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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

２．19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31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３四半期 9,156  （ △2.5） 655  （△54.4） 661  （△54.2）

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

（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３四半期 372  （  ―  ） 1,926 89 ― ―

18年３月期第３四半期 △823  （  ―  ） △4,258 89 ― ―

（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３四半期 193,435株 18年３月期第３四半期 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３四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、対比は行っておりません。また、18年３月期第３四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３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、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。また、18年３月期第３四半期、18年３月期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、四半

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

定性的情報等」をご覧下さい。

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

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３四半期 10,063 7,636 75.8 39,454 41

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

（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３四半期 193,435株 18年３月期第３四半期 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３四半期 167 △2,265 △116 1,862

18年３月期第３四半期 △218 △2,222 △188 3,754

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

定性的情報等」をご覧下さい。

３．19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

通期 12,200 900 510

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 2,636円54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。

－ 2 －



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、モバイル・ＰＣともにブロードバンド化が進み、インターネット

市場の拡大を促進しております。携帯電話機等の加入者数は、平成18年12月末時点で9,982万人（前年同期比5.4％増）、

携帯ＩＰ接続サービス（ＰＨＳを除く）に関しましても8,258万人（前年同期比5.5％増）となり、さらに、高速データ通

信が可能な第３世代携帯電話の加入者数は6,321万人（前年同期比46.9％増）と急速に普及しております。また、光ファイ

バ接続サービスやＡＤＳＬ等に代表される主要ブロードバンド契約者数は、平成18年９月末現在で2,504万人（前年同期比

16.8％増）となる等、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、総務省調べ）

　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お

よび効率運営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、モバイル・ＰＣ向け通販やネット広告事業等、業容拡大に向けた取

り組みを行ってまいりました。しかしながら、モバイルコンテンツの有料会員数減少の影響は大きく、当第３四半期の売

上高は91億56百万円（前年同期比2.5％減）、経常利益6億61百万円（前年同期比54.2％減）、四半期純利益は3億72百万円

（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様々なコンテンツを積極的に展開してまいりました。中でも、本格的な

ロールプレイングゲームを新たに追加した「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥモバイルジャック」や、業務用アミューズメントマシン

と連動した携帯電話機向けコンテンツ「機動戦士ガンダム　戦場の絆」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12月時点の会員数は170万人（前年同期比12.3％増）となりました。

　サウンド分野におきましては、携帯電話機向け動画コンテンツ配信サービスとして、フルバージョンのアニメーショ

ン動画を高画質・高音質で閲覧可能な「アニメ.モビ」の拡充を図る等、積極的な展開を行ってまいりました。しかしな

がら、「プラチナメロディ」をはじめとする「着信メロディ」等の主力コンテンツの会員数が減少したことによる影響

が大きく、平成18年12月時点の会員数は86万人（前年同期比27.5％減）となりました。

　キャラクター・総合分野におきましては、「機動戦士ガンダム」、「マイメロディ」等人気の高いキャラクターを使っ

たＨＴＭＬメールサービスや、携帯電話機のメニュー画面等の様々なインターフェースが一括で設定・変更できるカス

タマイズサービスを拡充する等、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、従来の待受画面コン

テンツ等の会員数減少の影響は大きく、平成18年12月時点の会員数は110万人（前年同期比18.6％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、モバイルコンテンツの会員数の減少傾向に下げ止まり感が見られたものの、サウンド

分野、キャラクター・総合分野における会員数減少の影響は大きく、平成18年12月時点のモバイルコンテンツの有料会

員数は366万人（前年同期比9.6％減）となりました。

　この結果、売上高は57億12百万円（前年同期比13.0％減）、営業利益は11億6百万円（前年同期比32.8％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継続して

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

ズと共同で展開中の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」を

活用し、ＴＶ番組と連動した新しいサービスを展開する等、携帯電話機の新しい可能性を追求する技術開発にも引き続

き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生

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引き続き好調に推移しました。

　この結果、ソリューション事業セグメントとしての売上高は24億77百万円（前年同期比　－　）、営業利益は1億87百

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、当社グループにおけるモバイルサイト構築・運営のノウハウ

を活かし、20代の女性をターゲットとしたランキング形式のモバイルショッピングサイト「ランラン　ランキング」を

㈱千趣会と共同で展開する等、ブランド力や商品力を持つ様々なパートナー企業17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、収益に貢献する商材が不足したこと等により苦戦を強いられておりますが、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、小中学生を対象とした情報交換サイト「サークルリンク」において、㈱ネット

マイルとの共同事業であるネットリサーチサービス「キッズリサーチ」や、日本テレビ放送網㈱が運営する第２日本テ

レビにおいてサイトと連動したネット配信番組「サークルリンクＴＶ」を開始するなど、今後の事業拡大に向けたサイ

ト開発に引き続き注力してまいりました。

　この結果、その他事業セグメント全体としては、コマース分野の販売不振や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の影響等により、売上高は9億66百万円（前年同期比　－　）、営業損失は3億31百

万円（前年同期比　－　）となりました。 

 

（注）１．平成18年12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、前年同期が純損失のため、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３四半期末における総資産につきましては、主に時価評価に伴う「投資有価証券」の減少により、前連結会計年

度末に比べ5億7百万円減少し、100億63百万円となりました。

　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5億円減少し、24億27百

万円となりました。

  少数株主持分を含めた純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ7百万円減少し、76億36百万円となりました。

 (2) キャッシュ・フローの状況

 　当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、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22億13百万円減少し、18億62百万円となりました。

  (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6億76百万円となったものの、債権債務の

増減や法人税等の支払6億83百万円等により1億67百万円の収入となりました。

  (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26億円等により22億65百万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1億16百万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

第４四半期につきましては、３ヵ年の中期経営計画における初年度として、引き続き中期事業戦略に掲げた「コンテン

ツ事業」、「ソリューション事業」、「コマース事業」、「マーケティング事業」の４つの柱の連携による事業展開を中

心に、「総合ネットワーク企業への飛躍」を目指してまいります。

　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いては、モバイルコンテンツ分野において、高付

加価値コンテンツの拡充や、サイト統合による平均利用料金の高単価化・効率化を目指してまいります。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、既存技術である「２Ｄベクターエンジン」、「３Ｄエンジン」の拡充

とともに、「画像認識エンジン」の技術ライセンス・サービス化展開等を行い、携帯電話機向けの魅力ある技術開発・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、引き続き積極的に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。また、

平成18年４月よりスタートしたマーケティング分野におきましては、当社グループの持つエンターテイメントコンテンツ

やサイトの集客力、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、自社

メディアによる新規ビジネスの確立を目指し、さらなる事業の拡大に取り組んでまいります。その他、有力な技術力・コ

ンテンツ力を持つ企業との資本提携や業務提携等につきましても、随時検討、推進してまいります。

　なお、平成19年３月期の通期業績予想につきましては、ソリューション事業セグメントにおいて、第４四半期に開始を

予定しておりました企業向けソリューションおよび携帯電話機向け技術ライセンスの一部が次期にずれ込んだことや、コ

マース分野におけるオリジナル商品の販売不振等を考慮し、連結業績は、売上高122億円、経常利益9億円、当期純利益5億

10百万円を見込んでおります。

 

４． 有料会員数　

 当第３四半期末までの有料会員数の推移は以下のとおりであります。
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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。

[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、事業を取り巻く経済環境、市場動向等が含まれます。
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[添付資料]

１．（要約）四半期連結貸借対照表

科目

当第３四半期
（平成18年12月31日）

前第３四半期
（平成17年12月31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 1,862,074 1,804,241   3,625,751

 2. 売掛金 2,612,883 3,201,283   2,902,202

 3. 有価証券 － 1,999,933   500,000

 4. たな卸資産 80,301 16,563   10,812

 5. 繰延税金資産 67,012 122,627   128,723

 6. 親会社に対する短期
貸付金

2,600,000 －   －

 7. その他 321,589 126,198   255,733

　　 貸倒引当金 △24,604 △32,954   △31,066

　流動資産合計 7,519,257 7,237,894 281,362 3.9 7,392,156

Ⅱ　固定資産      

 1. 有形固定資産      

 (1) 建物 34,890 41,732   39,840

 (2) 工具器具及び備品 168,964 135,800   168,681

有形固定資産合計 203,854 177,532 26,321 14.8 208,522

 2. 無形固定資産 61,258 48,382 12,875 26.6 71,015

3. 投資その他の資産      

 (1) 投資有価証券 1,872,390 3,064,557   2,450,269

 (2) 関係会社株式 － 279,180   279,180

 (3) 繰延税金資産 235,454 －   －

 (4) その他 171,441 169,928   169,901

投資その他の資産合計 2,279,286 3,513,666 △1,234,380 △35.1 2,899,350

固定資産合計 2,544,398 3,739,581 △1,195,183 △32.0 3,178,888

資産合計 10,063,655 10,977,476 △913,820 △8.3 10,571,045
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科目

当第３四半期
（平成18年12月31日）

前第３四半期
（平成17年12月31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 7,980 －   －

 2. 買掛金 1,680,982 1,925,169   1,668,207

 3. 未払金 410,881 349,538   477,429

 4. 未払費用 149,725 182,737   204,807

 5. 未払法人税等 116,128 320,053   474,990

 6. 役員賞与引当金 15,975 －   －

 7. その他 45,513 75,235   86,707

流動負債合計 2,427,186 2,852,734 △425,547 △14.9 2,912,142

Ⅱ　固定負債      

1. 繰延税金負債 － 344,181   15,430

固定負債合計 － 344,181 △344,181 △100.0 15,430

負債合計 2,427,186 3,196,915 △769,729 △24.1 2,927,573

（少数株主持分）      

少数株主持分 － 5,131 － － 5,061

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 － 1,113,371 － － 1,113,371

Ⅱ　資本剰余金 － 806,860 － － 806,860

Ⅲ　利益剰余金 － 4,430,044 － － 4,689,537

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

－ 1,425,152 － － 1,028,640

資本合計 － 7,775,429 － － 7,638,410

負債、少数株主持分及
び資本合計

－ 10,977,476 － － 10,571,045
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科目

当第３四半期
（平成18年12月31日）

前第３四半期
（平成17年12月31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 4,946,206 －   －

 株主資本合計 6,866,438 － － － －

 Ⅱ　評価・換算差額等      

1. その他有価証券評
価差額金

765,426 －   －

 評価・換算差額等合計 765,426 － － － －

Ⅲ　少数株主持分 4,604 － － － －

 純資産合計 7,636,469 － － － －

 負債及び純資産合計 10,063,655 － － － －
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２．（要約）四半期連結損益計算書

科目

当第３四半期
（自 平成18年４月１日

至 平成18年12月31日）

前第３四半期
（自 平成17年４月１日

至 平成17年12月31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 9,156,581 9,389,797 △233,216 △2.5 12,521,127

Ⅱ　売上原価 6,183,425 5,522,245 661,180 12.0 7,462,232

売上総利益 2,973,156 3,867,552 △894,396 △23.1 5,058,895

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,317,346 2,428,792 △111,445 △4.6 3,227,036

 1. 広告宣伝費 236,339 200,483   251,222

 2. 回収代行手数料 562,298 644,721   850,224

 3. 役員報酬 124,623 103,553   135,308

 4. 給与手当 280,102 303,022   403,389

 5. 賞与 69,266 100,220   124,487

 6. 役員賞与引当金繰入額 15,975 －   －

 7. 研究開発費 244,341 341,438   464,235

 8. 貸倒損失 23,117 26,085   47,390

 9. 貸倒引当金繰入額 24,604 32,954   31,066

 10. 減価償却費 53,343 46,467   64,497

11. その他 683,335 629,844   855,212

営業利益 655,809 1,438,760 △782,950 △54.4 1,831,859

Ⅳ　営業外収益 5,958 7,693 △1,735 △22.6 8,824

 1. 受取利息 2,165 276   290

 2. 有価証券利息 395 877   1,173

 3. 受取配当金 1,650 3,870   3,870

 4. 為替差益 559 942   1,302

 5. その他 1,187 1,727   2,188

Ⅴ　営業外費用 － 233 △233 △100.0 233

 1．支払利息 － 233   233

経常利益 661,767 1,446,220 △784,453 △54.2 1,840,450
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科目

当第３四半期
（自 平成18年４月１日

至 平成18年12月31日）

前第３四半期
（自 平成17年４月１日

至 平成17年12月31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 287,640 127,159 160,480 126.2 128,275

  1. 投資有価証券売却益 286,916 97,149   97,149

 2. 貸倒引当金戻入 － 30,010   30,010

 3. その他 724 －   1,115

Ⅶ　特別損失 272,924 1,657,211 △1,384,287 △83.5 1,690,427

 1. 減損損失（連結調整勘定） － 1,619,042   1,619,181

 2. 投資有価証券評価損 271,853 －   31,839

 3. その他 1,070 38,169   39,406

税金等調整前四半期(当期）
純利益又は四半期（当期）純
損失（△）

676,483 △83,831 760,315 － 278,297

法人税等 304,210 741,149 △436,938 △59.0 843,595

 少数株主損失 457 1,162 △705 △60.7 972

四半期（当期）純利益又は四
半期（当期）純損失（△）

372,729 △823,818 1,196,548 － △564,325
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

　当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

 株主資本
評価・換算

差額等

少数株主

持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

1,113,371 806,860 4,689,537 6,609,769 1,028,640 5,061 7,643,471

当四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当
　　　　　　　（千円）

  △116,061 △116,061   △116,061

四半期純利益
（千円）

  372,729 372,729   372,729

株主資本以外の項目の当四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

（千円）
    △263,214 △457 △263,671

当四半期連結会計期間中の変動額
合計

（千円）
－ － 256,668 256,668 △263,214 △457 △7,002

平成18年12月31日　残高　 　　　
（千円）

1,113,371 806,860 4,946,206 6,866,438 765,426 4,604 7,636,469
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第３四半期

（自 平成18年４月１日

至 平成18年12月31日）

前第３四半期

（自 平成17年４月１日

至 平成17年12月31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
又は四半期（当期）純損失（△）

676,483 △83,831 278,297

2. 減価償却費 126,728 104,190 151,420

3. 減損損失（連結調整勘定） － 1,619,042 1,619,181

 4. 貸倒引当金の増減額 △6,462 △40,472 △42,359

 5. 役員賞与引当金の増減額 15,975 － －

 6. 受取利息及び受取配当金 △4,210 △5,024 △5,333

 7. 支払利息 － 233 233

 8. 固定資産除却損 1,070 32,240 34,051

 9. 固定資産売却損益 △724 － △1,115

 10. リース解約損 － 4,583 5,354

 11. 投資有価証券評価損 271,853 1,345 31,839

12. 投資有価証券売却損益 △286,916 △97,149 △97,149

13. 前渡金の増減額 △51,455 △36,509 △151,955

14. 売上債権の増減額 289,318 △269,337 29,744

 15. たな卸資産の増減額 △69,488 △6,853 △1,102

 16. 仕入債務の増減額 20,755 267,229 10,267

17. 未払金の増減額 △33,924 △155,177 △66,771

 18. 未払消費税等の増減額 △37,018 31,054 29,179

 19. 役員賞与の支払額 － △54,000 △54,000

 20. その他 △64,597 23,737 50,032

小計 847,388 1,335,302 1,819,814

21. 利息及び配当金の受取額 4,128 5,176 5,476

 22. 利息の支払額 － △233 △233

 23. 法人税等の支払額 △683,861 △1,559,220 △1,559,220

営業活動によるキャッシュ・フロー 167,654 △218,974 265,836
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当第３四半期

（自 平成18年４月１日

至 平成18年12月31日）

前第３四半期

（自 平成17年４月１日

至 平成17年12月31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 4,001

 2. 有形固定資産の取得による支出 △79,865 △121,042 △191,156

 3. 有形固定資産の売却による収入 3,000 － 2,000

 4. 無形固定資産の取得による支出 △68,105 △28,982 △22,932

 5. 無形固定資産の売却による収入 700 － －

 6. リースの解約による支出 － △4,583 △5,354

 7. 保証金等の差入による支出 － △132,422 △132,422

 8. 保証金等の回収による収入 － 42,282 42,282

 9. 投資有価証券の取得による支出 － △348,179 △448,179

 10. 投資有価証券の売却による収入 429,000 97,650 97,650

 11. 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

 12. 子会社株式の追加取得による支出 － △10,800 △11,200

 13. 親会社への貸付けによる支出 △2,600,000 － －

14. 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 △2,265,270 △2,222,854 △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 △116,061 △116,061 △116,061

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,061 △188,291 △188,291

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（減少額：△）

△2,213,677 △2,630,120 △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

1,862,074 3,754,175 4,075,751
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５．セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

 

当第３四半期 
（自　平成18年４月１日

    至　平成18年12月31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
5,712,949 2,477,865 965,766 9,156,581 － 9,156,581

(2)セグメント間の内部

売上又は振替高
－ － 834 834 △834 －

計 5,712,949 2,477,865 966,600 9,157,415 △834 9,156,581

営業費用 4,606,182 2,290,166 1,297,980 8,194,329 306,442 8,500,772

営業利益又は営業損失

（△）
1,106,767 187,699 △331,380 963,086 △307,276 655,809

（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307,846千円であります。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３四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３四半期 
（自　平成17年４月１日

    至　平成17年12月31日）

モバイル
コンテンツ事業

その他事業 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高      

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

(2)セグメント間の内部売上

　 又は振替高
1,043 － 1,043 △1,043 －

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

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

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

（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241,558千円であります。その主なも

のは、当社の経営企画部門等に係る費用であります。

（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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