
 

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８月７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

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　最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　　　　　　　　：　無

　

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（連結）の進捗状況 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

売　上　高 営　業　利　益 経　常　利　益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第１四半期 2,921 (△2.0) 306 (△37.3) 309 (△37.0)

18年３月期第１四半期 2,980 （―） 488 （―） 491 （―）

（参考）18年３月期 12,521  1,831  1,840  

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

19年３月期第１四半期 182 （―） 943 24 ― ―

18年３月期第１四半期 △1,362 （―） △7,042 94 ― ―

（参考）18年３月期 △564  △2,917 38 ― ―

（注）①期中平均株式数 19年３月期第１四半期 193,435株 18年３月期第１四半期 193,435株 18年３月期 193,435株

②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率であります。なお、19年３月期第１四半期の四半期純利益につきまし

ては、前年同期が四半期純損失のため、前年同期との対比は行っておりません。また、18年３月期第１四半期におきましては、連結財務

諸表作成初年度のため、前年同期との対比は行っておりません。

③19年３月期第１四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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

④18年３月期第１四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19年３月期第１四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）

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 9,410 7,222 76.7 37,315 67

18年３月期第１四半期 9,912 7,189 72.5 37,168 51

（参考）18年３月期 10,571 7,638 72.3 39,488 25

（注）期末発行済株式数 19年３月期第１四半期 193,435株 18年３月期第１四半期 193,435株 18年３月期 193,435株
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【キャッシュ・フロー（連結）の状況】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

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 △188 △2,114 △58 1,714

18年３月期第１四半期 △955 △1,688 △130 3,610

（参考）18年３月期 265 △2,386 △188 4,075

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

平成19年３月期第１四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）　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

 売上高 経常利益 当期純利益

 　百万円 百万円 百万円

中間期 6,500 900 530

通  期 13,500 1,900 1,120

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　   5,790円05銭

［業績予想に関する定性的情報等］

平成19年３月期の連結業績予想につきましては、５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。
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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、複数の企業による移動体通信事業への新規参入や、携帯電話機で

受信可能な地上デジタル放送（１セグメント放送）の開始など、業界の活性化に繋がる話題が数多くあります。また、各

携帯電話機メーカーによる新機能を搭載した第３世代型携帯電話機の発売・普及等を背景に、携帯電話機等の加入者数は、

平成18年６月末時点で9,763万人と、平成17年６月末時点の9,255万人と比較し5.5％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18年６月末時点で8,073万人と、平成17年６月末時点の7,621万人と比較

し5.9％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、当社グループ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、「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てまいりましたが、当期より新

たにスタートしたネット広告事業への先行投資等により、当第１四半期の売上高は29億21百万円（前年同期比2.0％減）、

経常利益3億9百万円（前年同期比37.0％減）、四半期純利益は1億82百万円（前年同期比　－　）となりました。

 

[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、最新の技術・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、㈱バンダイナムコ

ゲームスとの共同開発による本格的ネットワーク型ロールプレイングゲーム「ＳＤガンダムＲＰＧ」や、キャラクターの

魅力を最大限に引き出した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、さらに、幅広いユーザー層から圧倒的な支持を得ているミニゲーム総合サイト「ＳＩＭＰＬＥ１００シリーズ」

等が好調に推移いたしました。この結果、平成18年６月時点の会員数は156万人（前年同期比18.4％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」シリーズをはじめとする人気キャラクターの着うた・ムービーコ

ンテンツを配信する「アニメコレクション」や、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）等を中心に、音楽・ボイス・うたなど“こだわりのサウンド”をテーマ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、「プラチナメロディ」をはじめとする主力コン

テンツの会員数が減少した結果、平成18年６月時点の会員数は99万人（前年同期比29.4％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。これに対し当社グループは、「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」等の人気キャラクターを核とする総合サイトへの移行や、新キャラクターの発掘・育成等、

ユーザーを惹きつける施策を積極的に展開してまいりましたが、平成18年６月時点の会員数は116万人（前年同期比21.0％

減）となりました。

　コンテンツ事業セグメント全体としては、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や待受画面コ

ンテンツの統合効果等により、会員１人当たりの平均利用料金は高単価を維持しているものの、サウンド分野、キャラク

ター・総合分野における会員数の減少により、平成18年６月時点のモバイルコンテンツの有料会員数は372万人（前年同期

比11.4％減）となり、売上高は19億45百万円（前年同期比11.6％減）、営業利益は5億8百万円（前年同期比8.4％減）とな

りました。

 

[ソリューション事業セグメント]

技術ライセンス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。また、㈱ディーツーコミュニケーションズと共同で、

携帯電話機のカメラ機能を利用した画像認識・検索サービス「カメラでケンサク！ＥＲサーチ」の提供を開始する等、携

帯電話機の新しい可能性を追求する技術開発にも注力してまいりました。

　企業向けソリューション分野におきましては、当社グループの保有するシステム設計・開発・運営等のノウハウを活か

した他社モバイルコンテンツサイトの開発・運営等の受託案件が好調に推移したものの、画像認識・検索サービスのデー

タベース構築のための先行設備投資等により、ソリューション事業セグメントとしての売上高は6億95百万円（前年同期比

　－　）、営業利益は3百万円（前年同期比　－　）となりました。
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[その他事業セグメント] 

コマース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た当社グループ

ならではの展開を行い、ブランド力や商品力を持つ様々なパートナー企業16社と手を組み、市場拡大やユーザーニーズに

対応するモバイル通販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、幅広いユーザー層に対応するため、新しい商品カテゴリーにおける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。

　マーケティング分野におきましては、ネット広告事業の第一弾として中高生をターゲットとする無料ケータイサービス

「ＧＡＭＯＷ（ガモウ）」をスタートするとともに、今後の事業拡大に向けたサイト開発・広告宣伝に注力してまいりま

した。

　その他事業セグメント全体としては、マーケティング分野における新規コンテンツ・サイト開発のための先行投資等に

より、売上高は2億79百万円（前年同期比　－　）、営業損失は1億15百万円（前年同期比　－　）となりました。

(注)１　平成18年６月時点の会員数は速報値を用いております。

　　２　四半期純利益につきましては、前年同期が四半期純損失のため、前年同期との対比は行っておりません。

　　３　「ソリューション事業セグメント」および「その他事業セグメント」の売上高および営業損益につきましては、前連結会計年度末よ

り、セグメント区分を従来の２区分から３区分に細分化しているため、前年同期との対比は行っておりません。

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

当第１四半期末における総資産につきましては、主に法人税等の債務の支払に伴う「現金及び預金」の減少により、前

連結会計年度末に比べ11億60百万円減少し、94億10百万円となりました。

負債につきましては、主に「未払法人税等」の債務の減少により、前連結会計年度末に比べ7億39百万円減少し、21億87百

万円となりました。

  純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ4億20百万円減少し、72億22百万円となりました。

 (2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、貸付けによる支出や法人税等の支払等により、前連結会計年度

末に比べ23億61百万円減少し、17億14百万円となりました。

  (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、「税金等調整前四半期純利益」が3億9百万円となったものの、法人税等の支払

4億43百万円等により1億88百万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、貸付けによる支出21億円等により21億14百万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、配当金の支払により58百万円の支出となりました。
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３． 業績予想に関する定性的情報等

当社グループの収益基盤の中心であるコンテンツ事業セグメントにおきましては、ゲーム分野において、㈱バンダイナ

ムコゲームス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」に代表される高付加価値

コンテンツの拡充や、平成19年度から本格スタート予定のモバイル向け映像配信事業の企画・開発に取り組んでまいりま

す。また、ソリューション事業との連携による新しいジャンルの開拓に向けた取り組み等を行い、バンダイナムコグルー

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

　ソリューション事業セグメントにおきましては、技術ライセンス分野において、「２Ｄベクターエンジン」、「３Ｄエ

ンジン」をはじめ、「画像認識エンジン」の技術ライセンス・サービス化展開を積極的に行い、携帯電話機向けの新しい

技術開発・サービス提供をパートナー企業と連携して行ってまいります。また、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引き続き提案してまいります。

　その他事業セグメントにおきましては、コマース分野において、モバイル通販サイトのサイト構築、システム管理・運

営ノウハウを提供するコンサルタント業務を引き続き強化し、売上拡大に向けたサイトの拡充を図ってまいります。さら

に、通販サイト「ＬａＬａＢｉｔマーケット」においても、幅広いユーザー層に対応できる新しい商品カテゴリーのキャ

ラクターオリジナル商品を投入するとともに、バンダイナムコグループの展開する様々なキャラクターコンテンツを活用

した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、平成18年４月よりネット広告事業をスタートし、当社グループの持つコンテンツ力や

サイト集客力、さらにはシステム構築力・ソリューション技術等のネットワークノウハウを最大限に活用して、さらなる

事業の拡大に取り組んでまいります。なお、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。

　以上により、平成18年５月９日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

 

 

[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。

４． 有料会員数　

 当第１四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。

キャラクター・総合分野
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ゲーム分野
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(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。
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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１四半期
（平成18年６月30日）

前第１四半期
（平成17年６月30日）

増減
（参考）

前連結会計年度
（平成18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 1,714,509 1,164,097 550,412  3,625,751

 2. 売掛金 2,685,514 2,921,657 △236,142  2,902,202

 3. 有価証券 － 2,499,922 △2,499,922  500,000

 4. たな卸資産 12,838 11,732 1,105  10,812

 5. 繰延税金資産 52,173 58,021 △5,847  128,723

 6. 親会社に対する短期貸
付金

2,100,000 － 2,100,000  －

 7. その他 257,243 155,472 101,771  255,733

　　 貸倒引当金 △29,170 △40,054 10,883  △31,066

　流動資産合計 6,793,110 6,770,849 22,260 0.3 7,392,156

Ⅱ　固定資産      

 1. 有形固定資産      

 (1) 建物 38,190 33,844 4,345  39,840

 (2) 工具器具備品 165,854 114,495 51,358  168,681

有形固定資産合計 204,044 148,340 55,704 37.6 208,522

 2. 無形固定資産 58,726 56,305 2,421 4.3 71,015

3. 投資その他の資産      

 (1) 投資有価証券 1,632,482 2,652,360 △1,019,878  2,450,269

 (2) 関係会社株式 180,000 179,180 820  279,180

 (3) 繰延税金資産 372,395 － 372,395  －

 (4) その他 169,874 105,425 64,449  169,901

投資その他の資産合計 2,354,751 2,936,965 △582,214 △19.8 2,899,350

固定資産合計 2,617,523 3,141,611 △524,088 △16.7 3,178,888

資産合計 9,410,633 9,912,460 △501,827 △5.1 10,571,045
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科目

当第１四半期
（平成18年６月30日）

前第１四半期
（平成17年６月30日）

増減
（参考）

前連結会計年度
（平成18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. 支払手形 2,100 393 1,706  －

 2. 買掛金 1,513,055 1,575,309 △62,254  1,668,207

 3. 未払金 333,824 396,010 △62,185  477,429

 4. 未払費用 110,087 117,513 △7,425  204,807

 5. 未払法人税等 101,704 182,240 △80,535  474,990

 6. その他 126,902 119,500 7,402  86,707

流動負債合計 2,187,675 2,390,967 △203,291 △8.5 2,912,142

Ⅱ　固定負債      

 1. 繰延税金負債 － 324,541 △324,541  15,430

 固定負債合計 － 324,541 △324,541 △100.0 15,430

負債合計 2,187,675 2,715,508 △527,833 △19.4 2,927,573

（少数株主持分）      

少数株主持分 － 7,260 － － 5,061

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 － 1,113,371 － － 1,113,371

Ⅱ　資本剰余金      

1. 資本準備金 － 806,821 －  806,821

 2. その他資本剰余金 － 38 －  38

資本剰余金合計 － 806,860 － － 806,860

Ⅲ　利益剰余金      

1. 利益準備金 － 7,670 －  7,670

2. 任意積立金 － 4,117,471 －  4,117,471

3. 四半期（当期）未処分
利益又は未処理損失
（△）

－ △175,599 －  564,396

　利益剰余金合計 － 3,949,541 － － 4,689,537

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

－ 1,319,918 － － 1,028,640

資本合計 － 7,189,691 － － 7,638,410

負債、少数株主持分及び資
本合計

－ 9,912,460 － － 10,571,045
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科目

当第１四半期
（平成18年６月30日）

前第１四半期
（平成17年６月30日）

増減
（参考）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

1. 資本金 1,113,371 － －  －

2. 資本剰余金 806,860 － －  －

3. 利益剰余金 4,813,963 － －  －

 株主資本合計 6,734,195 － － － －

 Ⅱ　評価・換算差額等      

1. その他有価証券評価差
額金

483,962 － －  －

 評価・換算差額等合計 483,962 － － － －

Ⅲ　少数株主持分 4,800 － － － －

 純資産合計 7,222,957 － － － －

 負債及び純資産合計 9,410,633 － － － －
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２．（要約）四半期連結損益計算書

科目

当第１四半期
（自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日）

前第１四半期
（自 平成17年４月１日

至 平成17年６月30日）

増減

（参考）
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）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,921,057 2,980,976 △59,918 △2.0 12,521,127

Ⅱ　売上原価 1,843,697 1,648,507 195,189 11.8 7,462,232

売上総利益 1,077,360 1,332,469 △255,108 △19.1 5,058,895

Ⅲ　販売費及び一般管理費 770,683 843,727 △73,043 △8.7 3,227,036

 1. 広告宣伝費 66,634 80,271 △13,637  251,222

 2. 回収代行手数料 192,908 218,455 △25,546  850,224

 3. 役員報酬 31,755 34,418 △2,663  135,308

 4. 給与手当 94,959 99,858 △4,898  403,389

 5. 賞与 27,059 44,777 △17,718  124,487

 6. 福利厚生費 17,738 18,614 △876  72,024

 7. 研究開発費 92,283 137,781 △45,498  464,235

 8. 貸倒損失 － 204 △204  47,390

 9. 貸倒引当金繰入額 17,027 19,660 △2,633  31,066

10. 減価償却費 19,386 15,171 4,215  64,497

11. その他 210,931 174,513 36,418  783,188

営業利益 306,676 488,742 △182,065 △37.3 1,831,859

Ⅳ　営業外収益 2,800 2,914 △114 △3.9 8,824

 1. 受取利息 306 273 33  290

 2. 有価証券利息 80 206 △126  1,173

 3. 受取配当金 1,650 2,310 △660  3,870

 4. 為替差益 － － －  1,302

 5. その他 763 124 638  2,188

Ⅴ　営業外費用 98 500 △401 △80.3 233

  1. 支払利息 － 233 △233  233

 2. 為替差損 98 267 △168  －

経常利益 309,378 491,155 △181,777 △37.0 1,840,450
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科目

当第１四半期
（自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日）

前第１四半期
（自 平成17年４月１日

至 平成17年６月30日）

増減

（参考）
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）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅵ　特別利益 － 112,659 △112,659 △100.0 128,275

   1. 固定資産売却益 － － －  1,115

  2. 投資有価証券売却益 － 82,649 △82,649  97,149

 3. 貸倒引当金戻入 － 30,010 △30,010  30,010

Ⅶ　特別損失 － 1,610,588 △1,610,588 △100.0 1,690,427

　 1. 固定資産除却損 － － －  34,051

2. 減損損失（連結調整
勘定償却）

－ 1,610,588 △1,610,588  1,619,181

3. リース解約損 － － －  5,354

4. 投資有価証券評価損 － － －  31,839

税金等調整前四半期
（当期）純利益又は純
損失（△）

309,378 △1,006,772 1,316,150 － 278,297

法人税等 127,183 356,959 △229,775 △64.4 843,595

 少数株主損失 261 1,379 △1,118 △81.1 972

四半期（当期）純利益
又は純損失（△）

182,455 △1,362,352 1,544,808 － △564,325
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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１四半期

（自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日）

前第１四半期

（自 平成17年４月１日

至 平成17年６月30日）

（参考）

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）

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）純利益
又は純損失（△）

309,378 △1,006,772 278,297

2. 減価償却費 42,309 30,325 151,420

3. 減損損失（連結調整勘定償却） － 1,610,588 1,619,181

 4. 貸倒引当金の増減額 △1,896 △33,372 △42,359

 5. 受取利息及び配当金 △2,036 △2,789 △5,333

 6. 支払利息 － 233 233

 7. 固定資産除却損 － － 34,051

 8. 固定資産売却損益 － － △1,115

 9. リース解約損 － － 5,354

10. 投資有価証券評価損 － － 31,839

11. 投資有価証券売却損益 － △82,649 △97,149

12. 前渡金の増減額 △20,402 △67,250 △151,955

13. 売上債権の増減額 216,687 10,288 29,744

 14. たな卸資産の増減額 △2,025 △1,026 △1,102

 15. 仕入債務の増減額 △153,051 △82,235 10,267

16. 未払金の増減額 △104,149 △103,288 △66,771

 17. 未払消費税等の増減額 △2,265 32,189 29,179

 18. 役員賞与の支払額 － △54,000 △54,000

 19. その他 △29,345 △23,716 50,032

小計 253,203 226,524 1,819,814

20. 利息及び配当金の受取額 1,733 2,872 5,476

 21. 利息の支払額 － △233 △233

 22. 法人税等の支払額 △443,148 △1,184,380 △1,559,220

営業活動によるキャッシュ・フロー △188,212 △955,217 265,836
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当第１四半期

（自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日）

前第１四半期

（自 平成17年４月１日

至 平成17年６月30日）

（参考）

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）

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 50,000 － 4,001

 2. 有形固定資産の取得による支出 △20,706 △28,406 △191,156

 3. 有形固定資産の売却による収入 － 2,064 2,000

 4. 無形固定資産の取得による支出 △44,292 △11,830 △22,932

 5. リースの解約による支出 － － △5,354

 6. 保証金等の差入による支出 － － △132,422

 7. 保証金等の回収による収入 － － 42,282

 8. 投資有価証券の取得による支出 － △12,500 △448,179

 9. 投資有価証券の売却による収入 － 82,650 97,650

10. 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 △1,780,798

11. 子会社株式の追加取得による支出 － － △11,200

12. 親会社への貸付けによる支出 △2,100,000 － －

13. 貸付金の回収による収入 － 60,020 60,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,114,999 △1,688,799 △2,386,089

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 △72,230

 2. 配当金の支払額 △58,030 △58,030 △116,061

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,030 △130,260 △188,291

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △2,361,242 △2,774,278 △2,308,544

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 4,075,751 6,384,295 6,384,295

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高

1,714,509 3,610,017 4,075,751
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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］

 

当第１四半期 
（自　平成18年４月１日

    至　平成18年６月30日）

コンテンツ事業
ソリューション

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） （千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売

上高
1,945,519 695,102 280,435 2,921,057 － 2,921,057

(2)セグメント間の内部

売上又は振替高
－ － △585 △585 585 －

計 1,945,519 695,102 279,850 2,920,472 585 2,921,057

営業費用 1,436,799 691,354 395,030 2,523,184 91,196 2,614,381

営業利益又は営業損失

（△）
508,720 3,748 △115,179 397,288 △90,611 306,676

（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) コンテンツ事業　　　　　・・・　携帯電話機向けコンテンツ配信等

　　　　　(2) ソリューション事業　　　・・・　携帯電話機向けソリューション提供等　　　　

　　　　　(3) その他事業　　　　　　　・・・　ネット通販、ネット広告等

　　　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91,568千円であります。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．前連結会計年度における「モバイルコンテンツ事業」は、当連結会計年度より「コンテンツ事業」に事業名称

を変更いたしました。

　　　５．前第１四半期の事業区分につきましては、「モバイルコンテンツ事業」、「その他事業」の２区分としており

ましたが、前連結会計年度より「モバイルコンテンツ事業」、「ソリューション事業」、「その他事業」の３

区分に細分化いたしました。これは「その他事業」に含まれていた「ソリューション事業」の重要性が増した

ことに伴い、独立して表記することによるものです。

前第１四半期 
（自　平成17年４月１日

    至　平成17年６月30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 2,200,120 780,856 2,980,976 － 2,980,976

(2)セグメント間の内部売上

　 又は振替高
－ － － － －

計 2,200,120 780,856 2,980,976 － 2,980,976

営業費用 1,644,631 741,084 2,385,716 106,518 2,492,234

営業利益 555,488 39,772 595,260 △106,518 488,742

（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
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　　　　　(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106,518千円であります。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。

（参考）
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）

モバイル
コンテンツ事業

ソリューション
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） （千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売

上高
8,656,681 2,548,151 1,316,294 12,521,127 － 12,521,127

(2)セグメント間の内部

売上又は振替高
1,793 － － 1,793 △1,793 －

計 8,658,474 2,548,151 1,316,294 12,522,920 △1,793 12,521,127

営業費用 6,539,994 2,399,201 1,449,581 10,388,777 300,491 10,689,268

営業利益又は営業損失

（△）
2,118,479 148,950 △133,286 2,134,143 △302,284 1,831,859

（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) ソリューション事業　　　・・・　携帯電話機向けソリューション提供等　　　　

　　　　　(3) その他事業　　　　　　　・・・　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302,534千円であります。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。
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