) 直近３ヶ月間の有料会員数は速報値を用いております。また、平成17年４月より㈱ＶＩＢＥの有料会員数を加えております。 

200万人

250万人

300万人

350万人

400万人
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[添付資料] 

１．（要約）四半期連結貸借対照表 

科目 

当第３四半期 
（平成17年12月31日）

前第３四半期 
（平成16年12月31日）

増減 

（参考） 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

 1. 現金及び預金 1,804,241 ―  ―  ―  ―  

 2. 売掛金 3,201,283 ―  ―  ―  ―  

 3. 有価証券 1,999,933 ―  ―  ―  ―  

 4. たな卸資産 16,563 ―  ―  ―  ―  

 5. 繰延税金資産 122,627 ―  ―  ―  ―  

 6. その他 126,198 ―  ―  ―  ―  

   貸倒引当金 △32,954 ―  ―  ―  ―  

 流動資産合計 7,237,894 ―  ―  ―  ―  

Ⅱ 固定資産          

 1. 有形固定資産          

 (1) 建物 41,732 ―  ―  ―  ―  

 (2) 工具器具及び備品 135,800 ―  ―  ―  ―  

有形固定資産合計 177,532 ―  ―  ―  ―  

 2. 無形固定資産 48,382 ―  ―  ―  ―  

3. 投資その他の資産          

 (1) 投資有価証券 3,064,557 ―  ―  ―  ―  

 (2) 関係会社株式 279,180 ―  ―  ―  ―  

 (3) その他 169,928 ―  ―  ―  ―  

投資その他の資産合計 3,513,666 ―  ―  ―  ―  

固定資産合計 3,739,581 ―  ―  ―  ―  

資産合計 10,977,476 ―  ―  ―  ―  
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科目 

当第３四半期 
（平成17年12月31日）

前第３四半期 
（平成16年12月31日）

増減 

（参考） 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率 
（％） 

金額（千円） 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

 1. 買掛金 1,925,169 ―  ―  ―  ―  

 2. 未払金 349,538 ―  ―  ―  ―  

 3. 未払費用 182,737 ―  ―  ―  ―  

 4. 未払法人税等 320,053 ―  ―  ―  ―  

 5. その他 75,235 ―  ―  ―  ―  

流動負債合計 2,852,734 ―  ―  ―  ―  

Ⅱ 固定負債          

  繰延税金負債 344,181 ―  ―  ―  ―  

固定負債合計 344,181 ―  ―  ―  ―  

負債合計 3,196,915 ―  ―  ―  ―  

（少数株主持分）           

少数株主持分 5,131 ―  ―  ―  ―  

（資本の部）          

Ⅰ 資本金 1,113,371 ―  ―  ―  ―  

Ⅱ 資本剰余金          

1. 資本準備金  806,821 ―  ―  ―  ―  

 2. その他資本剰余金 38 ―  ―  ―  ―  

資本剰余金合計 806,860 ―  ―  ―  ―  

Ⅲ 利益剰余金          

1. 利益準備金 7,670 ―  ―  ―  ―  

2. 任意積立金  4,117,471 ―  ―  ―  ―  

3. 四半期（当期） 
未処分利益 

304,903 ―  ―  ―  ―  

 利益剰余金合計 4,430,044 ―  ―  ―  ―  

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

1,425,152 ―  ―  ―  ―  

資本合計 7,775,429 ―  ―  ―  ―  

負債、少数株主持分及
び資本合計 

10,977,476 ―  ―  ―  ―  
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２．（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

当第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日）

前第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日）
増減 

（参考） 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率

（％） 
金額（千円） 

Ⅰ 売上高 9,389,797 ―  ―  ―  ―  

Ⅱ 売上原価 5,522,245 ―  ―  ―  ―  

売上総利益 3,867,552 ―  ―  ―  ―  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,428,792 ―  ―  ―  ―  

 1. 広告宣伝費 200,483 ―  ―  ―  ―  

 2. 回収代行手数料 644,721 ―  ―  ―  ―  

 3. 役員報酬 103,553 ―  ―  ―  ―  

 4. 給与手当 303,022 ―  ―  ―  ―  

 5. 賞与 100,220 ―  ―  ―  ―  

 6. 研究開発費 341,438 ―  ―  ―  ―  

 7. 貸倒損失 26,085 ―  ―  ―  ―  

 8. 貸倒引当金繰入額 32,954 ―  ―  ―  ―  

 9. 減価償却費 46,467 ―  ―  ―  ―  

10. その他 629,844 ―  ―  ―  ―  

営業利益 1,438,760 ―  ―  ―  ―  

Ⅳ 営業外収益 7,693 ―  ―  ―  ―  

 1. 受取利息 276 ―  ―  ―  ―  

 2. 有価証券利息 877 ―  ―  ―  ―  

 3. 受取配当金  3,870 ―  ―  ―  ―  

 4. その他  2,669 ―  ―  ―  ―  

Ⅴ 営業外費用 233 ―  ―  ―  ―  

 支払利息 233 ―  ―  ―  ―  

経常利益 1,446,220 ―  ―  ―  ―  
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科目 

当第３四半期 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日）

前第３四半期 
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日）
増減 

（参考） 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率

（％） 
金額（千円） 

Ⅵ 特別利益 127,159 ― ― ― ― 

  1. 投資有価証券売却益 97,149 ―  ―  ―  ―  

 2. 貸倒引当金戻入 30,010 ―  ―  ―  ―  

Ⅶ 特別損失 1,657,211 ―  ―  ―  ―  

 1. 減損損失（連結調整
勘定償却） 

1,619,042 ―  ―  ―  ―  

 2. その他 38,169 ―  ―  ―  ―  

税金等調整前四半期
(当期）純損失 

83,831 ―  ―  ―  ―  

法人税等 741,149 ―  ―  ―  ―  

 少数株主損失 1,162 ―  ―  ―  ―  

四半期（当期） 
純損失 

823,818 ―  ―  ―  ―  
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３．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

当第３四半期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前第３四半期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

     

1. 税金等調整前四半期 
（当期）純損失 

△83,831 ―  ―  

2. 減価償却費  104,190 ―  ―  

3. 減損損失 
 （連結調整勘定償却） 

1,619,042 ―  ―  

 4. 貸倒引当金の増減額 △40,472 ―  ―  

 5. 受取利息及び配当金 △5,024 ―  ―  

 6. 支払利息 233 ―  ―  

 7. 固定資産除売却損益 32,240 ―  ―  

 8. リース解約損 4,583 ―  ―  

 9. 投資有価証券評価損 1,345 ―  ―  

10. 投資有価証券売却損益 △97,149 ―  ―  

11. 前渡金の増減額 △36,509 ―  ―  

12. 売上債権の増減額 △269,337 ―  ―  

 13. たな卸資産の増減額 △6,853 ―  ―  

 14. 仕入債務の増減額 267,229 ―  ―  

15. 未払金の増減額 △155,177 ―  ―  

 16. 未払消費税等の増減額 31,054 ―  ―  

 17. 役員賞与の支払額 △54,000 ―  ―  

 18. その他 23,737 ―  ―  

小計 1,335,302 ―  ―  

19. 利息及び配当金の受取額  5,176 ―  ―  

 20. 利息の支払額 △233 ―  ―  

 21. 法人税等の支払額 △1,559,220 ―  ―  

営業活動によるキャッシュ・フロー △218,974 ―  ―  
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当第３四半期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前第３四半期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

     

 1. 定期預金の払戻しによる収入 4,001 ―  ―  

 2. 有形固定資産の取得による支出 △121,042 ―  ―  

 3. 無形固定資産の取得による支出 △28,982 ―  ―  

 4. リースの解約による支出 △4,583 ―  ―  

 5. 保証金等の差入による支出 △132,422 ―  ―  

 6. 保証金等の回収による収入 42,282 ―  ―  

 7. 投資有価証券の取得による支出 △348,179 ―  ―  

 8. 投資有価証券の売却による収入 97,650 ―  ―  

 9. 連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による支出 

△1,780,798 ―  ―  

 10. 子会社株式の追加取得による支出 △10,800 ―  ―  

11. 貸付金の回収による収入 60,020 ―  ―  

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,222,854 ―  ―  

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

      

 1. 長期借入金の返済による支出 △72,230 ―  ―  

 2. 配当金の支払額 △116,061 ―  ―  

財務活動によるキャッシュ・フロー △188,291 ―  ―  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加 
（減少額：△） 

△2,630,120 ―  ―  

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,384,295 ―  ―  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,754,175 ―  ―  
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４．セグメント情報 

［事業の種類別セグメント情報］ 

（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 

     (1) モバイルコンテンツ事業 ・・・ 携帯電話機向けコンテンツ配信等 

     (2) その他事業       ・・・ 携帯電話機向けソリューション提供、ネット通販等 

   ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当第３四半期241,558千円であり 

     ます。その主なものは、当社の経営企画部門等に係る費用であります。 

   ４．「セグメント情報」は、当期より作成のため、前年同四半期および前連結会計年度の数値は記載しておりませ

     ん。 

  

 
当第３四半期  

（自 平成17年４月１日 
    至 平成17年12月31日） 

 
モバイル 

コンテンツ事業
その他事業 計 消去又は全社 連結 

  （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高          

(1)外部顧客に対する売上高 6,567,195 2,822,602 9,389,797 － 9,389,797 

(2)セグメント間の内部売上 

  又は振替高 
1,043 － 1,043 △1,043 － 

計 6,568,238 2,822,602 9,390,840 △1,043 9,389,797 

営業費用 4,921,874 2,789,347 7,711,221 239,815 7,951,037 

営業利益 1,646,364 33,254 1,679,619 △240,858 1,438,760 
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