
平成18年３月期 決算短信（連結）  
平成18年５月18日

会社名 株式会社ジー・モード 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 2333 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.G-mode.co.jp/)

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 宮路　武

問い合わせ先 責任者役職名 管理本部長

 氏名 善村　賢治 ＴＥＬ　　（０３）５３０２－０６０６

決算取締役会開催日 平成18年５月18日

米国会計基準採用の有無 　無

１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

　当連結会計年度は連結初年度にあたるため、前連結会計年度の記載は行っておりません。

(1）連結経営成績   （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 3,677 (－) 277 (－) 206 (－)

17年３月期 － (－) － (－) － (－)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 52 (－) 497 64 486 82 0.8 2.5 5.6

17年３月期 － (－) － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年３月期 △8百万円 17年３月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期 105,675株 17年３月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 8,091 6,795 84.0 59,024 61

17年３月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 115,138株 17年３月期 －株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 △277 △832 4,286 5,531

17年３月期 － － － －

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ２社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ２社 （除外） －社 持分法（新規） １社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,400 △80 △110

通　期 4,650 10 △110

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△955円38銭

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　　当社企業グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社ジー・モード）、連結子会社２社及び持分法

　適用関連会社１社から構成されております。当社企業グループの主な事業内容と各事業区分との関連は以下のとお

　りであります。なお、事業区分は、事業の種類別セグメントと同一であります。

 

事業区分 主な事業内容

  国内コンテンツ配信事業 

 　  

　 携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営

　

  海外事業

　 

   携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与  

 

  その他の事業

 

   ＰＣ向けゲームコンテンツ、着メロ及びウェブサイトの国内受託

　 制作等

 

 

［事業系統図］

  上記を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

　

 

当社  
携帯電話向けゲームコンテンツ及び 
着メロの企画・開発・運営 

株式会社アコースティック  
携帯電話向け着メロの企画・開発・運営 

ラ
イ
セ
ン
サ
ー 

ライセンス使用料 

ライセンス供与 

  
国内コンテンツ配信事業 

 
海外事業 

当社  
携帯電話向けゲームコンテンツ配信 
及びライセンス供与 

株式会社アコースティック 

ライセンス供与 

その他の事業 

当社 
ＰＣ向けゲームコンテンツ等 

株式会社アコースティック  
着メロ及びウェブサイトの 
国内受託制作 

株式会社モバイル・リサーチ  
携帯電話を利用したリサーチ 

ライセンス使用料 

ライセンス供与 

コンテンツ 

携
帯
電
話
事
業
者
（
キ
ャ
リ
ア
） 一

般
ユ
ー
ザ
ー 

情報料 

情報料 

業務・制作委託料 

成果物 

情報料 

ラ
イ
セ
ン
シ
ー 

顧
客 

ライセンス供与 

ライセンス使用料 

ライセンス使用料 

ライセンス供与 

コンテンツ 

コンテンツ 

 

 

【連結子会社】株式会社モバイル・リサーチ

　　　　　　　株式会社アコースティック

【持分法適用関連会社】ガンホー・モード株式会社
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「ネットワークを通じて誰もが楽しめるコンテンツを広く遍く提供することで、全世界の人々が心豊かな

生活を送れるようにする」ことを社会的使命とし企業活動を行っております。ネットワークは、安価に「いつでも、

どこでも、誰にでも」コンテンツを提供することが可能な媒体であり、気軽にだれもが楽しめるコンテンツを提供す

ることで、多くの人々が楽しい気持ちになり、そんな小さな楽しみが広がることで、より心豊かで幸せな社会が生ま

れることを願っております。

　そのために当社では創業当時から「いつでも、どこでも、誰とでも」を１つの行動指針とし、気軽にだれもが楽し

めるようさまざまなハードルを下げていくことを目標としてきました。価格を下げる、分かりやすいルールにする、

すぐに遊べるユーザインタフェースや画面デザインを考える、このようにさまざまなハードルを下げることで、ひと

りでも多くの人に喜ばれるコンテンツをこれからも提供し続けていきたいと考えております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、当期から2010年までを第２ステップと位置づけ、後述いたします第２ステップの中期経営目標を掲げてお

ります。この目標を達成するため、選択した事業に対して積極的に資本を投下していくことを計画しております。

そのため、第２ステップの初期の段階において利益率は一時的に低下する見通しです。

　しかしながら、株主各位への利益還元につきましては経営の重要課題の一つと位置づけておりますため、企業体質

の強化と今後の事業展開に向けた内部留保の充実を勘案しながら、前年度並みの利益還元を続けて行く所存であります。

　当期の利益配当金につきましては、1株につき1,000円（普通配当1,000円）の配当を第6回定時株主総会に提案させ

ていただく予定であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資単位の引下げを投資家層の拡大や株式の流動性を高める上で有効な施策の一つとして認識しておりま

す。株式分割等に関しまして、平成16年５月20日付けで１株を３株に分割する株式分割を実施いたしましたが、今後

も当社株式の流通状況や費用対効果等を勘案した上で慎重に検討してまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社は、売上高経常利益率を主たる経営指標としており、売上高経常利益率18％以上を目標値として掲げております。

　しかし、当期におきましては積極的に新規事業への投資を始めたこと、また携帯電話の高機能化・多様化、コンテ

ンツのリッチ化などの要因により、主力事業である携帯電話向けゲーム配信の利益を維持することが難しいことも影

響し、売上高経常利益率は個別で8.1％、連結では5.6％となり目標値を下回る結果となりました。来期の売上高経常

利益率を底とし、早期に改善を図るための準備を進め、今後も事業を展開する上での重要な指標の１つとして位置付

けます。

(5）中期的な会社の経営戦略

　「携帯電話ゲームNo.１カンパニー」として確固たる地位を築いた前期までを第１ステップとし、当期から2010年ま

でを第２ステップと位置づけました。当社では更なる飛躍を目指し、第２ステップでは「ユビキタス・オンライン時

代のNo.１コンテンツプロバイダーグループの中核企業となる」という新たな経営目標を設定しております。

　「いつでも、どこでも、誰とでも」つながるユビキタス・オンライン社会はすぐ目の前にきています。当期におき

ましては、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（以下、「ガンホー」という。）との業務・資本提

携を行い、「ユビキタス・オンライン時代のNo.１コンテンツプロバイダーグループ」を形成するという大きな目標を

持ちました。その中で、携帯電話向けゲームにおいて培った高品質でコストパフォーマンスの高いゲームを提供でき

るノウハウをフルに活用した事業を展開し、そのNo.１コンテンツプロバイダーグループの中でも大きな存在感を示す

ことができる中核企業となることが、当社の第２ステップにおける目標となります。

　また、株式会社アコースティック(以下、「アコースティック」という。）の子会社化、株式会社モバイル・リサー

チ（以下、「モバイル・リサーチ」という。）を子会社として設立、ガンホーとの合弁会社となるガンホー・モード

株式会社（以下、「ガンホー・モード」という。）の設立、海外におきましては各地域の有力企業との提携、特に中

国では広州東虹移動通信技術有限公司（以下「東虹」という。)との業務提携を行い、更にその持株会社のE-Rainbow 

Mobile Information Co., Ltd.（以下「E-Rainbow」という。）に出資するなど、積極的な投資や業務提携は、グルー

プ間での相乗効果をもたらし、単独では得られない大きな成果をあげられるよう注力いたします。一方、平成18年５

月の会社法施行に伴い大会社に求められております内部統制システムを整備することにより、リスク管理や業務効率
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を改善する体制を整え、企業価値を高めてまいります。

　これら新規事業の立ち上げや内部統制システム整備などへ投資を行うことにより、第２ステップ前半の利益は一旦

低下しますが、これらは次なる目標への積極的なチャレンジです。現在の主力事業である携帯電話向けゲーム配信に

ついては一層、強固な基盤を整備し収益力を高めつつ、新たな事業の柱を育てることで、収益規模を拡大しながら利

益水準の高い企業集団として、2010年までに第２ステップの目標となる地位を確立することを目指します。

(6）会社の対処すべき課題

　2006年度の携帯電話に関連する市場では、11月に導入されるナンバーポータビリティ制度、ソフトバンクによるボー

ダフォン株式会社（以下、「ボーダフォン」という。)買収、携帯電話の更なる高機能化や通信の高速化、ワンセ

グ放送の開始など、直接あるいは間接的にさまざまな影響が出ることを予測しています。事業上の対処すべき課題と

しては以下のような対応を行います。

①　主力であるゲーム配信事業の収益力強化

　主力のゲーム配信事業では、携帯電話の高機能化や多機種化がコスト増加の原因となり利益を圧迫しています。

ゲームの高機能化により開発工数が増え、また機種対応費用についても増加傾向が続いております。主力事業の体

質強化は重要課題の１つであり、開発コスト、運用コスト、機種対応コストの削減を進める一方で、効果的なプロ

モーションやブランド力強化により収益の向上を目指します。

②　ナンバーポータビリティへの対応

　2006年11月には携帯電話の加入者が異なる携帯電話事業者（以下、「キャリア」という。)の携帯電話に買い替え

ても、元の番号がそのまま使えるナンバーポータビリティ制度が導入され、キャリアを変更して端末を買い換える

利用者がこれまで以上に出てくることが予想されます。この制度は、コンテンツプロバイダーにとって退会者が増

加するリスクと新規会員を獲得する機会があり、効果的なプロモーション等の活動を通じて機会を最大限に利用し、

リスクを最小限に抑える対策を検討してまいります。

③　海外市場への対応

　海外市場においては国内以上に対応機種が多いため、自社で機種対応するよりも、ゲームを現地企業にライセン

ス供与し、ローカライズを任せることで海外事業の収益性を高める対策を更に推進してまいります。また、東虹グ

ループとの連携により中国市場での事業活動の幅を広げることも課題の１つです。

④　内部統制システムによる業務の効率化 

　本年5月に施行された新会社法に基づき、内部統制システムを機能させることが可能な統制環境作りからはじめま

す。公益通報者保護制度の確立による内部牽制体制や内部監査の強化などを通じ、コンプライアンスを徹底するだ

けでなく、統制活動を通じ業務の効率化を実現することで、当社企業グループの企業価値を最大限に高める努力を

してまいります。

 ⑤　関連会社及び子会社への財務支援

  ガンホーとの間で設立したガンホー・モードは、来期よりサービスインを予定しております。短期間ではありま

すが、当面は先行投資の時期であり、ガンホー・モードの立ち上げに必要な経営資源を財務面を含めて支援してま

いります。また、子会社２社におきましても立ち上げ時期の事業に関して必要な支援を行っていく場合があります。

(7）親会社等に関する事項

　当社は、親会社等はありません。

　尚、従来記載しておりました「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況」「内

部管理体制の整備・運用状況」は、今後開示を予定しているコーポレート・ガバナンスに関する報告書をご参照願い

ます。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

①　当連結会計年度の概況

　2005年度の国内ゲーム市場は対前年比で約15%の伸びを示しており、中でも高機能化が進む携帯電話ゲームならび

にオンラインゲームの市場が急拡大いたしました。当社企業グループの主力事業である携帯電話ゲームにおきまし

ては、携帯電話の高機能化が進み他のゲーム機器に見劣りしないゲームデザインが可能になってきたこと、またパ

ケット定額制が徐々に浸透し、データ通信料を気にせず利用できる環境が整ってきたことなどが背景に考えられま

す。当社企業グループにおきましても携帯電話向けゲームのパイオニアとして培ったノウハウを活かし、ゲーム利

用者の満足度を高めるだけでなく、そのノウハウを活かした新しい柱となる事業を立ち上げる準備を始めております。

　当社企業グループの事業セグメント別の概況は以下のとおりであります。

(a）国内コンテンツ配信事業

(1）ゲーム配信事業

　ゲーム配信事業におきましては、今年度も多種多様な趣向を持つ利用者のニーズに応えることができるよう、

カジュアルなゲームから高機能なゲームにいたるまで、ゲーム利用者の視点から見てコストパフォーマンスが高

く、また他にはないオリジナルゲームを大量に投入いたしました。

　その結果、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「NTTドコモ」という。）向け主力サイト「Get!!プチ

アプリ」が4年連続ミニゲームジャンルで年間１位を維持するなど、利用者からの評価が以下のような結果として

表れました。

　・NTTドコモ向けサイト「R.P.G-mode」前年度比で74%会員増

　・ボーダフォン向けサイト全体で累計2,200万ダウンロード突破

　・au向けサイト全体で累計2,100万ダウンロード突破

　・au向けサイト「テトリス＆100円ゲーム」が、アプリカタログダウンロード数ランキングで年間通じて1位を維持

　本事業セグメントの売上は3,241百万円となり、当社企業グループ全売上の約88%を占めております。KDDI株式

会社（以下、「KDDI」という。）のau向けサイトでは外部要因により計画的にゲームをリリースすることが困難

であったこと、ボーダフォン向けのサイトにおきましては全体の加入者数の減少などにより、ともに売上が前年

割れとなりましたが、NTTドコモ向けサイトは堅調に推移し対前年比約3%の伸びとなりました。

(2）着メロ等配信事業

　アコースティックを子会社化したことで、非ゲーム分野の売上が国内コンテンツ配信事業の中で約４%となりま

した。携帯電話向けの着メロ事業については後退期にある中で、新規参入した株式会社ウィルコム（以下、「ウィ

ルコム」という。）向けの総合着メロサイト「メロメロ☆メロディ」は、ウィルコム内の全コンテンツの中でも

会員伸び率が順調に推移し、本事業セグメントの売上は130百万円となりました。

(b）海外事業

  　海外事業では約40カ国に対してゲームを直接あるいはライセンス提供し、配信を行っており、売上高も増加傾向

  にあります。比較的自由にゲーム配信が可能な環境では以下のように利用者から好評価を得ておりますが、日本及

　び韓国以外では携帯電話ゲームの市場規模がまだ小さいこと、また、海外では概してブランド力のあるゲームが受

　け入れられる傾向が強く、当社企業グループの強みのオリジナリティの高いゲームを展開できる環境が十分に育っ

　ておりません。その結果、本事業セグメントにおける売上は130百万円となりました。

　 ・フランス　ブイグ社（Bouygues Telecom S.A.）においてサイト1位を継続

　 ・台湾 Far Eastone Telecommunications Co., Ltd.においてダウンロードランキング上位独占

　  そのほか、中国大手のコンテンツプロバイダーの１つである東虹の持株会社E-Rainbowへ出資し、東虹グループ

　の持つ豊富な事業領域の中で当社のノウハウを活かした事業を展開する準備を継続して進めております。

(c）その他の事業

(1）国内受託事業

　急拡大した市場の１つオンラインゲームについては、エンターテイメントポータルサイトを目指すガンホー・

モード向けのカジュアルゲームの受託開発が新事業の１つとして立ち上がりました。品質の高いゲームを作り出

す当社のノウハウを活かしたＰＣ向けカジュアルゲームは、ガンホー・モードの強力なコンテンツとしてライン

ナップされることになります。その他、アコースティックによる着メロ受託制作やウェブサイト制作の受託など

を含め、本事業セグメントの売上は91百万円となりました。
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 (2）新規、その他事業（国内）

 本事業セグメントには、携帯電話のウェブサイトを利用したプロモーション（モバイルプロモーション）の支援

ビジネス、当社企業グループの所有するゲームを他社にライセンスするビジネス、ＰＣ向けパッケージソフトの

販売、アコースティックの開発した着メロ自動作成ソフトや動画配信ソフトのライセンスビジネス、モバイル・

リサーチのリサーチ事業などがあり、これら合計の売上で83百万円となります。モバイルプロモーション支援ビ

ジネスにおきましては対前年比約227%と急拡大しており、企業が携帯電話を使ったプロモーションに徐々に力を

入れ始めていることがうかがえます。

  これらの結果、当連結会計年度のおける当社企業グループの連結売上高は3,677百万円となりました。また、損

益面におきましては、当連結会計年度に立ち上げた新規事業への積極投資、国内コンテンツ配信事業における開

発コスト、運用コストの上昇などが利益圧迫要因となり、営業利益は277百万円、経常利益は206百万円、当期純

利益は52百万円となりました。

②　来期の見通し

　当社企業グループが第２ステップと位置づけております当連結会計年度から2010年は、国内コンテンツ配信事業

に関連する市場において大きな転換期となることが予測されます。ＶＧＡ液晶搭載等による携帯電話の高機能化、

ナンバーポータビリティ制度、ワンセグ放送、新規事業者参入、データ通信の更なる高速化などコンテンツ配信事

業に影響を与える大きな波が次々とやってきます。当社企業グループでは次の時代の中核企業に成長していくため

に、当連結会計年度及び2006年度、2007年度を第２ステップの基礎固めのフェーズとし、これらの波に飲み込まれ

ることのないよういち早くさまざまな対策を講じます。

　国内コンテンツ配信事業におきましては、来期はナンバーポータビリティを契機に、これまでにない高い割合で

キャリア間の利用者移動が発生すると思われます。ナンバーポータビリティによる利用者の移動が当社企業グルー

プの収益にどのような影響を及ぼすかを正確に見通すことは難しい状況でありますが、当社企業グループはこの状

況を大きな機会として捉え、被害を最小限に食い止めこれを機会へ転ずる対策を講じます。また、ガンホーとの提

携効果が期待される新サイトの立ち上げ、着メロのようなゲーム以外のコンテンツ配信も堅調な伸びを見込んでお

り、来期は、当連結会計年度を約10％上回る3,650百万円の売上を計画しています。

  海外事業におきましては、ゲームを直接配信するビジネスからライセンスを提供するビジネスにシフトしており

ますが、来期はライセンス収入が海外事業の売上の中で約70％を占めるまでになる予定です。また、中国でのビジ

ネスが立ち上がり始め、当連結会計年度を約50％上回る200百万円の売上を見込でおります。

　その他の事業におきましてはガンホー・モード向けＰＣ向けカジュアルゲームの開発が拡大すること、モバイル

プロモーションやリサーチなどの売上増により当連結会計年度の約4倍強、800百万円の売上を見込んでおります。

　これにより当社企業グループ全体の平成19年３月期の連結売上高につきましては、３つの事業セグメントの合計

で4,650百万円となる予定です。課題の収益性に関しましては新事業への積極投資の時期と重なるため費用先行とな

ることで一時的に収益は下がり、連結経常利益では、10百万円、連結当期純利益では、110百万円のマイナスとなる

見込みです。

　なお、ナンバーポータビリティによる市場動向、ソフトバンクによるボーダフォン買収の影響等により、来期の

携帯電話関連市場は、これまで以上に予測し難いものとなっております。これらの携帯電話関連市場の環境の変化

やライセンス契約条件の変更、またそれらに付随する各種要因によって、売上高や収益は大きく変動する可能性が

ございます。

(2）財政状態

①　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

により277百万円の資金の減少、投資活動によるキャッシュ・フローにより832百万円の資金の減少、財務活動によ

るキャッシュ・フローにより4,286百万円の資金の増加により、5,531百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（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、税金等調整前当期純利益135百万円の計上があった反面、たな卸資産の増

加額72百万円及び法人税等の支払額306百万円の資金が減少したこと等に伴い277百万減少となりました。
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（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、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出276百万円、投資有価

証券の取得による支出434百万円、サーバーや分室の新設工事等の有形固定資産の取得による支出94百万円等に伴

い832百万円減少となりました。

（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、株式の発行による収入3,971百万円及び新株予約権の発行による収入846

百万円等に伴い資金が増加した反面、配当金の支払額109百万円及び自己株式の取得による支出378百万円等に伴い

資金が減少したことにより4,286百万円の増加となりました。

(3）事業等のリスク

①　事業内容に関するリスク

(a）現在の事業の概要

　当社企業グループは、携帯電話のインターネット接続サービス向けのゲームコンテンツの企画、開発及び配信

を行うプロバイダー事業を行っております。ゲームコンテンツの配信は、Ｊａｖａ及びＢＲＥＷ（以下、「Ｊａ

ｖａ等」という。）対応携帯電話のユーザーに対し、各キャリアの公式メニューに登録された自社ゲームサイト

を通じて行っています。

　平成18年３月末現在、当社企業グループは、各キャリア合計で、16の公式ゲームサイトを通じ、1,220のゲーム

コンテンツを配信し、また着メロサイトを通じて10,000曲以上を配信しております。１ゲームコンテンツあたり

の開発期間は約２ヶ月と短く、開発費は他の媒体向けのゲームコンテンツの開発に比して一般的に低額となって

います。しかしながら、ゲームコンテンツの配信数、ヒット作品の有無、自社ゲームサイトの会員（以下、「会

員」という。）の入退会動向またはダウンロード数の増減等によっては、収益が大きく変動する可能性があります。

(b）特定のコンテンツへの依存

　当連結会計年度における当社企業グループの売上高のうち、国内コンテンツ配信事業の売上高が占める割合約

88％であり、「テトリス」を始めとする特定のゲームコンテンツに依存する傾向があります。当社企業グループ

の収益を安定させるためには、常に新しいコンテンツを供給するとともに、既存のコンテンツの人気を維持する

必要があります。当社企業グループは、業績の安定化を目指し、ゲームコンテンツの細部の変更等により人気ゲー

ムコンテンツをユーザーに飽きさせない工夫をするとともに、特定のゲームコンテンツへの過度の依存を回避す

るために、新たな人気ゲームコンテンツの企画・開発及び配信に努めていく方針です。しかし、既存の人気ゲー

ムコンテンツの人気が下降する前に、それらに代替する新たな人気ゲームコンテンツを企画・開発及び配信でき

ない場合には、当社企業グループの経営成績は影響を受ける可能性があります。

　また、既存の人気ゲームコンテンツのいくつかは、他社からのライセンスを受けて当社企業グループが開発及

び配信しているものです。

　当社企業グループは、これらのライセンサーの選定やライセンサーとの良好な関係の維持には十分留意してお

りますが、取引条件を含め、ライセンサーとの関係が必ずしも現状どおりに保たれるという保証はありません。

今後、ライセンス使用料の上昇など取引条件の変更やライセンサーとの関係の悪化に伴う契約更新拒絶または契

約の解除等の場合には、当社企業グループの経営成績は影響を受ける可能性があります。当社企業グループは、

ゲームコンテンツ数の増加やライセンス先の分散等により、ライセンス契約更新拒絶または契約の解除の際に想

定されるリスクの軽減を図る方針です。

（注）ライセンサー

　商標権等またはそのサブライセンス権を保持し、その使用を許諾する者。多くの場合、許諾の対価として

ライセンス使用料を受領する。
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(c）特定の取引先への依存

１．キャリア３社への依存

　当社企業グループが配信するゲームコンテンツは、各キャリアの公式メニュー上に公式コンテンツとして掲

載されております。しかし、各キャリアの公式コンテンツとしての採用・不採用及び配信停止はキャリア各社

により決定されますので、当社企業グループの計画どおりに当社企業グループのゲームコンテンツを公式コン

テンツとして配信できるとは限りません。したがって、当社企業グループのゲームコンテンツの公式コンテン

ツへの採用状況によっては、当社企業グループの経営成績は影響を受ける可能性があります。

　また、当社企業グループは複数のキャリアと取引を行っており、今後とも各キャリアに対して幅広くゲーム

コンテンツを配信していく方針ですが、ＮＴＴドコモへの依存度が高いのが現状です。そのため各キャリア、

特にＮＴＴドコモのインターネット接続サービスに関する事業方針の変更等によって、当社企業グループの事

業戦略及び経営成績は大きな影響を受ける可能性があります。

　当社企業グループの総売上高に占めるキャリア各社の構成比率は、以下のとおりです。

相手先
第５期 第６期

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ＮＴＴドコモ 1,954,320 54.9 1,993,390 54.2

ＫＤＤＩ 837,002 23.5 824,842 22.4

ボーダフォン 638,918 18.0 507,348 13.8

２．株式会社ＣＳＫホールディングスへの依存

　当社企業グループは、コンテンツを配信するにあたって、株式会社ＣＳＫホールディングス（以下、「ＣＳ

Ｋ」という。）と業務提携基本契約を締結し、サーバー運営等、コンテンツ配信業務の一部をＣＳＫに依存し

ております。

　当社企業グループは、ＣＳＫとの良好な関係維持に十分留意しておりますが、サーバー運営及び管理に関す

る費用の分担や売上分配等の取引条件に関して当社の意図するとおりに合意できないケースも想定され、契約

の更新内容によっては、当社の経営成績は大きな影響を受ける可能性があります。

(d）経営上の重要な契約

　当社企業グループは、当社企業グループがゲームサイトを配信しているキャリア各社との間、当社が配信する

ゲームコンテンツに関する商標権等のライセンサー及びライセンシー（注）との間及びコンテンツ配信サービス

におけるサーバーの運営を委託しているＣＳＫとの間で、それぞれ重要な契約を締結しております。これらの契

約はいずれも、当社企業グループの事業の根幹にかかわる契約であり、いずれの契約が欠けても、現状のビジネ

スモデルは十分に機能しなくなる可能性があります。これらの契約内容が当社に不利な条件に変更された場合や、

契約更新が拒絶された場合または契約が解除された場合には、当社企業グループの事業戦略及び経営成績は影響

を受ける可能性があります。

（注）ライセンシー

　ライセンサーの保持する権利の使用を許諾された者。

(e）コンテンツ開発業務の外部委託の活用

　当社企業グループでは、ゲームコンテンツの開発業務の一部に関し、当社企業グループが技術力があり信頼で

きると考える外部の委託業者に委託しております。当社企業グループは、外部委託先にゲームコンテンツ開発業

務を委託することにより、固定費の負担が低下し、効率的で柔軟な経営が可能になると判断しております。しか

し、将来、技術力があり信頼関係を構築できる外部委託業者の確保が困難になった場合には、ゲームコンテンツ

の品質の低下や納期の長期化が発生する可能性があります。また、自社で技術者を確保する必要が新たに生じる

ことから、固定費負担が増加する可能性もあります。このような場合には、当社企業グループの事業戦略及び経

営成績は影響を受ける可能性があります。
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②　財政状態及び経営成績に関するリスク

(a）ライセンス使用料

　当社企業グループは、ライセンサーとの間のゲームライセンス契約等に基づき、該当するゲームコンテンツの

配信による売上高に応じて、ライセンス使用料をライセンサーに支払っております。

　当社企業グループは、ライセンサーとの契約内容によって、契約期間中に発生が予想されるライセンス使用料

をアドバンスロイヤリティとして一括して前払いする場合があります。

　これらのアドバンスロイヤリティは契約期間に対応するライセンス使用料の一部で、一旦資産計上した後に月々

のライセンス使用料に充当しております。

　したがって、契約期間中に当初想定した売上が達成できない場合には、契約期間満了時点で資産計上されてい

る残額を一括費用処理し、当該期の損益に重要な影響を与える可能性があります。

　また、既存のライセンス契約に係る契約期間の終了や取引条件の見直しに際して、ライセンス使用料の料率や

使用許諾期間等の契約条件が変更される可能性があります。この他、新規のコンテンツ所有者とのゲームライセ

ンス契約等の締結について、従来の他のゲームライセンス契約とは相違する条件での契約が締結される可能性が

あります。そのような場合には、当社企業グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

(b）貸倒引当金の計上

　当社企業グループがＮＴＴドコモと締結した「ｉモードサービスに関する料金収納代行回収契約書」及びＫＤ

ＤＩと締結した「情報料回収代行サービスに関する契約書」によると、キャリアの責に帰すべき事由によらずに

情報料を回収できない場合は、当社企業グループへ情報料の回収が不能であると通知し、その時点をもってキャ

リアの当社に対する情報料回収代行義務は免責されることとなっております。

　当社企業グループは、このような債権については、キャリアから回収不能の通知を受けた時点で貸倒処理をし

ており、実績率をもって引当計上をしております。平成18年３月期の貸倒実績率は約１％であり、当社企業グルー

プの業績に与える影響は軽微でありますが、今後、このような未払者数及び未払額が増加した場合、当社企業グ

ループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

(c）為替変動

　当社企業グループは優良コンテンツを配信するために海外からライセンス供与を受けることがあり、そのライ

センス使用料をドル建てで支払っております。当該ライセンス使用料は収益分配方式で計算するために円建てで

算出・計上されております。また、当社企業グループは海外キャリア（注）への売上は多通貨で支払われますの

で、今後の為替変動の状況によっては、為替差損が計上される可能性があり、その場合、当社企業グループの財

政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

（注）海外キャリア

　Vodafone、Telefonica等の移動体通信事業者

③　外部環境に関するリスク

(a）Ｊａｖａ等対応携帯電話の普及率及びキャリアの事業方針変更によるリスク

　Ｊａｖａ対応携帯電話は平成13年１月にＮＴＴドコモがサービスを開始して以来、ボーダフォンが平成13年６

月に、ＫＤＤＩが平成13年７月に、それぞれサービスを開始しております。社団法人電気通信事業者協会の調べ

によると、平成18年３月末現在の携帯電話契約者数は9,179万人であり、うち7,975万人が、キャリアが提供する

インターネット接続サービスに加入しております。当社企業グループのゲームコンテンツ配信事業は、これらの

インターネット接続サービスに加入しているユーザーを対象としているため、当社企業グループの財政状態及び

経営成績は、これらのユーザー数の変動に影響を受ける可能性があります。また、Ｊａｖａ等対応携帯電話の普

及率、ＪａｖａやＢＲＥＷに代わる新技術を用いた次世代携帯電話の投入、ゲームコンテンツを含めたサービス

提供の種類や数の増加・制限、現行の課金システムの変更等は、キャリアの事業方針に委ねられる面が多く、当

社グループの財政状態及び経営成績はこれらのキャリアの事業方針に影響を受ける可能性があります。
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(b）競合及び技術の変容

　Ｊａｖａ等対応携帯電話向けゲームコンテンツ提供事業の市場は、当社企業グループと類似する事業を営む事

業者の事業拡大や新規参入が相次いでおり、今後ともＪａｖａ等対応の携帯電話向けゲームコンテンツ提供事業

はさらなる激しい競争下に置かれることが予想されます。

　当社企業グループは、Ｊａｖａ対応携帯電話機がＮＴＴドコモから発売されると同時にＪａｖａ対応携帯電話

向けにゲームコンテンツを配信してきた結果、この分野における経験やノウハウを蓄積してまいりました。この

強みをもって今後もゲームコンテンツ事業を拡大していく方針でありますが、当社企業グループと同様にＪａｖ

ａ等対応携帯電話へ公式コンテンツもしくは非公式コンテンツとしてゲームコンテンツを提供する会社、ゲーム

以外のコンテンツを提供する会社との競争が予想され、その結果当社企業グループのシェアが損なわれ、当社企

業グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

　また、当社企業グループが事業を展開している携帯電話を中心としたモバイル・インターネット関連業界は、

技術の進歩が著しい分野であり、技術の進歩に伴い、その技術を利用したサービスの業態も急速に変化していま

す。Ｊａｖａ等対応携帯電話以外の携帯通信機器（例えばＰＤＡ（注）等の小型端末機器）及び通信技術の進歩

により、Ｊａｖａ等対応携帯電話を含む携帯電話によるインターネット接続サービスの市場そのものが短期間に

縮小する可能性もあります。これらの状況変化に対し、当社が適時かつ効率的に対応できなくなった場合、現在

Ｊａｖａ等対応携帯電話の市場に特化している当社の事業戦略に大きな影響を及ぼし、当社企業グループの財政

状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

（注）ＰＤＡ

　Personal Digital Assistantsの略で、小型携帯情報機器の総称。

④　今後の事業展開に関するリスク

(a）海外における事業展開

　モバイル関連市場は日本だけでなく世界的にも拡大しております。そうした状況の中で、当社企業グループも

国内で培ったゲームコンテンツの企画力、技術力を生かして、進出の条件に合致する国や地域から順次ゲームコ

ンテンツの提供を開始しております。

　当社企業グループは、進出先の市場動向の調査や参入形態の考慮を十分に行い、海外企業との事業提携等によっ

て事業リスクの軽減を図りながら事業を展開していくことを基本としておりますが、当該進出対象国における市

場規模が当社企業グループの予測を下回る可能性もあり、並びに当社企業グループのゲームコンテンツの配信時

期が予定より遅延する可能性があります。また、国内事業で培ったノウハウや、ビジネスモデルを海外でも同じ

ように適用できない場合には、経営資源の有効活用が行えず、開発コストや事業運営コストが当初予想よりかさ

むことになります。その他、競合企業の存在、法律・為替等のカントリーリスク等によって当社企業グループの

財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

(b）投融資の基本方針

　当社企業グループは、Ｊａｖａ等対応携帯電話向けゲームコンテンツの提供事業を軸として、幅広いビジネス

展開を積極的に行っていく方針であり、その実現のために設備投資、子会社設立、合弁事業の展開、買収などに

ついて国内外を問わず行う可能性があります。当社企業グループは、新規の投融資案件のリスク及びリターンを

慎重に事前評価したうえで投融資を行う予定ですが、投融資先の事業の状況が当社の業績に与える影響を確実に

予想することは困難であり、投下資本を回収できない場合には、当社企業グループの財政状態及び経営成績は影

響を受ける可能性があります。
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⑤　システムに関するリスク

(a）プログラム不良によるリスク

　当社企業グループの開発したプログラムその他のソフトウェアまたはハードウェアに不良箇所が存在した場合、

コンテンツ配信サービスの中断・停止や、当該コンテンツ及びユーザーのデータの破損等が生じる可能性があり

ます。当社企業グループは、ゲームコンテンツを配信する前に、社内においてテスト機により入念なチェックを

行っておりますが、このような事態が発生した場合、当該ゲームコンテンツまたはゲームサイトの会員数または

ダウンロード数への影響、ユーザー及びキャリアへの損害賠償、当社の社会的信用の失墜とそれによる他のゲー

ムコンテンツの会員数またはダウンロード数への影響、キャリアとの契約の解除または契約更新拒絶等のリスク

等が想定され、当社の財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

(b）システム障害によるリスク

　会員数またはダウンロード数の増加に伴うサーバー負担の増加、人的過失、地震、火災、停電など様々な原因

により、システムダウン、データの配信不能またはキャリアのシステムへの悪影響などのシステム障害が発生す

る可能性があります。当社企業グループでは、ＣＳＫとの業務提携基本契約に基づき、サーバー運営を同社に委

託しております。

　当社企業グループでは、各キャリアのデータサーバーでカウントされたユーザー数に基づいて売上を計上して

おります。一方で当社の費用となるライセンス使用料はＣＳＫのデータサーバーでカウントされたユーザー数に

基づいて計上しております。そのため、システム障害等によって両者のデータサーバーでカウントされるユーザー

数に相応の格差が発生する場合には、当社企業グループが想定している収益率が変動し、当社企業グループの財

政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

　当社企業グループは、ＣＳＫとの協力関係に基づき、サーバーやネットワーク機器の二重化、データの定期的

バックアップ、24時間監視体制、障害対応マニュアルの準備、耐震耐火性に優れかつ無停電装置と自家発電装置

を備えたデータセンター（注）におけるサーバー運用など、厳重な障害対応の態勢を敷いております。しかし、

システム障害が発生した場合、その復旧までの時間と対処の方法によっては、会員数またはダウンロード数への

影響、ユーザー及びキャリアへの損害賠償、当社企業グループの社会的信用の失墜とそれによる当社企業グルー

プゲームサイトの集客力の低下、キャリアとの契約の解除または契約更新拒絶等のリスク等が想定され、当社企

業グループの財政状態及び経営成績が影響を受ける可能性があります。

（注）データセンター

　インターネット上のサービスに必要なｗｅｂサーバーやデータベースサーバーを収容する施設。

⑥　社内体制に関するリスク

　平成18年３月末現在、当社企業グループは取締役12名（うち、グループ間での兼任2名含む。）及び従業員127名

から構成される小規模な組織体制で運営されています。このため、当社企業グループは、事業の拡大に対応するた

め、より充実した人的体制を整え、社内の組織体制の拡充を図っていく方針です。しかし、当社企業グループの取

締役または部門責任者等が何らかの理由で業務を継続できない事態となった場合、当社企業グループの事業計画及

び経営成績は影響を受ける可能性があります。また、当社企業グループの必要とするゲームコンテンツの企画・開

発及び配信に知識・経験を有する人材の確保は容易でないため、ゲームコンテンツ開発のためのノウハウを社内に

蓄積し、技術の社内定着を進め、技術者の育成を図ることで特定の人物への依存度を低下させる方針です。しかし、

このような社内体制を適時に構築できる保証はなく、この場合、当社企業グループの事業計画及び経営成績は影響

を受ける可能性があります。

　また、十分な人的・組織体制が構築された場合においても、人材獲得に伴う固定費の増加により、当社企業グルー

プの収益性が悪化し、当社企業グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。
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⑦　その他のリスク要因

(a）法的規制

　平成18年３月末現在、当社企業グループの事業を継続するために免許・登録等を課すような法規制はありませ

ん。今後は、キャリアを規制対象とする新法令が制定されることも予想されます。当社企業グループは、将来新

法令が制定された場合のことを想定し、適時に対応できるよう努力する方針ですが、場合によっては、これらの

法令により当社の事業活動範囲が限定される可能性もあります。また、キャリア間における自主的なルールが制

定されることも想定され、その場合にも当社企業グループの事業活動範囲は限定される可能性があります。

(b）知的財産権の確保

　当社企業グループのゲームコンテンツ配信事業においては、ゲームコンテンツにかかる知的財産権が適切に保

護されていることは必要不可欠であるため、当社企業グループは、商標権及び特許権等の出願及びこれらの第三

者の権利に関する調査を、外部の弁理士等の専門家を活用しておこなっております。

　ゲームコンテンツ等の著作権に関しては、外部の専門家を活用した調査に基づき、権利保有者と交渉を行い、

ライセンスを正式に取得できたものに限り配信しております。

　当社企業グループはこれまで、著作権を含めた知的財産権に関して他者の知的財産権を侵害したとして、損害

賠償や使用差止めの請求を受けたことはありません。今後当社企業グループの事業分野における第三者の特許等

が新たに成立し登録された場合、また当社企業グループが認識していない特許等が成立している場合、当該第三

者から損害賠償または使用差止等の請求を受ける可能性並びに当該特許等に関する対価の支払等が発生する可能

性があり、その場合、当社企業グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
　平成14年10月18日に実施した有償一般募集（ブックビルディング方式による募集：株式の取得の申込みの勧誘時にお

いて発行価格または売出価格に係る仮条件を投資者に提示し、株式に係る投資者の申込みの勧誘時において発行価格ま

たは売出価格等を決定する方法をいう。）による公募増資（調達金額：計画手取概算額８億７百万円、実際手取額７億

89百万円）及び平成17年８月15日に実施した第三者割当増資（調達資金：計画手取概算額38億64百万円、実際手取額38

億50百万円）・平成17年10月26日に実施した第三者割当による新株予約権の発行（調達資金：計画手取概算額8億68百万

円、実際手取額8億66百万円）の資金使途計画及び資金充当額は、概略以下のとおりであります。

①　資金使途計画

  a)　平成14年10月18日に実施した有償一般募集

　・既存有力コンテンツの契約更新　30百万円

　・有力コンテンツの新規取得

　・ゲームコンテンツ開発等にかかる運転資金

　ｂ)　平成17年８月15日に実施した第三者割当増資

　　ガンホーとの業務・資本提携により設立する合弁会社の事業構築及び開発資金

　ｃ)　平成17年10月26日に実施した第三者割当による新株予約権の発行

　　 　ガンホーとの合弁会社の事業資金及び今後のM＆Aのための資金

　　

②　資金充当金額

　平成14年10月18日に実施した有償一般募集による公募増資及び平成17年８月15日に実施した第三者割当増資・平成

17年10月26日に実施した第三者割当による新株予約権の発行の資金使途計画については、概ね計画どおり進行中であ

ります。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   5,534,248  

２．受取手形及び売掛金   1,059,545  

３．たな卸資産   212,458  

４．未収還付法人税等   47,488  

５．繰延税金資産   23,768  

６．その他   141,540  

貸倒引当金   △6,789  

流動資産合計   7,012,260 86.7

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物  71,693   

減価償却累計額  △15,222 56,470  

(2）工具器具備品  218,229   

減価償却累計額  △148,767 69,462  

有形固定資産合計   125,933 1.6

２．無形固定資産     

(1）連結調整勘定   282,626  

(2）その他   37,148  

無形固定資産合計   319,775 3.9

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  420,948  

(2）繰延税金資産   10,225  

(3）その他   202,355  

投資その他の資産合計   633,529 7.8

固定資産合計   1,079,238 13.3

資産合計   8,091,499 100.0
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当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   203,683  

２．未払金   138,300  

３．未払法人税等   135  

４．繰延税金負債   634  

５．新株予約権   868,000  

６．その他   74,250  

流動負債合計   1,285,003 15.9

負債合計   1,285,003 15.9

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   10,520 0.1

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金  ※２  3,318,715 41.0

Ⅱ　資本剰余金   2,976,387 36.8

Ⅲ　利益剰余金   876,532 10.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   419 0.0

Ⅵ　自己株式  ※３  △376,079 △4.6

資本合計   6,795,975 84.0

負債、少数株主持分及び資
本合計

  8,091,499 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,677,821 100.0

Ⅱ　売上原価   2,193,116 59.6

売上総利益   1,484,705 40.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※1,2  1,206,829 32.8

営業利益   277,876 7.6

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  310   

２．受取配当金  3   

３．投資事業組合等投資利
　　益

 198   

４．保険解約返戻金  384   

５．為替差益  254   

６．その他  48 1,198 0.0

Ⅴ　営業外費用     

１．新株発行費  37,524   

２．支払手数料  23,407   

３．持分法による投資損失  8,330   

４．その他  3,490 72,753 2.0

経常利益   206,321 5.6

Ⅵ　特別利益     

１．投資有価証券売却益  178 178 0.0

Ⅶ　特別損失     

１．投資有価証券売却損  70,000   

２．固定資産除却損 ※３ 909 70,909 1.9

税金等調整前当期純利益   135,590 3.7

法人税、住民税及び事業
税

 88,136   

法人税等調整額  2,344 90,481 2.5

少数株主損失   7,478 0.2

当期純利益   52,588 1.4
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(3）連結剰余金計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   970,980

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  2,005,407 2,005,407

Ⅲ　資本剰余金期末残高   2,976,387

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   972,778

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  52,588 52,588

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  110,935  

２．役員賞与  37,900 148,835

Ⅳ　利益剰余金期末残高   876,532
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

  

税金等調整前当期純利益  135,590

減価償却費  35,940

連結調整勘定償却額  14,875

貸倒引当金の減少額  △8,431

賞与引当金の減少額  △4,400

受取利息及び受取配当金  △313

為替差損  222

投資事業組合等投資利益  △198

保険解約返戻金  △384

新株発行費  37,524

支払手数料  23,407

持分法による投資損失  8,330

持分法適用会社への未実
現利益調整額

 9,354

投資有価証券売却益  △178

投資有価証券売却損  70,000

固定資産除却損  909

売上債権の増加額  △32,710

たな卸資産の増加額  △72,008

仕入債務の減少額  △49,608

未払金の減少額  △27,462

役員賞与の支払額  △37,900

その他  △73,318

小計  29,240

利息及び配当金の受取額  341

法人税等の支払額  △306,936

営業活動によるキャッシュ
・フロー

 △277,354
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当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ  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

 △94,585

無形固定資産の取得によ
る支出

 △18,379

投資有価証券の取得によ
る支出

 △434,794

投資有価証券の売却によ
る収入

 30,468

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支
出

 ※２ △276,537

その他  △39,045

 投資活動によるキャッシュ
 ・フロー

 △832,874

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

  

長期借入金の返済による
支出

 △28,766

株式の発行による収入  3,971,793

新株予約権の発行による
収入

 846,589

少数株主に対する株式の
発行による収入

 14,000

自己株式の取得による支
出

 △378,076

配当金の支払額  △109,383

少数株主への配当金の支
払額

 △30,000

その他  707

財務活動によるキャッシュ
・フロー

 4,286,864

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △222

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 3,176,413

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 2,354,924

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※1 5,531,338
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (１)連結子会社の数　　　　　 ２社

　  連結子会社の名称 

 　 　株式会社アコースティック 

　  　株式会社モバイル・リサーチ 

　 　 当連結会計年度において株式会社

　　アコースティックについては、新た

　　に株式を取得したことにより、また

　　株式会社モバイル・リサーチについ

　　ては、新たに設立したことにより連

　　結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項 (１)持分法適用の関連会社の数　１社

 　 会社の名称

 　 　ガンホー・モード株式会社

 　 　当連結会計年度においてガンホー

　　・モード株式会社を新たに設立し、

　　関連会社として持分法の適用範囲に

　　含めております。

(２)持分法適用会社の決算日が連結決算　

　　日と異なりますが、連結財務諸表の　

　　作成につきましては、連結決算日で

　　実施した持分法適用会社の仮決算に

　　基づく財務諸表を使用しておりま

　　す。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

  連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

４．会計処理基準に関する事項  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

  ①有価証券

　　その他有価証券 

 　 時価のあるもの

    　連結決算日の市場価格等に基づく

　　時価法（評価差額は全部資本直入法

　　により処理し、売却原価は移動平均　

　　法により算定）によっております。

    時価のないもの

    　移動平均法による原価法によって

　　おります。

  ②たな卸資産

 　 製品・仕掛品

    　個別法による原価法によっており

　　ます。

    貯蔵品

    　総平均法による原価法によってお

　　ります。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 　①有形固定資産

　　 　定率法（ただし、工具器具備品の

　　 うち、パソコン及びサーバーについ

     ては定額法）によっております。

     　なお、主な耐用年数は以下のとお

　　 りであります。

     建物　　　　　　３～18年

     工具器具備品　　３～20年

  ②無形固定資産

 　　 定額法によっております。

 　　 なお、自社利用のソフトウェアに

    ついては、社内における利用可能期

　　間(３～５年)に基づいております。

(3）重要な繰延資産の処理

方法

  新株発行費

    支出時に全額費用として処理してお

　ります。

(4）重要な引当金の計上基準   貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備えるた

　め、一般債権については貸倒実績率に

　よる計算額を、貸倒懸念債権等特定の

　債権については個別に回収可能性を勘

　案し、回収不能見込額を計上しており

　ます。

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

     外貨建金銭債権債務は、連結決算日

   の直物為替相場により円貨に換算し、

   換算差額は損益として処理しておりま

   す。

(6）重要なリース取引の処

理方法

     リース物件の所有権が、借主に移転

   すると認められるもの以外のファイナ

   ンス・リース取引については、通常の

   賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

   理によっております。

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

   消費税等の会計処理

 　  消費税等の会計処理は、税抜方式を

   採用しております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

   連結子会社の資産及び負債の評価に

 ついては、全面時価評価法を採用してお

 ります。

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

   連結調整勘定の償却については、10年

 間の均等償却を行っております。

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

 　連結剰余金計算書は、連結会社の利益

 処分について、連結会計年度中に確定し

 た利益処分に基づいて作成しておりま

 す。

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

   手許現金、随時引き出し可能な預金及

 び容易に換金可能であり、かつ、価値の

 変動について僅少なリスクしか負わない

 取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

 する短期投資からなっております。
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追加情報

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  （固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

 投資有価証券（株式） 162,315千円 

 ※２　当社の発行済株式総数は、普通株式117,408株で

　　　 あります。

 ※３　当社の保有する自己株式の数は、普通株式2,270

　　　 株であります。

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　　 は次のとおりであります。

  広告宣伝費 95,210千円 

  役員報酬 　　 120,423

  給与手当 　　 170,641

  支払手数料  　201,734

  キャリア手数料  356,573

  貸倒引当金繰入額 6,544

 ※２　一般管理費に含まれる研究開発費

 20,012千円 

 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

  建物付属設備 245千円 

  工具器具備品 580千円 

  ソフトウエア 83千円 

 　 計 909千円 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

 

（平成18年3月31日現在）

  現金及び預金勘定 5,534,248千円

  預入期間が３ヶ月を超える

  定期預金

△2,910千円

  現金及び現金同等物 5,531,338千円

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　　　　株式の取得により新たに株式会社アコースティッ

クを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びに株式会社アコースティックの取得価額

と株式会社アコースティック取得のための支出（純

額）との関係は次のとおりであります。

  流動資産 159,869千円 

  固定資産 14,246千円 

  連結調整勘定 297,502千円 

  流動負債 △56,380千円 

  固定負債 △22,738千円 

  少数株主持分 △3,999千円 

  株式会社アコースティック

　株式の取得価額 388,500千円 

  株式会社アコースティック

　の現金及び現金同等物 △111,962千円 

  差引：株式会社アコーステ

　ィック株式の取得のための

　支出 276,537千円 
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（リース取引関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が少額

　なため、連結財務諸表等規則第15条の３の規定により,財

　務諸表等規則第８条の６第６項の規定を準用し、記載を

　省略しております。 

 

（有価証券関係）

当連結会計年度（平成18年３月31日）

　１．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

30,468 178 70,000

　２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券　　

　　　非上場外国株式

　　　投資事業有限責任組合等の出資金

 

255,501

 3,131

 

（デリバティブ取引関係）

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、当該事項はありません。

 

（退職給付関係）

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループは、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）

未払事業税 1,684千円

未払事業所税 1,050

一括償却資産 1,428

製造原価否認 19,246

その他 448

小計 23,858

評価性引当金 △89

繰延税金資産合計（流動） 23,768

繰延税金負債（流動）  

その他 634

繰延税金負債合計（流動） 634

繰延税金資産（固定）

減価償却費 5,420

一括償却資産 1,011

繰越外国税額控除 17,068

繰越欠損金 22,016

未実現利益の消去 4,387

小計 49,905

評価性引当金 △39,392

繰延税金資産合計（固定） 10,513

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 287

繰延税金負債合計（固定） 287

繰延税金資産（固定）の純額 10,225

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5

住民税均等割等 2.9

外国法人税 4.6

特別税額控除額 △4.7

連結子会社欠損金等による税効果未認識 23.5

その他 △2.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 66.7
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
国内コンテン
ツ配信事業
（千円）

海外事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
3,371,880 130,972 174,968 3,677,821 － 3,677,821

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,920 － 31,245 37,166 (37,166) －

計 3,377,801 130,972 206,214 3,714,988 (37,166) 3,677,821

営業費用 2,340,099 291,850 226,462 2,858,412 541,533 3,399,945

営業利益又は営業損失

（△）
1,037,701 △160,877 △20,247 856,576 (578,699) 277,876

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出
      

資産 1,345,748 264,529 315,462 1,925,740 6,165,759 8,091,499

減価償却費 12,642 7,013 6,087 25,743 10,196 35,940

資本的支出 53,281 10,867 23,732 87,882 40,286 128,168

　（注）１. 事業区分の方法

 　　　　　 事業は、サービスの系列性、市場の類似性等を考慮して区分しております。

２. 各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 国内コンテンツ配信事業  携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営

 海外事業  携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与

 その他の事業
 ＰＣ向けゲームコンテンツ、着メロ及びウェブサイトの国内受託　

 制作等

３. 消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額
554,714

提出会社の総務部、経理財務部等管理部門に

かかる費用

消去又は全社の項目に含めた全社資

産の金額
6,383,152

提出会社の余資運用資金（現金及び預金）及

び経理財務部等管理部門にかかる資産
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 （追加情報）

 　　事業区分については、従来「モバイルコンテンツ事業」、「その他事業」の２分類に区分しておりましたが、当連

　 結会計年度より「国内コンテンツ配信事業」、「海外事業」、「その他の事業」の３分類に区分変更しております。

 　　今回の事業区分の変更は、投資家など外部のステークスホルダーに対して当社企業グループの事業の種類別セグメ

　 ント情報の有用性を高めるために行ったものであります。

 　　なお、当該変更に伴い、当連結会計年度において用いた事業区分の方法により当中間連結会計期間のセグメント情

　 報を記載すると下記のとおりとなります。

 
 国内コンテン
ツ配信事業
（千円）

海外事業
（千円）

その他の事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
1,670,261 44,699 52,868 1,767,828 － 1,767,828

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 9,070 9,070 (9,070) －

計 1,670,261 44,699 61,938 1,776,898 (9,070) 1,767,828

営業費用 1,090,504 172,652 62,115 1,325,272 214,746 1,540,019

営業利益又は営業損失

（△）
579,756 △127,953 △176 451,625 (223,816) 227,809

 

【所在地別セグメント情報】

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　重要性がないため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 59,024円61銭

１株当たり当期純利益金額 497円64銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

486円82銭

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

　　　　あります。

項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額　　　  

　当期純利益　　　　　　　　　（千円） 52,588

  普通株主に帰属しない金額　　（千円） －

  普通株式に係る当期純利益　　（千円） 52,588

　期中平均株式数　　　　　　　　（株） 105,675

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

　当期純利益調整額　　　　　　（千円） －

普通株式増加数　　　　　　　　（株） 2,349

（うち新株引受権（新株予約権付社債）） (1,027)

 （うち新株予約権） (1,322)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

 

－

  (重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

国内コンテンツ配信事業（千円） 480,771

海外事業（千円） 58,681

その他の事業（千円） 100,758

合計（千円） 640,211

　（注）１．金額は、当期製品製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

　当社企業グループは、主に国内コンテンツ配信事業を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

国内コンテンツ配信事業（千円） 3,371,880

海外事業（千円） 130,972

その他の事業（千円） 174,968

合計（千円） 3,677,821

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．当連結会計年度における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は次のとおり

であります。

　なお、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ及びボーダフォンに対する販売実績は、当社企業グループがＮＴＴドコモ

のiモードサービス、ＫＤＤＩのＥＺｗeb及びボーダフォンのVodafone live！を介して行う有料情報サービ

スの利用者（一般ユーザー）に対する情報料の総額であります。

相手先

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 割合（％）

ＮＴＴドコモ 1,993,390 54.2

ＫＤＤＩ 824,842 22.4

ボーダフォン 507,348 13.8

３．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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