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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(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９月中間期 2,753 （　43.4) 706 (　94.5) 713 (　81.5)

17年９月中間期 1,920 (　　―) 363 (　　―) 392 (　　―)

18年３月期 4,372  837  904  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 156 (△73.6) 14 88 14 81

17年９月中間期 591 (　　―) 57 68 56 78

18年３月期 882  80 36 78 58

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △0百万円 17年９月中間期 ―百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期     10,503,200株 17年９月中間期 10,253,342株 18年３月期 10,353,953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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間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 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

18年９月中間期 9,675 6,263 64.3 592 66

17年９月中間期 9,025 6,248 69.2 597 80

18年３月期 9,406 6,708 71.3 633 96

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期  10,503,200株 17年９月中間期 10,453,000株 18年３月期 10,503,200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９月中間期 25 △113 86 715

17年９月中間期 228 390 △757 1,039

18年３月期 815 △367 △918 711

(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） －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 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

通　期 5,650  1,150 1,150 900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　85円68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５～６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（イマジニア株式会社）、子会社３社及び関連会社１社で構成さ

れております。主な事業内容としましては、モバイルコンテンツ事業、モバイルコマース事業、パッケージソフトウェ

ア事業、ゴルフサービス事業となっております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

事業区分 事業内容 主要な会社

モバイルコンテンツ事業 モバイルコンテンツ イマジニア株式会社

モバイルコマース事業
モバイルコマース

キャラクターグッズ製造及びライセンス等
イマジニア株式会社

パッケージソフトウェア事業 家庭用ゲーム機向けソフトウェア

イマジニア株式会社

ロケットカンパニー株式会社

株式会社デルタアーツ

ゴルフサービス事業
ゴルフ場運営収入

ゴルフサービス

イマジニア株式会社

ゴールドゴルフ株式会社

　以上に述べた事項を事業系統図によって示すと下記のようになります。

 
得 意 先 及 び 消 費 者 

イマジニア㈱ イマジニア㈱ イマジニア㈱ 

モバイル 
コンテンツ事業 

モバイル 
コマース事業 

パッケージ 
ソフトウェア事業 

ゴルフ 
サービス事業 

イマジニア㈱ 

※１ 
ロケット 

カンパニー㈱ 

※２ 
㈱デルタ 
アーツ 

※１ 
ゴールド 
ゴルフ㈱ 

コンテンツ 
商品 
製品 

ライセンス 

商品 
製品 

製品 

受託開発 

開発 

サービス 

ゴルフ場運営 製品 
ライセンス 

製品 

（休眠中） 

※１ Imagineer STD(HK)Limited 

※１ 子会社 
※２ 関連会社 
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社の社名でありますイマジニアとは「Imagination」と「Engineer」を組み合わせた造語で、「想像を形に変える

者」を意味しており、これは当社グループ全体の経営スタンスでもあります。創業20周年及び上場10周年という節目

の年を迎える当社は、今後も全てのステーク・ホルダーとの「共創」による新たな価値の創造に「誠実」に取組み、

高いコスト・パフォーマンスによる顧客満足を追求した企業活動によって、豊かな社会の実現に向けた貢献を目指し

てまいります。

２．利益配分に関する基本方針

 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策の一つとして認識しており、企業価値の最大化と安定した配当

による株主の皆様への利益還元を基本方針としております。

 配当につきましては、業績の推移や経営環境、今後の設備等の投資計画、キャッシュ・フロー等を勘案のうえ、安

定配当を基本としながら、配当性向も考慮して配当金額を決定してまいります。当中間期におきましては、通期の業

績見通しを勘案して、１株につき10円の中間配当を実施する予定であります。

なお、内部留保金につきましては、将来的な企業価値の向上を図るための投資に活用してまいります。

 ３．目標とする経営指標

 業容の拡大を当社グループ全体で目指すなか、業容の拡大に対応した業績規模の拡大を実現すべく、特に連結営業

利益の絶対額の増加を目標としております。

４．中長期的な経営戦略

　今後のモバイルコンテンツ市場の動向につきましては、市場成熟化の一層の進行により、より嗜好性の高い深堀さ

れた分野の需要が拡大するものと見込んでおります。また一方で、通信キャリアにおける各種の変容やモバイルナン

バーポータビリティの開始、端末技術の進化等を背景として、市場変化がさらに進行するものと想定されます。

　このような状況下、当社グループでは、中期的な成長を見据え、「現行の事業領域に対するさらなる深耕」と「将

来の事業領域の開拓に向けた対応」の両面に向けての取組みを強化してまいります。まず、前者につきましては、版

権元との強固な関係構築を基盤に、当社グループが強みを発揮できる分野において、モバイルコンテンツ事業にて獲

得したコンテンツを他のチャネルにおいても複合的に活用・展開することで事業間シナジーの創出を図り、グループ

内事業全体の拡大を目指してまいります。また、後者につきましては、特に教育分野や、リアルビジネスとの融合を

機軸とした分野における新規事業の育成に注力してまいります。

５．会社の対処すべき課題

　市場変化に迅速かつ的確に対応しつつ、上記経営戦略を推進するためには、それらを下支えする組織体制の強化が

必要となります。当社グループでは、中長期的な当社の発展に向けて、平成18年６月に経営機構改革を実施しており

ますが、今後も、取締役職務分担の一層の明確化をはじめとして、マトリックス組織体制の機能化やグループ管理の

さらなる徹底等に注力してまいります。また、技術開発ファクターの内部への取込みにつきましても、検討してまい

ります。

 ６．親会社等に関する事項

 　当社（イマジニア株式会社）は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。

 ７．その他経営上重要な事項

 　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の順調な拡大を背景に、企業収益の改善に伴う設備投資の増

加や雇用環境の改善に加え、安定した個人消費に支えられ、緩やかな回復基調を続けております。

　当社グループを取り巻く事業環境につきましては、社団法人電気通信事業者協会の統計データによりますと、携帯

電話及び携帯ＩＰ接続サービスの平成18年９月末現在における国内累計契約数は、93百万台及び81百万台に達し、緩

やかな成長を続けております。

　このような状況下、当社グループでは、既存事業につきましては、各事業の拡大と育成を図るとともに、モバイル

コンテンツ事業及びモバイルコマース事業においてキャラクターを中心としたエンターテイメントを重点分野に据え、

両事業間におけるコンテンツの複合的な活用と展開を図りました。一方、新規事業につきましては、教育分野の開拓

の充実化を目指し、産学官連携環境教育プロジェクト「みんなでエコトレ！」の発足など、新たな戦略的取組みを開

始しております。

　これらの取組みの中で、「デジタル教育ブランドの確立」を目指して当社子会社ロケットカンパニー株式会社より

平成18年９月に発売した教育ソフト「財団法人日本漢字能力検定協会公認　漢検ＤＳ」は、当初予想を大幅に上回る

好調な販売結果となり、当社グループの当中間連結会計期間及び当連結会計期間における業績の拡大を牽引いたしま

した。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高2,753,951千円（前年同期比43.4％増）、経常利益713,123千円

（同81.5％増）となりましたが、投資有価証券評価損237,699千円を計上したことにより、中間純利益156,374千円（同

73.6％減）となりました。

　事業別の業績は次のとおりであります。

（モバイルコンテンツ事業）

　モバイルコンテンツ事業におきましては、キャラクター分野を中心とした新規サイトの拡充に注力し、「ご当地キ

ティパラダイス」「モダンペット＆フレンズ」など計16サイトの新規サービスを開始いたしました。なお、収益性の

向上を目指し、第１四半期に計６サイトの不採算サイトのサービスを中止しておりますが、平成18年９月末時点にお

けるモバイルコンテンツ登録会員数は、同年３月末時点よりも12万人増加となる212万人となり、市場成熟期を迎えた

現在も増加しております。

　この結果、この事業に関する売上高は1,865,639千円（同21.6％増）、営業利益は597,896千円（同19.4％増）とな

りました。

（モバイルコマース事業）

　モバイルコマース事業におきましては、売上規模の拡大を目指して、人気キャラクター「リラックマ」を中心とし

たオリジナル商品や各種ブランドとのコラボレーション商品による展開を引き続き推進するとともに、今後の業務の

生産性向上を目的として、物流システムの構築等にも着手いたしました。また、大手ＣＶＳへのキャラクターを中心

としたライセンス展開にも注力いたしました。

　この結果、この事業に関する売上高は154,903千円（同91.1％増）となりましたが、事業基盤構築のための諸費用の

発生等により、営業損失は12,414千円（前年同期は11,423千円の営業利益）となりました。

（パッケージソフトウェア事業）

　パッケージソフトウェア事業におきましては、当社子会社ロケットカンパニー株式会社にて、ニンテンドーＤＳ用

教育ソフト「財団法人日本漢字能力検定協会公認　漢検ＤＳ」とＰＣ用タイピングソフト「リラックマ　だらだらタ

イピングのすすめ」の計２タイトルを発売いたしました。特に、平成18年９月に発売した「財団法人日本漢字能力検

定協会公認　漢検ＤＳ」は、同年９月末現在で22万本の販売となっております。

　この結果、この事業に関する売上高は556,924千円（前年同期比316.3％増）、営業利益は248,381千円（同

1,130.1％増）となりました。

（ゴルフサービス事業）

　ゴルフサービス事業におきましては、モバイルを活用した新たなゴルフサービスのテスト運営の場として取得した

勝田ゴルフ倶楽部につきまして、各種サービスの試行を通じて、ノウハウの蓄積や顧客ニーズの把握という当初の目

的は達成できたものと考え、平成18年９月に同年10月31日付での同ゴルフ場の譲渡を決定いたしました。

また、勝田ゴルフ倶楽部の保有により蓄積したノウハウ等を活用し、当社子会社ゴールドゴルフ株式会社にて平成18

年２月にサービスを開始した「ＧＯＧＯＰＡＳＳ」につきましては、現在、商品設計の充実化とサービス・販売戦略

の構築を進めております。
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　この結果、この事業に関する売上高は176,483千円（同3.1％増）となりましたが、子会社ゴールドゴルフ株式会社

における営業費用の計上等により、営業損失は5,752千円（前年同期は8,321千円の営業損失）となりました。

２．財政状態

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、715,216千円と前連結会計年度末に

比べ3,438千円増加（前年同期は132,826千円減少）となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれら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25,772千円（前年同期比88.7％減）となりました。

　これは主に、税金等調整前中間純利益469,519千円、投資有価証券評価損237,699千円、営業未払金の増加額203,688千

円及び仕入債務の増加額170,448千円の増加要因を計上した一方で、売上債権の増加額489,769千円、法人税等の支払額

443,481千円及び未払金の減少額53,333千円の減少要因を計上したことにより、相殺されたものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　投資活動の結果使用した資金は113,214千円（前年同期は390,971千円の資金増加）となりました。

　これは主に、資金運用を目的とした投資有価証券の購入による支出491,507千円が、不動産売買契約による手付金収入

220,000千円及び投資有価証券の償還等による収入175,010千円により相殺されたものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果得られた資金は86,176千円（前年同期は757,239千円の資金減少）となりました。

　これは、短期借入れによる収入600,000千円が、短期借入金の返済による支出300,000千円、担保に供した預金の増加

額122,598千円及び配当金の支払額91,224千円により相殺されたものであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー等指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間

自己資本比率（％） 69.2 71.3 64.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
170.8 234.5 124.3

債務償還年数（年） 6.5 1.4 58.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
32.5 50.2 4.3

　（注）１．各指標の内容

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

４．営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・フロー計算書によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

３．通期の見通し

　下期におきましても、キャラクターを中心としたエンターテイメント分野や教育分野を軸とした既存事業の拡大と

新規事業の育成を図ってまいります。

　モバイルコンテンツ事業につきましては、引き続き新規サイト及びコンテンツの拡充を図ってまいります。高機能

端末の普及により需要拡大を続けるＨＴＭＬメールサイトの各通信キャリアへの展開の拡大や、端末の新機能に対応

したカスタマイズサービス特化型の従量課金サイトの開始、また、ユーザー層の拡大に向けた人気キャラクターを使

用した育児支援・育児教育関連サイトの開始などを予定しております。

　モバイルコマース事業につきましては、上期における物流システムの構築を基盤に、年末商戦に向けた人気キャラ

クターのオリジナル商品の投入強化を図ってまいります。また、キャラクターを中心としたライセンス展開につきま

しても、引き続き推進してまいります。
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　パッケージソフトウェア事業につきましては、当社子会社ロケットカンパニー株式会社において発売した「財団法

人日本漢字能力検定協会公認　漢検ＤＳ」のリピート売上が下期に入っても好調に推移することが予想されます。ま

た、今後の新規タイトルにつきましては、人気テレビ番組関連ソフトやキャラクター関連ソフト等を発売する予定で

おります。

　ゴルフサービス事業につきましては、当社子会社ゴールドゴルフ株式会社において展開するサービス「ＧＯＧＯＰ

ＡＳＳ」の商品内容のリニューアル及び販売網の確立を進めてまいります。

　なお、下期におきまして、勝田ゴルフ倶楽部に係るゴルフサービス事業の譲渡に伴う固定資産売却益1,444,348千円

の計上を見込んでおります。

　以上の結果、通期の業績の見通しにつきましては、売上高5,650,000千円、経常利益1,150,000千円、当期純利益

900,000千円を予定しております。

 ４．事業等のリスク

（１）市場動向について

当社グループが事業展開する携帯電話を中心としたモバイルインターネット市場は、堅調に成長を続けて

おりますが、将来の成長が当社の予想を下回った場合には、当社グループの業績に重要な影響を与える可能

性があります。

（２）競合について

当社グループが事業展開するモバイルインターネット市場は競争が激しく、国内競合企業の事業拡大や新

規参入が相次いでおります。このような状況において、競争の激化に対応すべく当社のノウハウ・資産を活

かして差別化を図っていく方針でありますが、当社グループが事業の推進を適時に行えない場合は、顧客数

の減少から当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（３）特定事業者への依存について

当社グループの事業展開において、㈱ＮＴＴドコモのｉモード向けのサービスが中心となっております。

当社グループでは、複数キャリアの展開に注力することにより、特定事業者への依存度を引き下げる所存で

あります。

（４）情報料回収代行手数料について

当社グループの現行の事業の柱であるモバイルコンテンツは、各キャリアが行う情報料回収代行サービス

を用いて、利用者からの情報料の回収を行っております。各キャリアが情報料回収代行サービスを停止また

は現在の契約条件を変更した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

また、今後コマース分野を強化することにより、各キャリアの情報料回収代行サービスへの依存度を低下

させていく所存であります。

（５）版権元について

当社グループの事業は、版権元より著作権、著作隣接権等の使用許可を得ているものがあり、版権元自身

が独自に同様の事業展開を行った場合など、優良版権を獲得できなくなった場合、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。

（６）法的規制について

当社グループの事業展開において、現状では規制を受けるような法的規制はありません。しかし、今後に

おいて、当社グループの事業を規制対象とする新法令の制定及び現行法令の適用の明確化、自主規制が求め

られた場合、当社グループはサービス内容の変更・中止や対応にかかるコスト増などにより当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。

（７）知的財産権について

当社グループの事業展開において、第三者の知的財産権を侵害せぬよう常に留意し、調査を行っておりま

すが、当社グループの調査が十分かつ当社グループの見解が妥当であるとは保証できません。もし、当社グ

ループが第三者の知的財産権を認識せずに侵害し、損害賠償請求や差止請求などがなされた場合、かかる請

求による負担は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（８）システムダウンについて

当社グループの事業は、コンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害や事故

等によって、通信ネットワークが切断された場合には、当社グループの営業は不可能となります。また、ア

クセス増などのトラフィックの急激な過負荷などによって、コンピュータシステムが動作不能な状態に陥っ

た場合、あるいは当社グループのハードウェアまたはソフトウェアの欠陥により、正常なサービス提供が行

われない可能性があります。
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さらには、外部からの不正アクセスによるハッキング、コンピュータウィルス感染、当社グループの社員

による過失等によって、当社グループのソフトウェア及びデータの書き換えや破壊等の被害を受ける可能性

があります。これらの事態が発生した場合には、当社グループの信用低下により当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。

（９）個人情報の管理について

当社グループが提供するサービスでは、利用申込時に携帯電話番号やメールアドレスをシステム上に保管

することがあります。これら当社が保管する個人情報については、厳重に管理をしておりますが、不正アク

セスや社内管理体制の瑕疵等によりこれらの情報が外部流出した場合には、当社グループへの損害賠償請求

や信用低下によって当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（10）当社の保有する投資有価証券について

当社は、市場性のある株式を大量に保有しております。時価が著しく低下した場合には、評価損の計上に

より当社の業績に影響を与える可能性があります。

（11）経営者への依存について

当社の代表取締役である神藏孝之は、当社の筆頭株主であるとともに、当社グループの企業運営全般に渡

り大きく関与しております。当社グループでは、取締役会や経営会議等における役員間の意思疎通等を通じ

て、経営リスクの軽減に努めておりますが、神藏孝之が当社グループを離れるような事態が生じた場合、当

社グループの企業運営に影響を与える可能性があります。

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２  1,253,329   835,814   704,777  

２．受取手形及び売掛金   946,835   1,643,635   1,153,866  

３．たな卸資産   16,294   37,256   20,611  

４．未収入金   854,072   －   －  

５．その他   318,932   101,195   104,862  

６．貸倒引当金   △44,947   △43,819   △44,766  

流動資産合計   3,344,516 37.1  2,574,082 26.6  1,939,351 20.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）土地  561,278   562,201   562,201   

(2）その他 ※１ 195,129 756,408 8.4 176,528 738,729 7.7 185,452 747,653 8.0

２．無形固定資産           

(1）その他  89,530 89,530 1.0 70,661 70,661 0.7 68,836 68,836 0.7

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 4,443,295   5,661,661   6,273,185   

(2）繰延税金資産  －   527,020   272,294   

(3）その他  469,302   173,990   178,879   

(4）貸倒引当金  △77,759 4,834,838 53.5 △70,559 6,292,113 65.0 △74,159 6,650,199 70.7

固定資産合計   5,680,777 62.9  7,101,504 73.4  7,466,689 79.4

資産合計   9,025,293 100.0  9,675,586 100.0  9,406,040 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   11,329   233,770   63,322  

２．短期借入金 ※２  1,500,000   1,500,000   1,200,000  

３．未払金   601,233   －   －  

４．営業未払金   487,304   803,087   599,399  

５．賞与引当金   18,900   18,250   －  

６．その他   97,361   854,255   788,413  

流動負債合計   2,716,129 30.1  3,409,363 35.3  2,651,135 28.2

Ⅱ　固定負債           

１．その他   4,700   2,350   2,350  

固定負債合計   4,700 0.1  2,350 0.0  2,350 0.0

負債合計   2,720,829 30.2  3,411,713 35.3  2,653,485 28.2

          

（少数株主持分）           

少数株主持分   55,568 0.6  － －  43,963 0.5

          

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,669,000 29.6  － －  2,669,000 28.4

Ⅱ　資本剰余金   3,101,918 34.4  － －  3,091,469 32.9

Ⅲ　利益剰余金   1,496,910 16.6  － －  1,682,961 17.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  △319,961 △3.6  － －  △60,581 △0.6

Ⅴ　自己株式   △698,971 △7.8  － －  △674,258 △7.2

資本合計   6,248,895 69.2  － －  6,708,592 71.3

負債、少数株主持分及
び資本合計

  9,025,293 100.0  － －  9,406,040 100.0

          

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   － －  2,669,000 27.6  － －

　２　資本剰余金   － －  3,091,469 31.9  － －

　３　利益剰余金   － －  1,684,403 17.4  － －

　４　自己株式   － －  △674,258 △7.0  － －

　　株主資本合計   － －  6,770,615 69.9  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価

差額金
  － －  △545,715 △5.6  － －

評価・換算差額等合計   － －  △545,715 △5.6  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  38,973 0.4  － －

純資産合計   － －  6,263,873 64.7  － －

負債純資産合計   － －  9,675,586 100.0  － －

－ 9 －



(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,920,877 100.0  2,753,951 100.0  4,372,286 100.0

Ⅱ　売上原価   1,027,279 53.5  1,405,495 51.0  2,362,446 54.0

売上総利益   893,597 46.5  1,348,455 49.0  2,009,839 46.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  530,368 27.6  641,864 23.3  1,172,355 26.8

営業利益   363,229 18.9  706,591 25.7  837,483 19.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1,231   3,335   3,517   

２．有価証券利息  1,109   －   1,109   

３．受取配当金  31,353   15,275   61,578   

４．為替差益  6,065   4,703   9,552   

５．貸倒引当金戻入益  －   3,600   －   

６．その他  6,460 46,221 2.4 480 27,393 1.0 17,550 93,308 2.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  7,164   5,992   16,925   

２．組合出資金運用損  9,301   12,278   9,301   

３．持分法による投資損
失

 －   917   －   

４．その他  105 16,570 0.8 1,673 20,861 0.8 509 26,736 0.6

経常利益   392,879 20.5  713,123 25.9  904,056 20.7

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却益  203,768 203,768 10.6 30 30 0.0 824,176 824,176 18.8

Ⅶ　特別損失           

１．投資有価証券評価損  8,108   237,699   371,344   

２．固定資産除却損 ※２ 5,001   5,934   21,388   

３．固定資産売却損 ※３ －   －   823   

４．投資有価証券売却損  － 13,109 0.7 － 243,633 8.8 48,160 441,717 10.1

税金等調整前中間
（当期）純利益

  583,538 30.4  469,519 17.1  1,286,515 29.4

法人税、住民税及び
事業税

 2,080   302,080   462,922   

法人税等調整額  △4,467 △2,387 △0.1 16,055 318,135 11.6 △41,308 421,613 9.6

少数株主損失   5,532 0.3  4,989 0.2  17,137 0.4

中間（当期）純利益   591,458 30.8  156,374 5.7  882,039 20.2
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   3,163,492  3,163,492

Ⅱ　資本剰余金減少高      

１．自己株式処分差損  61,574 61,574 72,023 72,023

Ⅲ　資本剰余金中間期末
（期末）残高

  3,101,918  3,091,469

     

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,090,408  1,090,408

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利
益

 591,458 591,458 882,039 882,039

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  152,556  257,086  

２．役員賞与  32,400 184,956 32,400 289,486

Ⅳ　利益剰余金中間期末
（期末）残高

  1,496,910  1,682,961
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中間連結株主資本等変動計算書

　　当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

2,669,000 3,091,469 1,682,961 △674,258 6,769,173

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △105,032  △105,032

役員賞与（注）   △49,900  △49,900

中間純利益   156,374  156,374

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　 　（千円)

－ － 1,442 － 1,442

平成18年９月30日　残高　 　　
　

（千円）
2,669,000 3,091,469 1,684,403 △674,258 6,770,615

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

平成18年３月31日　残高　　　　　
　

（千円）
△60,581 △60,581 43,963 6,752,555

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △105,032

役員賞与（注）    △49,900

中間純利益    156,374

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△485,134 △485,134 △4,989 △490,123

中間連結会計期間中の変動額合計
　            　         （千円)

△485,134 △485,134 △4,989 △488,681

平成18年９月30日　残高
（千円）

△545,715 △545,715 38,973 6,263,873

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前中間（当
期）純利益

 583,538 469,519 1,286,515

減価償却費  19,082 15,188 41,744

連結調整勘定償却額  7,398 － 14,796

のれん償却額  － 7,398 －

貸倒引当金の減少額  △7,209 △4,546 △10,990

賞与引当金の増加額  18,900 18,250 －

受取利息及び受取配当
金

 △33,090 △18,610 △66,205

支払利息  7,164 5,992 16,925

為替差益  △5,388 △4,703 △9,597

投資有価証券売却損  － － 48,160

投資有価証券売却益  △203,768 △30 △824,176

投資有価証券評価損  8,108 237,699 371,344

組合出資金運用損  9,301 12,278 9,301

固定資産除売却損  5,001 5,934 22,212

租税公課  9,753 － －

売上債権の増加額 △90,557 △489,769 △297,588

たな卸資産の増加額 △8,010 △16,645 △12,326

前渡金の増減額 △9,566 － 23,564

未収入金の増加額 △9,357 △19,181 －

仕入債務の増減額 △10,118 170,448 41,874

営業未払金の増減額 △9,278 203,688 102,816

未払金の増減額 △27,866 △53,333 69,133

預り金の減少額 △24,855 △10,898 △38,987

仮受金の増加額 7,350 － －

前受金の増加額 23,310 － －

役員賞与の支払額 △32,400 △49,900 △32,400

未払消費税等の増減額 7,502 △20,241 32,738

その他 △819 △697 11,301

小計  234,123 457,840 800,156

利息及び配当金の受取
額

 33,093 17,406 65,642

利息の支払額  △7,014 △5,992 △16,243

法人税等の支払額  △32,150 △443,481 △34,047

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 228,052 25,772 815,508
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

有形固定資産購入によ
る支出

 △27,961 △10,467 △36,798

無形固定資産購入によ
る支出

 △13,389 △7,587 △17,552

不動産売買契約による
手付金収入

 － 220,000 －

有価証券償還による収
入

 100,000 － 100,000

投資有価証券取得によ
る支出

 △1,213,889 △491,507 △12,405,207

投資有価証券売却によ
る収入

 1,551,062 30 11,990,100

組合出資金の出資によ
る支出

 △6,761 － －

投資有価証券の償還等
による収入

 33,356 175,010 33,356

新規連結子会社の取得
による支出

※２ △58,612 － △58,612

会員権償還による収入  37,500 － 37,500

敷金保証金の預入によ
る支出

 △16,015 － △16,055

短期貸付金回収による
収入

 2,000 － －

その他  3,682 1,307 5,880

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 390,971 △113,214 △367,389

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入れによる収入  1,500,000 600,000 2,900,000

短期借入金返済による
支出

 △2,000,000 △300,000 △3,700,000

担保に供した預金の増
加額

※１ △213,686 △122,598 －

少数株主に対する株式
発行による収入

 14,000 － 14,000

ストックオプション行
使による収入

 77,549 － 91,814

長期借入金返済による
支出

 △6,400 － △6,400

配当金の支払額  △128,702 △91,224 △217,822

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △757,239 86,176 △918,408
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 5,388 4,703 9,597

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

 △132,826 3,438 △460,691

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,087,326 711,777 1,087,326

Ⅶ　連結範囲変更に伴う現金
及び現金同等物の増加額

 85,143 － 85,143

Ⅷ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※１ 1,039,642 715,216 711,777
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

１．連結の範囲に関する事

項

(1) 連結子会社の数　２社

主要な連結子会社の名

称

モバイルゴルフオンラ

イン㈱

ロケットカンパニー㈱

　モバイルゴルフオンラ

イン㈱及びロケットカン

パニー㈱については、新

たに株式を取得したこと

から、当中間連結会計期

間より連結の範囲に含め

ております。

 　

  

 

 

 

 (2) 非連結子会社の名称等

Imagineer STD（HK）

Limited.

 （連結の範囲から除い

た理由）

　非連結子会社は、い

ずれも小規模であり、

合計の総資産、売上高、

中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないた

めであります。 

(1) 連結子会社の数　２社

主要な連結子会社の名

称

ゴールドゴルフ㈱

 

ロケットカンパニー㈱

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (2) 非連結子会社の名称等

Imagineer STD（HK）

Limited.

 （連結の範囲から除い

た理由）

　 同左

(1) 連結子会社の数　２社

主要な連結子会社の名

称

ゴールドゴルフ㈱

 

ロケットカンパニー㈱ 

 ゴールドゴルフ㈱及び

ロケットカンパニー㈱

については、新たに株

式を取得したことから、

当連結会計年度より連

結の範囲に含めており

ます。

  （追加情報）

　ゴールドゴルフ㈱は、

平成17年12月８日付けで、

モバイルゴルフオンライ

ン㈱より商号変更してお

ります。  

 (2) 非連結子会社の名称等

Imagineer STD（HK）

Limited. 

 （連結の範囲から除い

た理由）

　非連結子会社は、い

ずれも小規模であり、

合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためで

あります。

２．持分法の適用に関する

事項

(1) 持分法を適用した関連

会社数　 

―――― 

 

 

 

 

 

 

(1) 持分法を適用した関連

会社数　　　　 1社

主要な会社等の名称 

 ㈱デルタアーツ

　㈱デルタアーツについて

は、新たに株式を取得した

ことから、当中間連結会計

期間より持分法適用の範囲

に含めております。

(1) 持分法を適用した関連

会社数　 

―――― 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

(2)持分法を適用していない

非連結子会社

（ImagineerSTD（HK）

Limited.）は、中間純損益

（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象

から除いても中間連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても

重要性が無いため持分法の

適用範囲から除外しており

ます。

(2)持分法を適用していない

非連結子会社

同左

(2)持分法を適用していない

非連結子会社

（ImagineerSTD（HK）

Limited.）は、当期純損益

（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性

が無いため持分法の適用範

囲から除外しております。

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項

　すべての連結子会社の中

間期の末日は、中間連結決

算日と一致しております。

　同左 　すべての連結子会社の事

業年度の末日は、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

（イ）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

中間決算日の

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）

 

時価のないもの

移動平均法に

よる原価法

②　たな卸資産

総平均法による原

価法

（イ）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

中間決算日の

市場価格等に

基づく時価法

（評価差額は

全部純資産直

入法により処

理し、売却原

価は移動平均

法により算

定）  

時価のないもの

同左

 

②　たな卸資産

同左

 （イ）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 

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）

 

時価のないもの

同左

 

 ②　たな卸資産

 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

（ロ）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、平成10年

４月１日以降に取得

した建物（付属設備

を除く）については、

定額法

　なお、主な耐用年

数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　７～42年

構築物　　　２～30年

車両　　　　　  ４年

工具器具備品２～15年

（ロ）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

 

 

 

 

 

 

 （ロ）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

 

 

 

 

 

 

②　無形固定資産

自社利用ソフト

ウェア

　社内における利用

可能期間（５年）に

基づく定額法

②　無形固定資産

自社利用ソフト

ウェア

同左

 ②　無形固定資産

自社利用ソフト

ウェア 

同左

　　その他

 ――――

　　その他

定額法 

　　その他 

 ――――

③　長期前払費用

定額法

③　長期前払費用

同左

 ③　長期前払費用

同左 

（ハ）重要な引当金の計上

基準

①　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

可能性を検討し、回

収不能見込額を計上

しております。

（ハ）重要な引当金の計上

基準

①　貸倒引当金

同左

 （ハ）重要な引当金の計上

基準

貸倒引当金 

 同左

②　賞与引当金

　従業員への業績連

動型賞与の支給に備

えるため、支給見込

み額に基づき計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

―――― 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

（追加情報）

　当中間連結会計期間にお

いて、業績連動型賞与の将

来の見込み額を新たに賞与

引当金として計上いたしま

した。

――――

 

―――― 

 

（ニ）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。

（ニ）重要なリース取引の

処理方法

同左

 （ニ）重要なリース取引の

処理方法

 同左

（ホ）その他中間連結財務

諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

方法

　消費税等の会計処理

は、税抜方式を採用し

ております。

（ホ）その他中間連結財務

諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

方法

　同左

 （ホ）その他連結財務諸表

作成のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

方法 

 同左

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（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。

同左  同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当中間連結会計期間より、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。

 ――――

 

 （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。

 ――――

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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）を適用してお

ります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は6,224,899千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

 ――――

 

 ――――

 

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「役員賞

与に関する関する会計基準」（企業会

計基準第４号平成17年11月29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。

 ――――
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

  ────── （中間連結貸借対照表）

１．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「未収入金」は、資産総額の100分の５以下となったた

め、当中間連結会計期間より、流動資産の「その他」に

含めて表示することに変更いたしました。

　　なお、当中間連結会計期間末の「未収入金」の金額は

22,132千円であります。

２.　前中間連結会計期間において投資その他の資産の「そ

の他」に含めていた「繰延税金資産」は資産総額の100

分の５を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記

することといたしました。

　なお、前中間連結会計期間末の「繰延税金資産」の金

額は4,467千円であります。

３．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「未払金」は、負債純資産合計の100分の５以下となっ

たため、当中間連結会計期間より、流動負債の「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。

　なお、当中間連結会計期間末の「未払金」の金額は

98,724千円であります。

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「のれん償却額」と表示しております。

２．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動による

キャッシュ・フローの「前渡金の増減額」については、

重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて

表示しております。

　なお、当中間連会計期間の「前渡金の増加額」の金額

は6,048千円であります。

３．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動による

キャッシュ・フローの「仮受金の増加額」については、

重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて

表示しております。

　なお、当中間連会計期間の「仮受金の減少額」の金額

は312千円であります。

 ４．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動による

キャッシュ・フローの「前受金の増加額」については、

重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて

表示しております。

　なお、当中間連会計期間の「前受金の増加額」の金額

は984千円であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 ５．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

中間連結キャッシュ・フロー計算書の投資活動による

キャッシュ・フローの「敷金保証金預入による支出」に

ついては、重要性が乏しくなったため、当中間連結会計

期間より投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めて表示しております。

　なお、当中間連会計期間の「敷金保証金預入による支

出」の金額は3千円であります。

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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） 

 ────── 　当社グループは平成18年９月27日、

ＰＧＰアセットホールディングス１

(有)と勝田ゴルフ倶楽部（茨城県ひた

ちなか市）を平成18年10月31日に引渡

す不動産売買契約を締結しました。こ

の不動産の売却価格は2,200,000千円

であり、売却益は1,444,348千円を見

込んでおります。

  ──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

140,140千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

152,848千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

152,528千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次の

とおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次の

とおりであります。

※２　　　　――――

　

現金及び預金 213,686千円

投資有価証券 1,404,900千円

計 1,618,586千円

現金及び預金 122,598千円

投資有価証券 539,000千円

計 661,598千円

　担保付債務は、次のとおりで

あります。

短期借入金　1,000,000千円

　担保付債務は、次のとおりで

あります。

短期借入金　 　300,000千円

　

 

３　当社は、効率的な資金調達を行

うため取引銀行と貸出コミットメ

ント契約を締結しております。こ

の契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

３　当社は、効率的な資金調達を

行うため取引銀行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。この契約

に基づく当中間連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとおり

であります。

３　当社は、効率的な資金調達を行

うため取引銀行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結

しております。この契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

貸出コミッ

トメント契

約の総額

2,000,000千円

借入実行残

高
1,000,000千円

差引額 1,000,000千円

当座貸越極

度額及び貸

出コミット

メント契約

の総額 

1,700,000千円

借入実行残

高
1,500,000千円

差引額 200,000千円

当座貸越極

度額及び貸

出コミット

メント契約

の総額 

1,200,000千円

借入実行残

高
1,200,000千円

差引額 －千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

※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。

※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。

※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。

給料手当 82,445千円

賞与引当金繰入額 18,900千円

支払手数料 183,972千円

研究開発費 56,204千円

貸倒引当金繰入額 11,701千円

給料手当 111,371千円

賞与引当金繰入額 18,250千円

支払手数料 218,022千円

研究開発費 52,711千円

貸倒引当金繰入額 15,259千円

給料手当 203,086千円

支払手数料 387,980千円

研究開発費 107,044千円

貸倒引当金繰入額 27,164千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

建物 3,794千円

工具器具備品 1,206千円

建物 4,522千円

工具器具備品 1,411千円

建物 3,794千円

工具器具備品 1,756千円

ソフトウェア 15,837千円

※３　　　　　―――― ※３　　　　　―――― ※３　固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

 車両運搬具　　　 　　823千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 11,872 － － 11,872

合計 11,872 － － 11,872

自己株式

普通株式 1,369 － － 1,369

合計 1,369 － － 1,369

２．配当に関する事項

　（1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 105,032 10 平成18年３月31日 平成18年６月29日

　（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月10日

取締役会
普通株式 105,032  利益剰余金 10 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,253,329

担保に供した預金 △213,686

現金及び現金同等物 1,039,642

 （千円）

現金及び預金勘定 835,814

担保に供した預金 △122,598

 その他（コールロー

ン）
2,000

現金及び現金同等物 715,216

 （千円）

現金及び預金勘定 704,777

その他（コールロー

ン）
7,000

現金及び現金同等物 711,777

 ※２　　　　　――――  ※２　　　　　――――  ※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ロケッ

トカンパニー㈱を連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びにロケットカンパニー㈱

株式の取得価額とロケットカンパ

ニー㈱取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりです。

 （千円）

 流動資産 103,514

 固定資産 8,207

 連結調整勘定 60,047

 流動負債 △25,370

 固定負債 △6,400

 ロケットカンパニー

㈱株式取得価額
140,000

 ロケットカンパ

ニー㈱現金及び現

金同等物

△81,387

 差引：ロケットカ

ンパニー㈱取得の

ための支出

58,612
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①　リース取引

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

 

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 4,494,665 4,151,338 △343,326

(2)債券    

国債・地方債等  － － － 

社債  － － － 

その他  － － － 

(3)その他 80,747 103,669 22,921

合計 4,575,413 4,255,007 △320,405

　（注）減損処理金額については取得原価から控除しております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 188,287

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 5,374,742 4,488,811 △885,931

(2)債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 383,810 395,630 11,820

合計 5,758,552 4,884,441 △874,111

　（注）減損処理金額については取得原価から控除しております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 192,868

投資事業有限責任組合等への出資 580,920
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 5,584,619 5,396,377 △188,242

(2)債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － －  －

その他 － － － 

(3)その他 182,310 252,544 70,234

合計 5,766,930 5,648,921 △118,008

　（注）減損処理金額については取得原価から控除しております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 163,515

投資事業有限責任組合等への出資 460,299

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

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）

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　ストック・オプション等関係

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

モバイルイン
ターネット

事業
（千円）

ゴルフサービ
ス事業
（千円）

パッケージソ
フトウェア

事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 1,615,892 171,215 133,768 1,920,877 － 1,920,877

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 35,400 94,867 130,267 (130,267) －

計 1,615,892 206,615 228,635 2,051,144 (130,267) 1,920,877

営業費用 1,103,801 214,937 208,444 1,527,182 30,465 1,557,648

営業利益（又は営業損失） 512,091 (8,321) 20,191 523,961 (160,732) 363,229

　（注）１．事業の区分方法

 事業は、製品の系列及び市場の類似性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 主要製品等

 モバイルインターネット事業  モバイルコンテンツ、キャラクター関連商品等

 ゴルフサービス事業  ゴルフ場運営収入等

 パッケージソフトウェア事業  家庭用ビデオゲームソフト等

 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は 149,474千円であり、その主なものは親会

社本社の管理部門等にかかる費用であります。

　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

モバイル
コンテン
ツ事業
（千円）

モバイル
コマース
事業
（千円）

パッケー
ジソフト
ウェア事
業
（千円）

ゴルフ
サービス
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,865,639 154,903 556,924 176,483 2,753,951 － 2,753,951

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 572 8,465 － 9,037 (9,037) －

計 1,865,639 155,475 565,389 176,483 2,762,988 (9,037) 2,753,951

営業費用 1,267,743 167,890 317,007 182,236 1,934,877 112,482 2,047,359

営業利益（又は営業損失） 597,896 (12,414) 248,381 (5,752) 828,110 (121,519) 706,591

　（注）１．事業の区分方法

 事業は、製品の系列及び市場の類似性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 事業内容

モバイルコンテンツ事業 モバイルコンテンツ

モバイルコマース事業 モバイルコマース、キャラクターグッズ製造及びライセンス等

パッケージソフトウェア事業 家庭用ゲーム機向けソフトウェア

ゴルフサービス事業 ゴルフ場運営収入、ゴルフサービス

 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は130,781千円であり、その主なものは親会社

本社の管理部門等にかかる費用であります。
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４．事業区分の方法の変更

 事業区分の方法について、前中間連結会計期間まで「モバイルインターネット事業」に含めて表示しておりま

した「モバイルコマース事業」は、前中間連結会計期間以降業容が拡大し重要性が増したため、前連結会計年

度末より、セグメントの名称「モバイルコマース事業」として区分表示することに変更いたしました。また、

「モバイルコマース事業」を区分表示したことに伴い「モバイルインターネット事業」の名称を「モバイルコ

ンテンツ事業」に変更いたしました。

 なお、前連結会計年度における変更後の区分によった場合の前中間連結会計期間の事業の種類別セグメント情

報は次のとおりであります。

 前中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日）

 

モバイル
コンテン
ツ事業
（千円）

モバイル
コマース
事業
（千円）

パッケー
ジソフト
ウェア事
業
（千円）

ゴルフ
サービス
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,534,816 81,076 133,768 171,215 1,920,877 － 1,920,877

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 94,867 35,400 130,267 (130,267) －

計 1,534,816 81,076 228,635 206,615 2,051,144 (130,267) 1,920,877

営業費用 1,034,149 69,652 208,444 214,937 1,527,182 30,465 1,557,648

営業利益（又は営業損失） 500,667 11,423 20,191 (8,321) 523,961 (160,732) 363,229

　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
（千円）

モバイル
コマース
事業
（千円）

パッケー
ジソフト
ウェア事
業
（千円）

ゴルフ
サービス
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 3,312,390 295,409 419,377 345,107 4,372,286 － 4,372,286

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 8,266 － 8,266 (8,266) －

計 3,312,390 295,409 427,644 345,107 4,380,552 (8,266) 4,372,286

営業費用 2,239,685 266,177 340,136 429,298 3,275,297 259,504 3,534,802

営業利益（又は営業損失） 1,072,704 29,232 87,508 (84,190) 1,105,254 (267,771) 837,483

　（注）１．事業の区分方法

 事業は、製品の系列及び市場の類似性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 事業内容

モバイルコンテンツ事業 モバイルコンテンツ

モバイルコマース事業 モバイルコマース、キャラクターグッズ製造及びライセンス等

パッケージソフトウェア事業 家庭用ゲーム機向けソフトウェア

ゴルフサービス事業 ゴルフ場運営収入、ゴルフサービス

 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は280,639千円であり、その主なものは当社の

管理部門等にかかる費用であります。
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４．事業区分の方法の変更

 事業区分の方法について、当中間連結会計期間まで「モバイルインターネット事業」に含めて表示しておりま

した「モバイルコマース事業」は、当中間連結会計期間以降業容が拡大し重要性が増したため、当連結会計年

度末より、セグメントの名称「モバイルコマース事業」として区分表示することに変更いたしました。また、

「モバイルコマース事業」を区分表示したことに伴い「モバイルインターネット事業」の名称を「モバイルコ

ンテンツ事業」に変更いたしました。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

本邦以外の国また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。

　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

本邦以外の国また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。

　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）

本邦以外の国また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。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

　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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

１株当たり純資産額 597円80銭

１株当たり中間純利益 57円68銭

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益
56円78銭

１株当たり純資産額 592円66銭

１株当たり中間純利益 14円88銭

潜在株式調整後1株当た

り中間純利益
14円81銭

１株当たり純資産額 633円96銭

１株当たり当期純利益 80円36銭

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
78円58銭

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 591,458 156,374 882,039

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 49,900

（うち利益処分による役員賞与金） － － (49,900)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
591,458 156,374 832,139

期中平均株式数（千株） 10,253 10,503 10,353

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

　中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

　普通株式増加額（千株） 161 51 235

　（うち新株予約権） (138) (31) (188)

　（うち新株引受権） (23) (19) (46)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

 ―――― 平成17年６月29日定時

株主総会決議ストック

オプション（新株予約

権）

新株予約権の目的となる

株式の数

400,000株 

  ――――
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

　当社は、貸出コミットメント契約に

基づく借入れを下記のとおり実施して

おります。

―――― ――――

１.借入先：

エス・ジー・信託銀行株式会社

２.借入総額：700,000千円

３.利率：

利息支払日のLibor＋年率0.9％

４.返済方法：期限一括

５.実施時期：

平成17年10月26日　500,000千円

平成17年10月31日　200,000千円

６.返済期限：

平成18年４月26日　500,000千円

平成18年５月１日　200,000千円

７.資金の使途：有価証券の取得

８.担保：投資有価証券の一部

 

 ―――― ―――― 　（新株予約権の発行）

　平成18年４月26日開催の取締役会決

議に基づき、平成18年４月26日に次の

とおりストック・オプションとして新

株予約権を発行しました。

 (1）発行した新株予約権の数

 　　4,000個

 (2）新株予約権の目的となる株式の

種類及び数

 　　普通株式400,000株

　　（新株予約権１個につき100株）

  なお、当社が株式分割または株

式併合を行う場合、次の算式によ

り調整されるものとする。ただし、

かかる調整には、その時点で行使

されていない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行われる

ものとする。

調整後株式数＝
調整前

株式数
×

分割・

併合の比率

　　（１株未満の株式は切り捨てる）

 (3）発行価額

 　無償とする。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 (4）権利行使時の１株当たり払い込

み金額

 2,119円

　なお、株式分割・併合を行う場

合には、次の算式により払込金額

を調整し、調整による１円未満の

端数は切り上げる。

調整後

払込金額
＝
調整前

払込金額
×

１

分割・併合の比率

  また、時価を下回る価額で新株

を発行するとき（時価発行として

行う公募増資、新株予約権及び新

株予約権証券の行使に伴う株式の

発行により、調整後払込金額が減

少する場合を除く）は、次の算式

により発行価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。

      
新発行

株式数
×

１株当たり

払込金額  

調整後

新株払込

金額

＝

調整前

新株払込

金額

×

既発行

株式数
＋ １株当たり時価

既発行株式数＋新発行株式数

 

 (5）行使の条件

①　新株予約権の行使期間平成22

年７月１日から平成27年６月

29日まで

②　対象者として新株予約権を付

与された者は、権利行使時に

おいても当社または当社関係

会社に在任・在籍しているこ

とを要す。

③  新株予約権の質入、その他処

分及び相続は認めない。

④  新株予約権に関するその他細

目については、平成17年6月29

日開催の第28回定時株主総会

の決議及び平成18年4月26日開

催の取締役会決議に基づき当

社と対象者との間で締結され

る新株予約権付与契約に定め

るものとする。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 (6）消却の事由及び条件

①  当社が消滅会社となる合併契

約書が承認された場合、当社

が完全子会社となる株式交換

契約書承認の議案並びに株式

移転の議案につき株主総会で

承認された場合は、新株予約

権を無償で消却する。

②　新株予約権が上記(5）．②に

定める規定により、権利を行

使する条件に該当しなくなっ

た場合は、当該新株予約権を

無償で消却する。また、その

場合の消却手続きは、新株予

約権行使期間終了後に一括し

て行なうことができるものと

する。

 (7）有利な条件の内容

　当社取締役に対して、新株予約

権を無償で発行した。

 ――――  （借入金の返済）

　当社は、勝田ゴルフ倶楽部売却に伴

い、以下の通り当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約に対する借入金の

期日前返済を行っております。

 １．借入先：

エス・ジー・信託銀行株式会社

 ２．返済日：平成18年11月８日

 ３．返済金額：300,000千円

　なお、この返済による当社損益への

影響は軽微であります。

　当社は、勝田ゴルフ倶楽部売却に伴

い、以下の通り当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約に対する借入金の

期日前返済を行います。

 １．借入先：

株式会社みずほ銀行

 ２．返済日：平成18年11月15日

 ３．返済金額：1,200,000千円

　なお、この返済による当社損益への

影響は軽微であります。

 ――――
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５．生産、受注及び販売の実績

(1）生産実績

事業の種類別セグメントの名称

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９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)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

モバイルコンテンツ事業 － － － － － －

モバイルコマース事業 － － 51,945 8.5 98,573 20.9

パッケージソフトウェア事業 99,465 100.0 558,036 91.5 373,268 79.1

ゴルフサービス事業 － － － － － －

合計 99,495 100.0 609,982 100.0 471,842 100.0

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

 　　　 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　　 ３．事業区分の変更

 事業区分の方法について、前中間連結会計期間まで「モバイルインターネット事業」に含めて表示しておりま

した「モバイルコマース事業」は、前中間連結会計期間以降業容が拡大し重要性が増したため、前連結会計年

度末より、セグメントの名称「モバイルコマース事業」として区分表示することに変更いたしました。また、

「モバイルコマース事業」を区分表示したことに伴い「モバイルインターネット事業」の名称を「モバイルコ

ンテンツ事業」に変更いたしました。

(2）受注状況

　受注状況において記載すべき事項はありません。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９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)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

モバイルコンテンツ事業 1,534,816 79.9 1,865,639 67.8 3,312,390 75.8

モバイルコマース事業 81,076 4.2 154,903 5.6 295,409 6.7

パッケージソフトウェア事業 133,768 7.0 556,924 20.2 419,377 9.6

ゴルフサービス事業 171,215 8.9 176,483 6.4 345,107 7.9

合計 1,920,877 100.0 2,753,951 100.0 4,372,286 100.0

　（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．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間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ドコモに対する販売実績は当社が㈱NTTドコモのiモードサービス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、同社が、当該情報料の回収代行を行うものであ

ります。

相手先

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱NTTドコモ 1,159,849 60.4 1,411,774 51.3

任天堂㈱ － － 543,400 19.7
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３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．事業区分の変更

 事業区分の方法について、前中間連結会計期間まで「モバイルインターネット事業」に含めて表示しておりま

した「モバイルコマース事業」は、前中間連結会計期間以降業容が拡大し重要性が増したため、前連結会計年

度末より、セグメントの名称「モバイルコマース事業」として区分表示することに変更いたしました。また、

「モバイルコマース事業」を区分表示したことに伴い「モバイルインターネット事業」の名称を「モバイルコ

ンテンツ事業」に変更いたしました。
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