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平成 19 年３月期 第１四半期財務・業績の概況(連結) 
平成 18 年 7月 26 日 

上場会社名 株式会社ディー・エヌ・エー （コード番号：2432 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.dena.ne.jp/）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 南場 智子 

責任者役職・氏名 取締役管理部門管掌  春田  真 
 ＴＥＬ：（03）5304―1701        

 

 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 

② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

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 （除外）―社  持分法（新規）―社 （除外）―社 

平成 18 年５月１日付で設立したインターネット及び携帯電話上での決済サービスを提供する株式会社ペイ

ジェントを当第１四半期より連結の範囲に含めております。 

④ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明

のための手続きを受けております。 

 

 

２．平成 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日） 
 
(1)連結経営成績の進捗状況                                 （百万円未満切捨） 

 売 上 高      営業利益  経常利益 四半期（当期）純利益

  百万円    ％ 百万円   ％  百万円   ％ 百万円   ％
19 年３月期第１四半期 
18 年３月期第１四半期 

 2,352    93.0 
1,219     － 

 800     294.6 
 202       － 

  808    290.2  
  207    －  

504       151.5
   200     － 

（参考）18 年３月期 6,429     －  1,883     － 1,885     －  1,487      － 

 
 

 
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 

  円    銭  円    銭
19 年３月期第１四半期 
18 年３月期第１四半期 

1,059        84 
1,331        43 

1,038        15 
1,276        10 

（参考）18 年３月期 3,277        81 3,152        84 

(注)１ 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を示しております。 

２ 当社は平成 17 年 11 月 18 日付をもって、普通株式１株につき３株に分割いたしました。 
 
 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

国内のＥＣ市場は、ＰＣについてはブロードバンド（高速インターネット回線）、携帯電話については高速データ

通信や定額料金制の普及等を背景に成長過程にあります。平成18年３月末現在、FTTH、DSL等の主要なブロードバン

ド契約数は2,330万契約を数え、インターネット接続サービス契約数の74.6％を占めております（総務省調べ）。ま

た、平成18年６月末現在、高速データ通信が可能な第三世代携帯電話加入者数は5,355万人を数え、加入者全体の

57.7％を占めております（電気通信事業者協会調べ）。 

このような状況の下、当社グループは、モバイル事業、Webコマース事業を中心に、ソリューション事業も含めた
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３事業体制により、引き続き規模の拡大に取り組みました。携帯電話専用オークションサイト「モバオク」（「ａｕ

オークション」を含む。以下同じ。）の有料会員の順調な増加、アフィリエイトネットワーク「ポケットアフィリエ

イト」の拡大に加え、平成18年２月にサービスを開始した携帯電話専用ゲームサイト「モバゲータウン」が急速に

立ち上がったことにより、モバイル事業の売上、利益は前期に引き続き大幅に伸長いたしました。一方、Webコマー

ス事業においても、携帯電話向け総合ショッピングサイト「ポケットビッダーズ」及びＫＤＤＩ株式会社との協業

により平成18年１月に開始したeショッピングモールサイト「au Shopping Mall」が好調に推移しております。 

また、平成18年６月22日開催の取締役会において、旅行代理店事業、保険代理店事業等を行う株式会社エアーリ

ンク及びその議決権の30%を保有する大株主で資産管理やダイレクトメール発送等を行う株式会社瀧本の株式を取

得し、それぞれ当社の子会社とすることを決議いたしました。平成18年７月14日に株券引渡しが完了し、100%子会

社となっております。なお、当四半期の業績には子会社化した両社の業績は含まれておりません。 

以上の結果、当四半期のグループ総取扱高（注１）は22,440百万円(前年同期比12.0％増)となり、また、当社グ

ループの売上高は2,352,750千円（前年同期比93.0％増）、経常利益は808,151千円（前年同期比290.2％増）、第1四

半期純利益は504,294千円（前年同期比151.5％増）となりました。 

（注）１．グループ総取扱高は当社グループが運営するマッチングサービスにおける売買成立高の合計額であり

「ビッダーズ」及びその提携サイト、「ポケットビッダーズ」「au Shopping Mall」、「モバオク」、「ａｕ

オークション」、「モバコレ」を集計対象としています。 

 

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。 

 

① モバイル事業 

当四半期におきましては、平成 17 年７月に月額利用料 315 円（税込）の課金を開始した「モバオク」の有料会員

数が引き続き順調に拡大し、売上、利益に大きく貢献いたしました。また平成 18 年５月にはＰＣからの商品検索及

び商品閲覧にも対応し、ユーザの利便性の向上に取り組みました。以上の結果、当四半期末の有料会員数は 67 万人、

期末出品数は 223 万品となり、当四半期における取扱高は 15,622 百万円となりました。 

平成 18 年２月に開始した「モバゲータウン」については、ゲームに加え、日記、掲示板、サークル、アバター等

のコミュニティ機能が好評で会員数が急速に増加し、当四半期末には 90 万人となりました。 

「ポケットアフィリエイト」については、「モバオク」、「モバゲータウン」等の自社媒体の成長に加え、モバイル

広告市場及びアフィリエイトサービスに対する需要が引き続き高まる中、営業の強化により媒体主数及び広告クラ

イアント数が順調に拡大いたしました。当四半期末の累積媒体主数は 20 万７千、連結・部門内消去前の売上高は 896

百万円となりました。 

平成 18年２月に株式会社千趣会との合弁で設立した株式会社モバコレが運営する携帯電話専用ファッション系シ

ョッピングサイト「モバコレ」は、4月にサービス提供を開始いたしました。 

さらに、平成 18 年３月の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行との業務・資本提携に基づき、インターネット及び携帯電

話上での決済サービスを提供する株式会社ペイジェントを平成 18 年５月１日に設立いたしました。なお、株式会社

ペイジェントは平成 18年６月に第三者割当増資を実施し、議決権比率は当社 50%、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 40%、

農林中央金庫 10%となっております。 

また、平成 18 年４月 25 日開催の取締役会において、中華人民共和国において携帯電話向けサービスを展開して
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いくため、100%出資子会社を設立することを決議いたしました。設立は平成 18 年７月以降を予定しております。 

以上の結果、モバイル事業の売上高は1,515,864千円（前年同期比399.5％増）、営業利益は670,258千円（前年同

期比516.8％増）となりました。 

 

② Web コマース事業 

当四半期におきましては、引き続き「ポケットビッダーズ」及び「au Shopping Mall」の携帯分野に注力いたし

ました。特に「au Shopping Mall」については、ＫＤＤＩ株式会社との協業によりテレビコマーシャルをはじめと

した積極的な広告宣伝活動を展開しております。 

オークション＆ショッピングサイト「ビッダーズ」のアフィリエイトシステムを他社にも開放した Web サービス

対応のアフィリエイト ASP「アフィリエイト 2.0」（注２）については、登録商品データベースの拡大に向けた営業

の強化に取り組みました。また、平成 18 年６月には同サービスの登録商品データベースを利用した書籍・雑誌の販

売サイト「ビッダーズブックス」を開始しております。 

 以上の結果、当四半期末の「ビッダーズ」の会員数は前年同期末比115万人増の449万人、期末出品数は同50万品

増の220万品、ショッピングサービスを提供する有料法人会員組織「クラブビッダーズ」加盟店舗数は同314店増の

2,311店、当四半期のWebコマース事業の取扱高は6,812百万円（前年同期比21.8％増）となりました。また、Webコ

マース事業の売上高は768,846千円（前年同期比28.0％増）、営業利益は232,951千円（前年同期比91.8％増）となり

ました。 

   （注）２．Webサービスは、インターネットの標準規格を利用しアプリケーションやシステム間の連携を可能とす

る技術の呼称です。また、ASPは、サービス提供者の所有するサーバーにアプリケーションを置き、イン

ターネットを通じて利用者にレンタルするサービス提供方式です。 

 

③ ソリューション事業 

当四半期におきましては、今後の事業拡大に向けた検討に軸足をシフトする一方、既存案件の深耕により収益性を

向上させました。 

 以上の結果、当四半期におけるソリューション事業の売上高は68,040千円（前年同期比78.4％減）、営業利益は

45,462千円（前年同期比25.0％減）となりました。 

 
(2)連結財政状態の変動状況 

 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
19 年３月期第１四半期 
18 年３月期第１四半期 

14,310     
6,193     

12,283     
5,057     

79.8  
81.7  

23,957      44 
33,537      86 

(参考)18 年３月期 13,294     10,887     81.9  22,932      65 

(注)当社は平成 17 年 11 月 18 日付をもって、普通株式１株につき３株に分割いたしました。 
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(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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

19 年３月期第１四半期 
18 年３月期第１四半期 

382
375

△303
△26

428 
315 

12,377
5,311

(参考)18 年３月期 2,463 △295 5,055 11,870

 

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ507,893千円増加し、12,377,914

千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその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） 

営業活動の結果得られた資金は382,751千円となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益808,151千円及

び未払金の増加による収入86,280千円であり、主な支出要因は法人税等の支払額310,901千円及び売上債権の増加による

支出107,505千円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は303,260千円となりました。主な支出要因は、ソフトウェアの開発に伴う無形固定資産

の取得による支出138,359千円であります。 

 

（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428,402千円となりました。主な収入要因は、連結子会社の第三者割当増資に伴う株式

の発行による収入であります。 

 

３．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 4,600   1,050   490   

通     期 10,800   2,830   1,360   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 2,853円 96銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

モバイル事業においては、「モバオク」の有料会員数の増加に向けた取り組みを継続してまいります。具体的には、

株式会社ペイジェントのエスクロー機能を含めたネット決済サービスの導入による、利便性・安全性の向上に加え、５

月より開始したＰＣ展開の本格化による会員層の拡大を計画しております。また、「モバゲータウン」については、コ

ミュニティ機能やゲーム数の拡充を通じて、引き続き集客力の強化を図るとともに、当社のモバイル分野における主軸

事業として大きく成長させていく方針です。「ポケットアフィリエイト」については、営業力の強化により、広告クラ
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イアントの新規獲得とＰＣ分野への展開に注力してまいります。これらの既存サービスで獲得した会員資産を、サービ

ス開始初年度となる「モバコレ」への集客にもつなげていく計画です。 

Webコマース事業においては、引き続き携帯電話向けサービスへのシフトを強化し、「ポケットビッダーズ」及び「au 

Shopping Mall」の拡大を図ってまいります。「アフィリエイト2.0」については、ポケットアフィリエイトのＰＣ展開

ともリソースを共有しながら営業力を強化し、広告クライアントの獲得及び登録商品データベースの拡大に取り組んで

まいります。 

ソリューション事業においては、新規事業の創出に向けた検討を進めていく方針です。 

また、平成18年７月に子会社化した株式会社エアーリンクの持つ旅行・保険代理店事業におけるノウハウと当社のＥ

Ｃ領域でのマーケティング等のノウハウという双方の強みを活かした、新しいサービスの立ち上げにも注力してまいり

ます。 

業績予想につきましては、概ね予想通り推移しており、現時点におきましては連結・個別とも前回公表の中間及び通

期の業績予想に変更はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％）    

当四半期 
（平成19年３月期
第１四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期
第１四半期末）

増 減 
（参考） 

平成18年３月期
科 目 

注記 
番号 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  12,377,914 5,311,646 7,066,268 133.0 11,870,021

２ 売掛金  934,574 517,710 416,864 80.5 827,069

３ たな卸資産  28,758 1,837 26,920 1,465.1 1,319

４ その他  240,096 18,892 221,203 1,170.8 101,718

５ 貸倒引当金  △28,301 △21,858 △6,443 29.5 △21,307

流動資産合計  13,553,043 5,828,228 7,724,814 132.5 12,778,820

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 ※１ 254,756 96,116 158,639 165.0 192,526

２ 無形固定資産  

(1) ソフトウェア  198,844 175,946 22,898 13.0 181,682

(2) その他  117,044 8,711 108,333 1243.6 31,552

無形固定資産合計  315,888 184,657 131,231 71.1 213,234

３ 投資その他の資産  186,981 84,471 102,510 121.4 110,189

固定資産合計  757,627 365,245 392,382 107.4 515,950

資産合計  14,310,670 6,193,473 8,117,196 131.1 13,294,771

  

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円、％）    
当四半期 

（平成19年３月期
第１四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期
第１四半期末）

増 減 
（参考） 

平成18年３月期
科 目 

注記 
番号 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  4,182 － 4,182 100.0 －

２ 未払金  993,662 533,008 460,653 86.4 912,240

３ 未払法人税等  340,343 10,658 329,685 3,093.3 327,962

４ 前受金  556,036 403,300 152,735 37.9 556,317

５ その他 ※２ 132,947 68,582 64,364 93.8 177,012

流動負債合計  2,027,171 1,015,550 1,011,621 99.6 1,973,532

Ⅱ 固定負債   

１ 繰延税金負債  － 9,073 △9,073 － 8,931

固定負債合計  － 9,073 △9,073 － 8,931

負債合計  2,027,171 1,024,623 1,002,547 97.8 1,982,463

（少数株主持分）   

少数株主持分  － 111,574 － － 424,688

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  － 2,010,864 － － 4,284,376

Ⅱ 資本剰余金  － 1,999,614 － － 4,269,914

Ⅲ 利益剰余金  － 1,033,570 － － 2,320,309

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － 13,226 － － 13,018

資本合計  － 5,057,274 － － 10,887,619

負債・少数株主持分及び資本合計  － 6,193,473 － － 13,294,771

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  4,298,577  

２ 資本剰余金  4,284,115  

３ 利益剰余金  2,824,603  

株主資本合計  11,407,297  

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  9,163  

評価・換算差額等合計  9,163  

Ⅲ 少数株主持分  867,037  

純資産合計  12,283,498  

負債及び純資産合計  14,310,670  

   

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) 四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％）    

当四半期 
（平成19年３月期
第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期
第１四半期） 

増 減 
（参考） 

平成18年３月期
科 目 

注記 
番号 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

   

Ⅰ 売上高 
 

2,352,750 1,219,322 1,133,428 93.0 6,429,240

Ⅱ 売上原価 
 

654,010 415,516 238,494 57.4 1,668,920

売上総利益 
 

1,698,740 803,806 894,934 111.3 4,760,320

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 898,322 600,976 297,346 49.5 2,876,849

営業利益 
 

800,417 202,830 597,587 294.6 1,883,470

Ⅳ 営業外収益 
 

10,669 7,140 3,529 49.4 33,898

 １ 受取利息 
 

270 204 66 32.2 1,145

 ２ 受取配当金 
 

93 80 13 16.3 80

 ３ 貯蔵品売却益 
 

427 1,117 △690 △61.8 3,684

 ４ 出品キャンセル料収入 
 

1,633 1,430 202 14.2 5,926

 ５ 契約に基づく債務消滅益 
 

8,145 3,758 4,387 116.7 21,712

 ６ 雑収入 
 

99 548 △448 △81.8 1,349

Ⅴ 営業外費用 
 

2,935 2,834 101 3.6 32,112

１ 新株発行費 
 

2,909 1,286 1,623 126.2 27,594

２ 雑損失 
 

26 1,547 △1,521 △98.3 4,518

経常利益 
 

808,151 207,136 601,015 290.2 1,885,256

Ⅵ 特別損失 
 

－ － － － 4,329

１ 固定資産除却損 ※２ － － － － 4,329

税金等調整前四半期 
(当期)純利益 

 
808,151 207,136 601,015 290.2 1,880,927

法人税、住民税及び事業税 
 

337,423 5,020 332,403 6,621.6 300,358

法人税等調整額 
 

△75,915 － △75,915 － △25,401

少数株主利益 
 

42,349 1,570 40,778 2,596.1 118,684

四半期(当期)純利益  504,294 200,545 303,748 151.5 1,487,285

   

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書及び四半期連結剰余金計算書 

四半期連結株主資本等変動計算書 

 当四半期（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

（単位：千円）    

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 4,284,376 4,269,914 2,320,309 10,874,600

当四半期の変動額  

新株の発行 14,201 14,201  28,402

四半期純利益 504,294 504,294

少数株主利益  

連結子会社の増資による持分の増減  

株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額)  

当四半期の変動額合計 14,201 14,201 504,294 532,696

平成18年６月30日残高 4,298,577 4,284,115 2,824,603 11,407,297

 

（単位：千円）    

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金
少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 13,018 424,688 11,312,307

当四半期の変動額 

新株の発行 28,402

四半期純利益 504,294

少数株主利益 42,349 42,349

連結子会社の増資による持分の増減 400,000 400,000

株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額) △3,855 － △3,855

当四半期の変動額合計 △3,855 442,349 971,190

平成18年６月30日残高 9,163 867,037 12,283,498

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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四半期連結剰余金計算書 

（単位：千円）    

前年同四半期 
（平成18年３月期 
第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

区 分 

金 額 金 額 

（資本剰余金の部） 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,992,170 1,992,170

Ⅱ 資本剰余金増加高 7,443 2,277,743

１ 増資による新株式の発行 － 2,246,086

 ２ ストックオプション権利行使に伴う新株発行 7,443 31,657

Ⅲ 資本剰余金四半期末(期末)残高 1,999,614 4,269,914

 

（利益剰余金の部） 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 643,028 643,028

Ⅱ 利益剰余金増加高 390,541 1,677,281

 １ 四半期(当期)純利益 200,545 1,487,285

 ２ 子会社第三者割当増資に伴う持分変動利益 189,996 189,996

Ⅲ 利益剰余金四半期末(期末)残高 1,033,570 2,320,309

 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）    

当四半期 
（平成19年３月期 
第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期 
第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

区 分 

金 額 金 額 金 額 

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)純利益 808,151 207,136 1,880,927

   ２ 減価償却費 71,502 56,451 238,279

   ３ 固定資産除却損 － － 4,329

   ４ 貸倒引当金の増加額 6,993 3,840 3,289

   ５ 受取利息及び受取配当金 △363 △284 △1,225

   ６ 売上債権の増加額 △107,505 △60,056 △369,416

   ７ たな卸資産の減少額(△増加額) △27,439 33,035 33,553

   ８ 前渡金の減少額(△増加額) △5 － 2,716

   ９ 仕入債務の増加額 4,182 － －

   10 未払金の増加額 86,280 140,260 447,915

   11 未払消費税等の増加額(△減少額) △52,820 △8,978 70,449

   12 前受金の増加額(△減少額) △281 28,159 181,176

   13 その他 △95,406 △20,344 △25,765

小計 693,289 379,220 2,466,227

   14 利息及び配当金の受取額 363 284 1,225

   15 法人税等の支払額 △310,901 △3,800 △3,927

営業活動によるキャッシュ・フロー 382,751 375,705 2,463,525

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   １ 有形固定資産の取得による支出 △102,886 △9,077 △120,182

   ２ 無形固定資産の取得による支出 △138,359 △17,653 △150,196

３ 投資有価証券の取得による支出 △62,000 － －

   ４ 差入保証金の差入による支出 △14 － △25,609

投資活動によるキャッシュ・フロー △303,260 △26,731 △295,988

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   １ 株式の発行による収入 28,402 15,481 4,559,294

   ２ 連結子会社の第三者割当増資による収入 400,000 300,000 496,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 428,402 315,481 5,055,294

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 507,893 664,455 7,222,831

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 11,870,021 4,647,190 4,647,190

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 12,377,914 5,311,646 11,870,021

 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 ３社 

会社名：株式会社モバオク 

    株式会社モバコレ 

    株式会社ペイジェント 

なお、株式会社ペイジェ

ントは平成18年５月１日

付で新たに設立出資され

たものです。 

 

 

 

(2) 非連結子会社 １社 

会社名：株式会社ディー・ス

タイル 

なお、上記非連結子会社

は、総資産、売上高、四半

期純損益及び利益剰余金

が、いずれも四半期連結財

務諸表に重要な影響を与

えていないため、連結の範

囲から除外しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 １社 

会社名：株式会社モバオク 

なお、株式会社モバオク

は平成17年６月１日付で

当社の携帯電話専用オー

クション事業を分社し設

立されたものです。 

 

 

 

 

(2) 非連結子会社 １社 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 ２社 

会社名：株式会社モバオク 

    株式会社モバコレ 

なお、株式会社モバオク

は平成17年６月１日付で当

社の携帯電話専用オークシ

ョン事業を分社し設立され

たものです。株式会社モバ

コレは平成18年２月28日付

で新たに設立出資されたも

のです 

(2) 非連結子会社 １社 

会社名：株式会社ディー・ス

タイル 

なお、上記非連結子会社

は、総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金が、

いずれも連結財務諸表に重

要な影響を与えていないた

め、連結の範囲から除外し

ております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法を適用しない非連結

子会社 １社 

会社名：株式会社ディー・ス

タイル 

なお、上記持分法非適用

会社は、四半期純損益及び

利益剰余金等が、いずれも

四半期連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であるた

め、持分法の適用範囲から

除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法を適用しない非連結子

会社 １社 

会社名：株式会社ディー・ス

タイル 

なお、上記持分法非適用

会社は、当期純損益及び利

益剰余金等が、いずれも連

結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であるため、持分法の

適用範囲から除外しており

ます。 

３ 連結子会社の四半期決算日

に関する事項 

すべての連結子会社の四半

期決算日は､四半期連結決算

日と一致しております。 

３ 連結子会社の四半期決算日

に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の決算日に関する

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。 
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当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

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 

(ｲ)子会社株式 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

(ﾛ)その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期連結決算日の

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)を採

用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

②たな卸資産 

(ｲ)商品 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

(ﾛ)仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

(ﾊ)貯蔵品 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

(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、ウェブを利

用したサービスを提供するた

めに利用する有形固定資産に

ついては定額法)を採用してお

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年～18年 

器具備品････２年～10年 

 

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 

(ｲ)子会社株式 

同左 

 

(ﾛ)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

 

 

 

②たな卸資産 

(ｲ)商品 

 

 

(ﾛ)仕掛品 

同左 

 

(ﾊ)貯蔵品 

同左 

 

 

(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 

同左 

 

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 

(ｲ)子会社株式 

同左 

 

(ﾛ)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)を採用し

ております。 

時価のないもの 

 

 

 

②たな卸資産 

(ｲ)商品 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

(ﾛ)仕掛品 

同左 

 

(ﾊ)貯蔵品 

同左 

 

 

(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 

同左 
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当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、将来の利用可能

期間を見積もり、当社及び連結

子会社が合理的と判断した以

下の耐用年数による定額法を

採用しております。 

ウェブを利用したサービス

提供に係るもの･･･２年 

その他･････････５年 

(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

貸倒実績率により、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。 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費 

同左 

 

(4) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費 

同左 

 

(4) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6) その他の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 

消費税等の処理方法 

税抜方式によっております。 

(6) その他の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 

消費税等の処理方法 

同左 

(6) その他の連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

 

消費税等の処理方法 

同左 
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当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

５ 四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の範

囲 

四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金（現

金及び預金同等物）は、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。 

５ 四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の範

囲 

同左 

５ 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。 

 

会計処理の変更 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を当四半期連結

会計期間から適用しております。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は11,416,460千円で

あります。 

（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」（「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」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を当四半期連

結会計年度から適用しております。

これによる損益に与える影響は

ありません。 

（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」（「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」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を当連結会計

年度から適用しております。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 



 
 

 16

注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期末） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期末）

（参考） 
平成18年３月期 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額   216,476千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額   146,758千円  

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額   190,424千円  

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺の上、流動

負債の「その他」に含めて

表示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２ 消費税等の取扱い 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

※１ 販売費及び一般管理費の主 

要なもの 

販売促進費 248,750千円 

給与手当 219,655千円 

貸倒引当金繰入額 6,993千円 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主 

要なもの 

販売促進費 206,920千円

給与手当 138,756千円

貸倒引当金繰入額 3,840千円

雑給 58,986千円

減価償却費 19,429千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主 

要なもの 

販売促進費 785,899千円

給与手当 728,672千円

貸倒引当金繰入額 12,939千円

 

 

※２ 固定資産除却損の主要なも 

の 

器具備品 4,329千円
 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当四半期（自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（単位：株）    

 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当四半期末株式数 摘要 

発行済株式    

  普通株式 474,765 1,766 － 476,531 ※１ 

合計 474,765 1,766 － 476,531  

 ※１ 普通株式の発行済株式総数の増加1,766株は、ストック・オプション制度によるものであります。 



 
 

 17

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

現金及び現金同等物の第１四半期

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 

（平成18年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 12,377,914千円

現金及び現金同等物 12,377,914千円
 

現金及び現金同等物の第１四半期

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 

（平成17年６月30日現在）

現金及び預金勘定 5,311,646千円

現金及び現金同等物 5,311,646千円
 

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 11,870,021千円

現金及び現金同等物 11,870,021千円
 

 

（リース取引関係） 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

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 

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 

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 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び第１四半

期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び第１四半

期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高

相当額 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価 
償却 
累計額
相当額 
(千円) 

四半期
末残高
相当額 
(千円) 

器具
備品 

69,659 31,927 37,732 

  

 

取得
価額
相当額
(千円)

減価
償却
累計額
相当額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具
備品 

69,659 14,512 55,147

  

 

取得
価額
相当額 
(千円) 

減価 
償却 
累計額
相当額 
(千円) 

期末 
残高 
相当額
(千円)

器具
備品

69,659 27,573 42,086

  

２ 未経過リース料四半期末残高

相当額等 

未経過リース料四半期末残高

相当額 

１年以内 17,641千円

１年超 21,545千円

合計 39,187千円

  

２ 未経過リース料四半期末残高

相当額等 

未経過リース料四半期末残高

相当額 

１年以内 16,913千円

１年超 39,187千円

合計 56,100千円

  

２ 未経過リース料期末残高相当

額等 

未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 17,456千円

１年超 26,026千円

合計 43,482千円

  

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 4,739千円

減価償却費相当額 4,353千円

支払利息相当額 444千円

  

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 5,423千円

減価償却費相当額 4,986千円

支払利息相当額 624千円

  

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 19,642千円

減価償却費相当額 18,047千円

支払利息相当額 2,226千円
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当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

４ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とす

る定額法によっておりま

す。 

４ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法

同左 

４ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法

同左 

  利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース

物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、

各期への配分方法につい

ては、利息法によってお

ります。 

（減損損失について） 

   リース資産に配分された減

損損失はありません。 

  利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

   リース資産に配分された減

損損失はありません。 

  利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

   リース資産に配分された減

損損失はありません。 

 

（有価証券関係） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
当四半期 

（平成19年３月期第１四半期） 
前年同四半期 

（平成18年３月期第１四半期）
（参考） 

平成18年３月期 

区分 
取得原価 
（千円） 

四半期 
連結貸借 
対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価
（千円）

四半期
連結貸借
対照表
計上額
（千円）

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借 
対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

株式 5,000 20,450 15,450 5,000 27,300 22,300 5,000 26,950 21,950

合計 5,000 20,450 15,450 5,000 27,300 22,300 5,000 26,950 21,950

 

２ その他有価証券で時価のないもの 

 
当四半期 

（平成19年３月期第１四半期） 
前年同四半期 

（平成18年３月期第１四半期）
（参考） 

平成18年３月期 

区分 
四半期連結貸借対照表計上額

（千円） 
四半期連結貸借対照表計上額

（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

株式 62,000 － －

合計 62,000 － －

 
（デリバティブ取引関係） 

当四半期(平成18年６月30日現在)、前年同四半期(平成17年６月30日現在)、 前連結会計年度(平成18年３月31日現在)  

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション関係） 

当四半期（自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日） 

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

種類 第４回新株引受権 第５回新株引受権 第６回新株引受権 第８回新株引受権 

決議年月日 平成12年６月30日 平成12年８月25日 平成12年９月29日 平成13年３月28日 

付与対象者の区分

及び人数 
当社従業員９名 当社従業員９名 当社従業員５名 当社従業員15名 

株式の種類及び付

与数 
普通株式 1,605株 普通株式 1,605株 普通株式 1,137株 普通株式 2,445株

付与日 平成12年６月30日 平成12年８月25日 平成12年９月29日 平成13年３月28日 

権利確定条件 
確定条件は付されて

おりません。 

確定条件は付されて

おりません。 

確定条件は付されて

おりません。 

確定条件は付されて

おりません。 

対象勤務期間 
平成12年６月30日から 

平成18年７月１日まで 

平成12年８月25日から

平成18年８月26日まで

平成12年９月29日から

平成18年９月30日まで

平成13年３月28日から

平成19年３月29日まで

権利行使期間 
平成14年７月１日から 

平成18年７月１日まで 

平成14年８月26日から

平成18年８月26日まで

平成14年９月30日から

平成18年９月30日まで

平成15年３月29日から

平成19年３月29日まで

 

会社名 提出会社 

種類 第９回新株引受権 第10回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成13年６月27日 平成13年８月24日 平成14年６月25日 平成16年１月８日 

付与対象者の区分

及び人数 
当社従業員７名 当社従業員1名 当社従業員18名 

当社取締役３名 

当社従業員10名 

株式の種類及び付

与数 
普通株式 2,370株 普通株式 30株 普通株式 270株 普通株式 17,160株

付与日 平成13年６月27日 平成13年８月24日 平成14年７月26日 平成16年２月１日 

権利確定条件 
確定条件は付されて

おりません。 

確定条件は付されて

おりません。 

確定条件は付されて

おりません。 

確定条件は付されて

おりません。 

対象勤務期間 
平成13年６月27日から 

平成19年６月28日まで 

平成13年８月24日から

平成19年８月25日まで

平成14年７月26日から

平成20年６月26日まで

平成16年２月１日から

平成22年１月16日まで

権利行使期間 
平成15年６月28日から 

平成19年６月28日まで 

平成15年８月25日から

平成19年８月25日まで

平成16年７月27日から

平成20年６月26日まで

平成18年1月16日から

平成22年１月16日まで
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 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ①ストック・オプションの数 

（単位：株） 

会社名 提出会社 

種類 第４回新株引受権 第５回新株引受権 第６回新株引受権 第８回新株引受権 

決議年月日 平成12年６月30日 平成12年８月25日 平成12年９月29日 平成13年３月28日 

権利確定後     

  期首 93 21 237 237 

  権利確定 － － － － 

  権利行使 93 － － － 

  失効 － － － － 

  未行使残 － 21 237 237 

 

（単位：株） 

会社名 提出会社 

種類 第９回新株引受権 第10回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

決議年月日 平成13年６月27日 平成13年８月24日 平成14年６月25日 平成16年１月８日 

権利確定後     

  期首 41 30 57 10,029 

  権利確定 － － － － 

  権利行使 2 － － 1,200 

  失効 － － 15 － 

  未行使残 39 30 42 8,829 

 

 ②単価情報 

 第４回新株引受権 第５回新株引受権 第６回新株引受権 第８回新株引受権 

権利行使価格 41,700円 41,700円 41,700円 41,700円

行使時平均株価 352,000円  － － －

公正な評価単価

（付与日） 
－ － － － 

 

 第９回新株引受権 第10回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

権利行使価格 41,700円 41,700円 41,700円 4,000円

行使時平均株価 304,000円  － － 288,375円

公正な評価単価

（付与日） 
－ － － － 

（注）株式の付与数及び権利行使価格は株式分割に伴う調整を実施しております。 
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（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 

当四半期（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

       （単位：千円）   

 Webコマース

事業 

モバイル 

事業 

ソリューシ

ョン事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 

768,846 

12,564 

1,515,864

12,644

68,040

－

2,352,750

25,209

－ 

△25,209 

2,352,750

－

計 781,410 1,528,509 68,040 2,377,960 △25,209 2,352,750

営業費用 548,459 858,250 22,578 1,429,287 123,045 1,552,333

営業利益 232,951 670,258 45,462 948,672 △148,254 800,417

（注）１．事業区分の方法 

       事業は、サービスの内容および特性を考慮して区分しております。 

     ２．事業区分の内容 

事業区分 主要サービス 

Webコマース事業 ・オークション＆ショッピングサイト 

「ビッダーズ」 

・携帯電話向け総合ショッピングサイト 

「ポケットビッダーズ」「au Shopping Mall」 

モバイル事業 ・携帯電話専用オークションサイト 

「モバオク」「auオークション」 

・アフィリエイトネットワーク 

「ポケットアフィリエイト」 

・携帯電話専用ゲームサイト 

「モバゲータウン」 

・携帯電話専用ファッション系ショッピングサイト 

「モバコレ」 

ソリューション事業 ・ＥＣ関連のソリューションサービス 

     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(148,254千円)の主なものは、当社の管

理部門等に係る費用であります。 
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前年同四半期（自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日） 

       （単位：千円）   

 Webコマース

事業 

モバイル 

事業 

ソリューシ

ョン事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 

600,732 

－ 

303,463

18,737

315,127

－

1,219,322

18,737

－ 

△18,737 

1,219,322

－

計 600,732 322,201 315,127 1,238,060 △18,737 1,219,322

営業費用 479,276 213,542 254,544 947,363 69,128 1,016,492

営業利益 121,455 108,658 60,582 290,696 △87,866 202,830

（注）１．事業区分の方法 

       事業は、サービスの内容および特性を考慮して区分しております。 

     ２．事業区分の内容 

事業区分 主要サービス 

Webコマース事業 ・オークション＆ショッピングサイト 

「ビッダーズ」 

・携帯電話向け総合ショッピングサイト 

「ポケットビッダーズ」 

モバイル事業 ・携帯電話専用オークションサイト 

「モバオク」「auオークション」 

・携帯電話専用アフィリエイトネットワーク 

「ポケットアフィリエイト」 

ソリューション事業 ・ＥＣ関連のソリューションサービス 

     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(87,866千円)の主なものは、当社の管理

部門等に係る費用であります。 
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前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

    （単位：千円） 

 Webコマース

事業 

モバイル 

事業 

ソリューシ

ョン事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 

2,759,202 

40,427 

2,793,708

112,626

876,329

－

6,429,240

153,053

－ 

△153,053 

6,429,240

－

計 2,799,630 2,906,334 876,329 6,582,294 △153,053 6,429,240

営業費用 1,975,815 1,770,336 522,976 4,269,128 276,640 4,545,769

営業利益 823,814 1,135,998 353,352 2,313,165 △429,694 1,883,470

（注）１．事業区分の方法 

       事業は、サービスの内容および特性を考慮して区分しております。 

     ２．事業区分の内容 

事業区分 主要サービス 

Webコマース事業 ・オークション＆ショッピングサイト 

「ビッダーズ」 

・携帯電話向け総合ショッピングサイト 

「ポケットビッダーズ」「au Shopping Mall」 

モバイル事業 ・携帯電話専用オークションサイト 

「モバオク」「auオークション」 

・アフィリエイトネットワーク 

「ポケットアフィリエイト」 

・携帯電話専用ゲームサイト 

「モバゲータウン」 

・携帯電話専用ファッション系ショッピングサイト 

「モバコレ」 

ソリューション事業 ・ＥＣ関連のソリューションサービス 

     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(429,648千円)の主なものは、当社の管

理部門等に係る費用であります。 

２ 所在地別セグメント情報 

当四半期(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日)、前年同四半期(自 平成17年４月１日 至 平成17

年６月30日) 、前連結会計年度(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在外支店はありませんので、該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 

当四半期(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日)、 前年同四半期(自 平成17年４月１日 至 平成17

年６月30日) 、前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

項目 
当四半期 

（平成19年３月期 
 第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期 
 第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

１株当たり純資産額 23,957円44銭 33,537円86銭 22,932円65銭

１株当たり四半期(当期)

純利益 
   1,059円84銭 1,331円43銭 3,277円81銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期(当期)純利益 
1,038円15銭 1,276円10銭 3,152円84銭

（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当四半期 

（平成19年３月期
第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期
第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 12,283,498 － －

普通株式に係る純資産額（千円） 11,416,460 － －

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株

当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

に係る四半期末（連結会計年度末）の純資産額

との差額（千円） 

867,037 － －

普通株式の発行済株式数（株） 476,531 － －

普通株式の自己株式数（株） － － －

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数（株） 476,531 － －

 
２ １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎は、 

以下のとおりであります。 
 

項目 
当四半期 

（平成19年３月期
 第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期
 第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

１株当たり四半期(当期)純利益金額 
 

  

四半期(当期)純利益(千円) 504,294 200,545 1,487,285

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式に係る四半期(当期)純利益(千円) 504,294 200,545 1,487,285

普通株式の期中平均株式数(株) 475,823 150,624 453,744

潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額

四半期(当期)純利益調整額(千円) － － －

普通株式増加数(株) 9,939 6,531 17,985

(うち新株引受権及び新株予約権) (9,939) (6,531) (17,985)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期（当期）純利益の算定に含まれ
なかった潜在株式の概要 
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３ 当社は、平成17年７月26日開催の取締役会において、株式分割による新株式の発行を行う旨の決議

をし、平成17年９月30日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式

について、平成17年11月18日付で普通株式１株につき３株に分割いたしました。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の前年同四半期における１株当たり情報は以下のとおりであります。 
 

項目 
前年同四半期 

（平成18年３月期 
第１四半期） 

１株当たり純資産額 11,179円29銭

１株当たり四半期純利益 443円81銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 425円37銭

 

（重要な後発事象） 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

 株式分割について 

 当社は、平成17年７月26日開催

の取締役会において、株式分割に

よる新株式の発行を行う旨の決

議をしております。 

１ 株式分割の目的 

当社株式の流動性の向上

及び投資家層の拡大を目的

としております。 

２ 平成17年 11月 18日付をも

って、普通株式１株につき

３株に分割いたします。 

 (1) 分割により増加する株式数 
普通株式とし、平成 17 年

９月 30 日 終の発行済株

式総数に２を乗じた株式数

といたします。 
なお、株式の分割により

増加する株式数を具体的に

明示していないのは、本取

締役会決議日から分割基準

日までの間に新株引受権及

び新株予約権の権利行使に

より発行済株式総数が増加

する可能性があり、分割基

準日現在の発行済株式総数

が確定できないためであり

ます。株式分割後の発行済

株式総数は、平成 17 年７月

26日現在の発行済株式総数

を基準として計算すると次

のとおりとなります。 
① 今回の分割により増加

する株式数 301,604株 
② 株式分割後の発行済株

式総数   452,406株 
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当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

 (2) 分割の方法 
平成 17 年 9 月 30 日 終

の株主名簿及び実質株主名

簿に記載または記録された

株主の所有株式１株につき

３株の割合をもって分割し

ます。 
３ 配当起算日  

平成 17 年 10 月１日 

 

 ４ １株当たり情報に及ぼす影

響 
当該株式分割が当期首に

行われたと仮定した場合の

当第１四半期連結会計期間

における１株当たり情報

は、下記のとおりとなりま

す。 

当四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

１株当たり純資産
額 

11,179円29銭
 

１株当たり第１四
半期純利益 

443円81銭
 

潜在株式調整後１
株当たり第１四半
期純利益 

425円37銭
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（生産、受注及び販売の状況） 
(1) 生産実績 
生産に該当する事項がないため、生産実績に関する記載はしておりません。 

 
(2) 受注状況 
受注生産を行っておりませんので、受注状況に関する記載はしておりません。 

 
(3) 販売実績 

 
（単位：千円、％） 

当四半期 
（平成19年３月期 
第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期 
第１四半期） 

比較増減 （参考） 
平成18年３月期 

事業区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減額 金額 構成比 

Webコマース事業 768,846 32.7 600,732 49.3 168,114 28.0 2,759,202 42.9

モバイル事業 1,515,864 64.4 303,463 24.9 1,212,401 399.5 2,793,708 43.5

ソリューション事業 68,040 2.9 315,127 25.8 △247,086 △78.4 876,329 13.6

合計 2,352,750 100.0 1,219,322 100.0 1,133,428 93.0 6,429,240 100.0

（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 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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平成 19 年３月期 第１四半期財務・業績の概況(個別) 
平成 18 年 7月 26 日 

上場会社名 株式会社ディー・エヌ・エー （コード番号：2432 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.dena.ne.jp/ ）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 南場 智子 

責任者役職・氏名 取締役管理部門管掌  春田  真 
 ＴＥＬ：（03）5304―1701        

 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のた

めの手続きを受けております。 
 
２．平成 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日） 
 
(1)経営成績の進捗状況                                   （百万円未満切捨） 

 売 上 高      営業利益  経常利益 四半期（当期）純利益

 百万円     ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
19 年３月期第１四半期 
18 年３月期第１四半期 

1,838      54.4
1,190     －

448      132.6   
192     － 

458    131.7 
197          － 

371    88.7 
196        －

（参考）18 年３月期 5,358         － 1,216          － 1,216           － 1,208         － 

 

 
１株当たり 

四半期(当期)純利益

  円    銭
19 年３月期第１四半期 
18 年３月期第１四半期 

780        86 
1,307        10 

（参考）18 年３月期  2,662        63  

(注)１ 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を示しております。 

２ 当社は平成 17 年 11 月 18 日付をもって、普通株式１株につき３株に分割いたしました。 
 
(2)財政状態の変動状況                                   （百万円未満切捨） 

 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
19 年３月期第１四半期 
18 年３月期第１四半期 

12,529      
 5,872      

10,814      
4,863      

86.3     
82.8     

22,694        41  
32,253        58  

(参考)18 年３月期 11,899            10,418           87.6    21,944        52  

(注) 当社は平成 17 年 11 月 18 日付をもって、普通株式１株につき３株に分割いたしました。 

 

３．平成19年３月期の業績予想 （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 3,200   530   300   

通     期 7,600   1,480   840   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  1,762円 74銭 
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４．配当状況 

 ・現金配当 

1 株当たり配当金（円）  
 中間 期末 年間 

18 年３月期 － － － 
19 年３月期（実績） － － － 
19 年３月期（予想） － － － 
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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、％） 

当四半期 
（平成19年３月期
第１四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期
第１四半期末）

増 減 
（参考） 

平成18年３月期
科 目 

注記 
番号 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（資産の部） 

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金  10,288,502 5,002,511 5,285,991 105.7 10,464,631

２ 売掛金  734,130 451,733 282,397 62.5 643,071

３ たな卸資産  19,053 2,922 16,131 552.0 188

４ その他  241,390 37,323 204,066 546.7 61,311

５ 貸倒引当金  △26,849 △21,858 △4,991 22.8 △20,607

流動資産合計  11,256,226 5,472,632 5,783,594 105.7 11,148,596

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 ※１ 212,799 74,701 138,097 184.9 169,308

２ 無形固定資産  

(1) ソフトウェア  176,667 167,886 8,780 5.2 169,672

(2) その他  28,254 6,517 21,736 333.5 31,552

無形固定資産合計  204,921 174,404 30,516 17.5 201,225

３ 投資その他の資産  855,774 151,151 704,623 466.2 380,410

固定資産合計  1,273,495 400,257 873,237 218.2 750,944

資産合計  12,529,722 5,872,890 6,656,832 113.3 11,899,540

 

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



 
 

 4

（単位：千円、％）    
当四半期 

（平成19年３月期
第１四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期
第１四半期末）

増 減 
（参考） 

平成18年３月期
科 目 

注記 
番号 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債  

１ 未払金  936,330 522,606 413,723 79.2 820,412

２ 未払法人税等  183,336 6,450 176,886 2,742.4 26,753

３ 前受金  486,706 403,300 83,405 20.7 488,640

４ その他 ※２ 108,760 67,844 40,915 60.3 136,312

流動負債合計  1,715,132 1,000,202 714,929 71.5 1,472,118

Ⅱ 固定負債   

１ 繰延税金負債  － 9,073 △9,073 － 8,931

固定負債合計  － 9,073 △9,073 － 8,931

負債合計  1,715,132 1,009,276 705,856 69.9 1,481,050

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  － 2,010,864 － － 4,284,376

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  － 1,999,614 － － 4,269,914

資本剰余金合計  － 1,999,614 － － 4,269,914

Ⅲ 利益剰余金   

１ 四半期 (当期) 未処分利益  － 839,908 － － 1,851,180

利益剰余金合計  － 839,908 － － 1,851,180

Ⅳ その他有価証券評価差額金  － 13,226 － － 13,018

資本合計  － 4,863,613 － － 10,418,490

負債及び資本合計  － 5,872,890 － － 11,899,540

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  4,298,577  

２ 資本剰余金   

 (1) 資本準備金  4,284,115  

資本剰余金合計  4,284,115  

３ 利益剰余金   

(1) 繰越利益剰余金  2,222,733  

利益剰余金合計  2,222,733  

株主資本合計  10,805,426  

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  9,163  

評価・換算差額等合計  9,163  

純資産合計  10,814,590  

負債及び純資産合計  12,529,722  

  

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) 四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

当四半期 
（平成19年３月期
第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期
第１四半期） 

増 減 
（参考） 

平成18年３月期
科 目 

注記 
番号 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

   

Ⅰ 売上高 
 

1,838,948 1,190,862 648,086 54.4 5,358,218

Ⅱ 売上原価 
 

674,062 412,118 261,943 63.6 1,719,162

売上総利益 
 

1,164,886 778,743 386,142 49.6 3,639,056

Ⅲ 販売費及び一般管理費  716,881 586,156 130,724 22.3 2,422,777

営業利益 
 

448,004 192,586 255,417 132.6 1,216,278

Ⅳ 営業外収益 ※１ 10,528 6,890 3,637 52.8 31,010

Ⅴ 営業外費用 ※２ 76 1,647 △1,570 △95.4 30,925

経常利益 
 

458,457 197,830 260,626 131.7 1,216,364

Ⅵ 特別損失 ※３ － － － － 4,329

税金等調整前四半期 
(当期)純利益 

 
458,457 197,830 260,626 131.7 1,212,035

法人税、住民税及び事業税 
 

172,310 950 171,360 18,037.9 3,882

法人税等調整額 
 

△85,404 － △85,404 － －

四半期(当期)純利益 
 

371,552 196,880 174,671 88.7 1,208,152

  

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

 当四半期（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

（単位：千円） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 4,284,376 4,269,914 1,851,180 10,405,472

当四半期の変動額  

新株の発行 14,201 14,201  28,402

四半期純利益 371,552 371,552

株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額)  

当四半期の変動額合計 14,201 14,201 371,552 399,954

平成18年６月30日残高 4,298,577 4,284,115 2,222,733 10,805,426

 

（単位：千円） 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 
純資産合計 

平成18年３月31日残高 13,018 10,418,490

当四半期の変動額 

新株の発行 28,402

四半期純利益 371,552

株主資本以外の項目の当四半期の変動額(純額) △3,855 △3,855

当四半期の変動額合計 △3,855 396,099

平成18年６月30日残高 9,163 10,814,590

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 



 
 

 7

 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価

法を採用しております｡ 

その他有価証券 

時価のあるもの 

        四半期末日の市場価

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)を採用し

ております。 

時価のないもの 

      移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

(2) たな卸資産 

  仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

貯蔵品 

移動平均法による原価法

を採用してります。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

   同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

 

 

 

(2) たな卸資産 

  仕掛品 

同左 

 

  貯蔵品 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

        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)を採用しており

ます。 

時価のないもの 

 

 

 

(2) たな卸資産 

  仕掛品 

同左 

 

  貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法(ただし、ウェブを

利用したサービスを提供す

るために利用する有形固定

資産については定額法)を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物     ３年～18年 

器具備品   ２年～10年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、将来の

利用可能期間を見積もり、

当社が合理的と判断した以

下の耐用年数による定額法

を採用しております。 

   ウェブを利用したサービス

提供に係るもの ２年 

  その他     ５年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、将来の

利用可能期間を見積もり、

当社が合理的と判断した以

下の耐用年数による定額法

を採用しております。 

   ウェブを利用したサービス

提供に係るもの ２年 

  その他     ３年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、将来の

利用可能期間を見積もり、

当社が合理的と判断した以

下の耐用年数による定額法

を採用しております。 

   ウェブを利用したサービス

提供に係るもの ２年 

  その他     ５年 
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当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

３ 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。 

３ 繰延資産の処理方法 

新株発行費 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 

新株発行費 

同左 

４ 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

      債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

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。 

４ 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

５ 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。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ その他四半期財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

税抜方式によっておりま

す。 

６ その他四半期財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

６ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

 

会計処理の変更 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を当四半期会計

期間から適用しております。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は10,814,590千円で

あります。 

（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」（「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」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を当四半期会

計年度から適用しております。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 

（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」（「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」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を当事業年度

から適用しております。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期末） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期末）

（参考） 
平成18年３月期 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 190,953千円  

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 137,548千円  

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 169,404千円  

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺の上、流動

負債の｢その他｣に含めて

表示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２ 消費税等の取扱い 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

※１営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 258千円

受取配当金 93千円

出品キャンセル料収入 1,633千円

契約に基づく債務消滅益 8,145千円

 

※２営業外費用のうち主要なもの 

新株発行費 50千円

雑損失 25千円

※３ 

 

 

４減価償却実施額 

有形固定資産 21,548千円

無形固定資産 42,551千円
 

※１営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 204千円

受取配当金 80千円

出品キャンセル料収入 1,430千円

契約に基づく債務消滅益 3,758千円

貯蔵品売却益 868千円

※２営業外費用のうち主要なもの 

新株発行費 99千円

雑損失 1,547千円

※３ 

 

 

４減価償却実施額 

有形固定資産 9,465千円

無形固定資産 45,440千円
 

※１営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,109千円 

受取配当金 80千円 

出品キャンセル料収入 5,926千円 

契約に基づく債務消滅益 21,712千円 

貯蔵品売却益 868千円 

※２営業外費用のうち主要なもの 

新株発行費 26,407千円 

雑損失 4,517千円 

※３特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

器具備品 4,329千円 

４減価償却実施額 

有形固定資産 43,552千円 

無形固定資産 175,062千円 
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（リース取引関係） 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

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 

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 

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 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び第１四半

期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び第１四半

期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高

相当額 

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価 
償却 
累計額
相当額 
(千円) 

四半期
末残高
相当額 
(千円) 

器具
備品 

69,659 31,927 37,732 

  

 

取得
価額
相当額
(千円)

減価
償却
累計額
相当額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具
備品 

69,659 14,512 55,147

  

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価 
償却 
累計額
相当額 
(千円) 

期末
残高
相当額
(千円)

器具
備品

69,659 27,573 42,086

  

２ 未経過リース料四半期末残高

相当額 

１年以内 17,641千円

１年超 21,545千円

合計 39,187千円

  

２ 未経過リース料四半期末残高

相当額 

１年以内 16,913千円

１年超 39,187千円

合計 56,100千円

  

２ 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 17,456千円

１年超 26,026千円

合計 43,482千円

  

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 4,739千円

減価償却費相当額 4,353千円

支払利息相当額 444千円

  

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 5,423千円

減価償却費相当額 4,986千円

支払利息相当額 624千円

  

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 19,642千円

減価償却費相当額 18,047千円

支払利息相当額 2,226千円

  

４ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース

物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各

期への配分方法について

は、利息法によっておりま

す。 

（減損損失について） 

   リース資産に配分された減

損損失はありません。 

  利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

   リース資産に配分された減

損損失はありません。 

  利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

   リース資産に配分された減

損損失はありません。 
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（有価証券関係） 

当四半期(平成18年６月30日現在)、前年同四半期(平成17年６月30日現在)、前事業年度末(平成18年３月31日現在)  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

    時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

 

（１株当たり情報） 

項目 
当四半期 

（平成19年３月期 
 第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期 
 第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

１株当たり純資産額 22,694円41銭 32,253円58銭 21,944円52銭

１株当たり四半期(当期)

純利益 
780円86銭 1,307円10銭 2,662円63銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期(当期)純利益 
764円89銭 1,252円78銭 2,561円12銭

（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当四半期 

（平成19年３月期
第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期
第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 10,814,590 － －

普通株式に係る純資産額（千円） 10,814,590 － －

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当た

り純資産額の算定に用いられた普通株式に係

る四半期末（事業年度末）の純資産額との差額

（千円） 

－ － －

普通株式の発行済株式数（株） 476,531 － －

普通株式の自己株式数（株） － － －

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数（株） 476,531 － －
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２ １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎は、 
以下のとおりであります。 

 

項目 
当四半期 

（平成19年３月期
 第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期
 第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

１株当たり四半期(当期)純利益金額 
 

  

四半期(当期)純利益(千円) 371,552 196,880 1,208,152

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式に係る四半期(当期)純利益(千円) 371,552 196,880 1,208,152

普通株式の期中平均株式数(株) 475,823 150,624 453,744

潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額

四半期(当期)純利益調整額(千円) － － －

普通株式増加数(株) 9,939 6,531 17,985

(うち新株引受権及び新株予約権) (9,939) (6,531) (17,985)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期（当期）純利益の算定に含まれなか
った潜在株式の概要 

 

 
３ 当社は、平成17年７月26日開催の取締役会において、株式分割による新株式の発行を行う旨の決議を

し、平成17年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式につ

いて、平成17年11月18日付で普通株式１株につき３株に分割いたしました。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前年同四半期における１株当たり情報は以下のとおりであります。 
 

項目 
前年同四半期 

（平成18年３月期 
第１四半期） 

１株当たり純資産額 10,751円19銭

１株当たり四半期純利益 435円70銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 417円59銭
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(重要な後発事象) 

当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

 株式分割について 

 当社は、平成17年７月26日開催

の取締役会において、株式分割に

よる新株式の発行を行う旨の決

議をしております。 

１ 株式分割の目的 

   当社株式の流動性の向上及

び投資家層の拡大を目的とし

ております。 

 
２ 平成17年 11月 18日付をもっ

て、普通株式１株につき３株に

分割いたします。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成 17 年９

月 30日最終の発行済株式総数

に２を乗じた株式数といたし

ます。 

なお、株式の分割により増

加する株式数を具体的に明示

していないのは、本取締役会

決議日から分割基準日までの

間に新株引受権及び新株予約

権の権利行使により発行済株

式総数が増加する可能性があ

り、分割基準日現在の発行済

株式総数が確定できないため

であります。株式分割後の発

行済株式総数は、平成 17 年７

月 26日現在の発行済株式総数

を基準として計算すると次の

とおりとなります。 

① 今回の分割により増加する

株式数 301,604 株 

② 株式分割後の発行済株式

総数   452,406 株 

(2) 分割の方法 

平成 17 年９月 30 日最終の

株主名簿及び実質株主名簿に

記載または記録された株主の

所有株式１株につき３株の割

合をもって分割します。 

 

３  配当起算日  

平成 17 年 10 月１日 
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当四半期 
（平成19年３月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期第１四半期） 

（参考） 
平成18年３月期 

 ４ １株当たり情報に及ぼす影響 
  当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事

業年度における１株当たり情

報及び当該株式分割が当期首

に行われたと仮定した場合の

当第１四半期会計期間におけ

る１株当たり情報は、下記の

とおりとなります。 
当四半期会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年６月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり 
純資産額 
10,751円19銭

 
 

１株当たり 
純資産額 
10,310円45銭

 
 

 

１株当たり 
四半期純利益

435円70銭

 
１株当たり 
当期純利益 
1,082円99銭 

潜在株式調整
後１株当たり
四半期純利益

417円59銭 
 

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益 
1,076円56銭 
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