
 

平成19年９月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年２月８日

上場会社名　株式会社ドワンゴ （コード番号：３７１５　東証第１部）

（ＵＲＬ　http://info.dwango.co.jp/　）  

問合せ先　　代表者役職　代表取締役社長　氏名　小林　宏 　　　　ＴＥＬ：（０３）３６６４－５４７７　　　　

　　　　　　責任者役職　取締役執行役員業務本部長　氏名　松本　康一郎

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　　：　有

　　　内容：　セグメント情報における事業区分の変更

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　有

　　　内容：　連結　(新規)２社　　　(除外）　０社　　　　持分法適用会社　(新規）　０社　　　

２．平成19年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年10月１日　～　平成18年12月31日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況　　　　　　　　　　（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。

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９月期第１四半期 5,775 18.8 57 △84.9 29 △91.5 △152 －

18年９月期第１四半期 4,861 1.6 378 △62.6 343 △65.4 △811 －

（参考）18年９月期 19,961 10.4 △31 － △138 － △962 －

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９月期第１四半期 △777 33 － －

18年９月期第１四半期 △5,140 25 － －

（参考）18年９月期 △5,411 40 － －

（注）　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であります。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

　当第1四半期連結会計期間（平成18年10月１日～平成18年12月31日）における我が国経済は個人消費の伸びは横這いと

なっているものの、設備投資や個人消費の増加などは引き続き増加し、景気は緩やかに回復しております。

　当社グループを取り巻く環境といたしましては、携帯電話契約数における第３世代、第3.5世代端末の占める割合につ

いては平成17年12月末の48.8％から平成18年12月末には67.3％まで上昇しております（出所：電気通信事業者協会）。

第3.5世代携帯電話端末では大容量のデータ通信が可能となるため、今後は着うたフルや動画などの大容量コンテンツの

利用が増加していくことが予想されます。

　このような状況の下、当社グループはモバイルコンテンツ事業において、平成18年10月より、当社主力コンテンツで

ある「いろメロ」コンテンツのブランドを再構築するため、名称を「dwango.jp」へと変更いたしました。内容に関しま

しても、引き続き各レーベルからの配信権利の獲得に注力するとともに、多種多様なユーザニーズに合わせたサービス

の拡充を行ってまいりました。また、一般サイトにポータルサイト「dwango.jp」を立ち上げることで公式サイトだけで

はなく、一般サイトからも着うたなどのコンテンツを検索、ダウンロードできるようにするなどユーザの利便性を向上

させるとともに、多くのユーザへサービスを提供できるよう努めてまいりました。しかしながら、着うた、着うたフル

へユーザニーズが移行することに伴い、当社主力サイトである「dwango.jp（メロ）」の会員数が減少したことにより当

第１四半期末の有料ユニークユーザ数は376万８千人（前年同期比26万人減）、ARPUは353円（前年同期比４円増）とな

りました。(参考資料２「ユーザ動向」）

　ゲーム事業におきましては、当社グループ会社であるチュンソフトが株式会社ポケモンと共同開発いたしましたソフ

ト、「ポケモン不思議のダンジョン　赤の救助隊」と「ポケモン不思議のダンジョン　青の救助隊」が昨年の国内での

販売以降、海外でも人気を博し売上に寄与しております。また昨年、オンラインゲーム市場での先駆けとして設立いた

しました、有限責任事業組合（LLP）より本年１月10日よりネットワークゲーム「アミーゴ・アミーガ」のオープンサー

ビスをスタートいたしましたが、当第１四半期連結会計期間におきましては収益の段階に至っておらず、開発費用が先

行的に発生しております。
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 なお当第１四半期連結会計期間に当社グループの事業内容を見直した結果、従来ソリューション事業に含めておりまし

たネットワークゲーム・パッケージゲームの受託部門をゲーム事業に含めることにいたしました。

　以上の結果、当第１四半期連結業績は、売上高57億75百万円（前年同期比18.8%増）、営業利益57百万円（前年同期比

84.9％減）、経常利益29百万円（前年同期比91.5%減）となりました。また、昨年2006年３月より株式会社ナムコとの共

同開発として正式サービスを開始いたしましたネットワークゲーム「テイルズ　オブ　エターニア　オンライン」がサー

ビス終了を決定したことにより、当ソフトウェアが減損処理の対象となったために発生した減損損失82百万など、当期

純損失は１億52百万円（前年同期は８億11百万円の損失）となりました。

（2）財政状態（連結）の変動状況　　　　　　　　　 （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。

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９月期第１四半期 26,051 21,609 81.2 107,504 42

18年９月期第１四半期 16,981 11,287 66.4 73,196 41

（参考）18年９月期 26,161 21,769 81.8 109,216 46

【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

19年９月期第１四半期 66 1,315 △339 12,428

18年９月期第１四半期 1,300 △1,403 △1,933 6,265

（参考）18年９月期 171 △4,780 7,692 11,386

  ［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末の113億86百

万円から10億42百万円増加し、124億28百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により資金は66百万円の増加となりました。これは法人税等支払額が１億44百万円、賞与引当金が１億３百

万円減少したものの、減価償却費により２億８百万円、その他の負債の増加により１億75百万円増加したことによる

ものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により資金の増加は13億15百万円となりました。主な要因は、有価証券の償還による収入で20億円による

ものです。支出では、出資金の払込が２億円、有形固定資産の取得１億56百万円、投資有価証券の取得で１億46百万

円などがあります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は３億39百万円となりました。これは主に株式会社ドワンゴの第10期配当金の支払額３

億92百万円によるものであります。

 

（3）平成19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日　～　平成19年９月30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 11,600 △700 △800

 通　期 25,000 500 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　1,530円56銭

 　[業績予想に関する定性的情報等]

　平成19年９月期の業績につきましては、本資料の公表時点では、平成18年11月14日付「平成18年９月期決算短信

（連結）」において発表いたしました連結業績予想に変更ありません。

　　※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。
　予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、
　この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。
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【参考資料】

１．当第１四半期連結業績

〔売上構成〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額：百万円）

 

 

 前第１四半期

（売上比）

当第１四半期

（売上比）

前連結会計年度

（売上比）
当第１四半期の主な変動要因

売上高 4,861 5,775 19,961  

 モバイル

コンテンツ事業

4,168

(85.7％)

3,984

(69.0％)

16,360

(82.0％)

ユーザニーズ変化に伴う「dwango.jp（メ

ロ）」の会員数の減少による。

 着信メロディ・

着信ボイス

3,888

(80.0％)

3,596

(62.3％)

15,064

(75.5％)

 

 
ゲーム・その他

280

(5.7％)

388

(6.7％)

1,296

(6.5％)

 

 ゲーム事業 552

(11.4％)

1,679

(29.1％)

2,011

(10.1％)

株式会社チュンソフト、スパイクの売上が寄

与。

 ソリューション

事業

107

(2.2％)

29

(0.5％)

1,266

(6.3％)

 

 その他事業 32

(0.7％)

81

(1.4％)

321

(1.6％)

 

〔売上原価主要科目〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額：百万円）

  前第１四半期

（売上比）

当第１四半期

（売上比）

前連結会計年度

（売上比）
当第１四半期の主な変動要因

売上原価

 

2,124

(43.7％)

2,573

(44.6％)

9,292

(46.6％)

 

 
外注費

728

(15.0％)

914

(15.8％)

2,764

(13.9％)

子会社のパッケージソフト制作費の増加。

 
人件費

406

(8.4％)

700

(12.1％)

2,404

(12.0％)

 

 
その他経費

289

(5.9％)

454

(7.9％)

1,610

 (8.1％)

 

 
支払手数料

440

(9.1％)

324

(5.6％)

1,678

(8.4％)

 

 
著作権等使用料

646

(13.3％)

643

(11.1％)

2,500

(12.5％)

 

 
（他勘定振替）

387

(8.0％)

464

(8.0％)

1,665

(8.3％)
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〔販売費及び一般管理費主要科目〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額：百万円）

  前第１四半期

（売上比）

当第１四半期

（売上比）

前連結会計年度

（売上比）
当第１四半期の主な変動要因

販売費及び

一般管理費

2,358

(48.5％)

3,145

(54.5％)

10,699

(53.6％)

 

 
広告宣伝費

749

(15.4％)

1,263

(21.9％)

4,128

(20.7％)

CM等先行的な投資としての費用増加による。

 
人件費

391

(8.0％)

297

(5.2％)

1,089

(5.5％)

 

 
支払手数料

641

(13.2％)

639

(11.1％)

2,593

(13.0％)

 

 
研究開発費

384

(7.9％)

789

(13.7％)

2,271

(11.4％)

主に連結子会社のゲームソフト開発費の増加

による。

 
その他

192

(4.0％)

154

(2.7％)

617

(3.1％)

 

※　当第１四半期末の従業員数（連結）は、457名となり、前第１四半期末より78名、前連結会計年度末より17名増加して

おります。

２．ユーザ動向

ユニークユーザ数とARPUの推移

3,768
4,026

4,435

4,273

4,036 4,028 3,894
3,975 3,954

353351
343

353349
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352350
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12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月

220
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ユニークユーザ

ＡＲＰＵ（顧客単価）

（千人）
（円）

平成16年 平成17年 平成18年

（注）１．ARPU（Average Revenue Per User）とは、ユーザ１人当りの月間売上高のこと。同一ユーザの複数サイトへ

の加入状況を把握することで算出が可能となっております。顧客単価と同義。

　　　２．有料ユニークユーザ数とは、ユーザIDに基づきカウントする有料ユーザ数。延べ数ではなく、同一ユーザが

複数サイトへ加入している場合にも１人としてカウントします。
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３．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（株式会社ドワンゴ）、子会社10社及び関連会社３社により構成

されており、ネットワークエンタテインメント（インターネット接続、通信回線、携帯電話をはじめとした「ネットワー

ク」を介しての娯楽を創出すること）並びにゲームソフトウェアを対象にしたコンテンツの提供及びそれぞれのコンテ

ンツ配信に必要とされる要素を実現させるシステムの企画、開発、運用、サポート、コンサルティング等を行っており

ます。

当社及び関係会社の事業内容と各事業区分との関連は以下のとおりであります。なお、事業区分は事業の種類別セグ

メントと同一であります。

[当社及び連結子会社]

事業区分 地域 会社名 主な事業内容

モバイルコンテンツ

事業

国内

株式会社ドワンゴ  携帯電話向けコンテンツ企画・開発・運営

株式会社チュンソフト 携帯電話向けコンテンツ企画・開発・運営

株式会社スパイク 携帯電話向けコンテンツ企画・開発・運営 

海外 多玩國股份有限公司 携帯電話向けコンテンツ市場調査

ゲーム事業

国内

株式会社ゲームズアリーナ
ゲーム事業戦略の企画・統括、ゲームソフトウェア

の受託・共同開発等

株式会社チュンソフト
ゲームソフトウェアの企画・開発・受託・共同開発

等

株式会社スパイク
ゲームソフトウェアの企画・開発・受託・共同開発

等

ゲームズアリーナ有限責任事業組合

１号
ネットワークゲームの企画・開発・運営等 

ゲームズアリーナ有限責任事業組合

２号
ネットワークゲームの企画・開発・運営等

 　海外

株式会社チュンソフト
ゲームソフトウェアの企画・開発・販売・受託・共

同開発等

株式会社スパイク
ゲームソフトウェアの企画・開発・販売・受託・共

同開発等

ソリューション事業 国内 株式会社ドワンゴ

ネットワークエンタテインメントコンテンツ開発及

びシステムの企画・開発・運用・サポート・コンサ

ルティング等

その他事業 国内

株式会社ドワンゴ
e-コマース（ネットワークを利用した製品・商品販

売）等

株式会社ドワンゴ・ミュージックパ

ブリッシング
音楽著作権および著作隣接権の管理・運営等

株式会社ニワンゴ
携帯電話メールによるコンテンツ・情報配信サービ

スの企画・制作・運営等

株式会社チュンソフト e-コマース、書籍等の企画・編集、不動産の賃貸等

株式会社スカイスクレイパー（注１）モバイル向け広告の販売等

株式会社ドワンゴプランニングアン

ドディベロップメント（注２）

アニメ分野に特化した声優・歌手の発掘・育成を目

的としたスクール運営等
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[関連会社]

事業区分 地域 会社名 主な事業内容

モバイルコンテンツ
事業 

国内 株式会社ＡＧ-ＯＮＥ 携帯電話向けコンテンツ企画・開発・運営

ソリューション事業  国内 

株式会社フロム・ネットワークス（注

３）
ネットワークゲームの企画・開発・運営

株式会社モバイルコンテンツ 携帯電話向けコンテンツの制作・供給 

その他事業 国内 株式会社ＡＧ－ＯＮＥ 代理店業務、アニメーション制作等 

[その他の関係会社]

事業区分 地域 会社名 主な事業内容

　　　　－ 国内
エイベックス・グループ・ホールディ

ングス株式会社
当社と業務・資本提携を行っております。 

(注1)  当社は、平成18年10月に70.7％を出資し、モバイル向け広告の販売を行う株式会社スカイスクレイパーを設立い

たしました。

(注2） 当社は、平成18年12月に100％を出資し、アニメ分野に特化した声優・歌手の発掘・育成を目的としたスクール

運営を行う 株式会社ドワンゴプランニングアンドディベロップメントの設立に着手いたしました。同社の設立に

関する手続きは平成19年１月に完了しております。

(注3） 関連会社である株式会社フロム・ネットワークスは、平成18年12月26日に開催されました同社臨時株主総会決議

により解散いたしました。平成19年３月を目処に清算結了予定であります。
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当企業集団の事業系統図は以下のとおりであります。

当
社

各
キ
ャ
リ
ア

顧
客
企
業

一
般
ユ
ー
ザ
・
企
業

多玩國股 有限公司※
（市場調査）

株式会社フロム･ネットワークス
（ネットワークゲームの企画･開発･運営）

株式会社モバイルコンテンツ
（携帯電話向けコンテンツの制作・供給）

ゲームソフトウェアの
企画・開発・販売・受託
共同開発

株式会社ゲームズアリーナ
ゲーム事業戦略の企画・統括
ゲームソフトウェアの受託・共同開発等

株式会社スパイク

株式会社チュンソフト

［モバイルコンテンツ事業］ ［ゲーム事業］

［ソリューション事業］ ［その他事業］

ネットワークエンタテイメントコンテンツ開発及びシステム
の企画・開発・運用・サポート・コンサルティング等 ｅ-コマースによる製品・商品販売等

情報レスポンス

共同事業

連結子会社（国内） 持分法適用関連会社 （国内） 製品・サービスの流れ

支払

 份  

※ 連結子会社（国外）

共同事業

統括

顧客企業

共同事業

株式会社チュンソフト

株式会社スパイク

株式会社ニワンゴ
携帯電話メールによるコンテンツ・
情報配信サービスの企画・制作・運営等

株式会社チュンソフト
ｅ-コマース による物品の販売、書籍等
の企画・制作・販売、不動産の賃貸等

一
般
ユ
ー
ザ

携帯電話向けコンテンツの
企画・開発・運営

株式会社AG-ONE

共同事業

ゲームズアリーナ有限責任事業組合１号

携帯電話向けコンテンツの
企画・開発・運営

ネットワークゲームの
企画・開発・運営等

ゲームズアリーナ有限責任事業組合２号
ネットワークゲームの
企画・開発・運営等

株式会社スカイスクレイパー
（モバイル向け広告の販売等）

携帯電話向けコンテンツの
企画・開発・運営

株式会社ドワンゴ・ミュージック
パブリッシング

音楽著作権および著作隣接権
の管理・運営等

株式会社ドワンゴプランニング
アンドディベロップメント

アニメ分野に特化した声優・歌手の発
掘・育成を目的としたスクール運営等

株式会社AG-ONE
（代理店業務、アニメーション制作等）
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【添付資料】

１．第１四半期連結財務諸表

(1) 第１四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年９月期

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 6,335,585 6,477,011 141,425  5,438,356

２．受取手形及び売掛金 4,914,676 5,062,563 147,887  5,026,649

３．有価証券 － 5,952,758 5,952,758  7,948,852

４．たな卸資産 64,631 63,961 △670  54,698

５．その他 784,402 1,829,225 1,044,823  1,651,621

貸倒引当金 △1,438 △1,821 △382  △1,127

流動資産合計 12,097,857 19,383,699 7,285,841 60.2 20,119,050

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

 (1）建物及び構築物 197,030 176,383 △20,646  176,575

(2）工具器具備品 380,757 545,945 165,187  475,454

(3）その他 99,326 449 △98,877  449

有形固定資産合計 677,114 722,777 45,663 6.7 652,478

２．無形固定資産      

その他 375,196 517,550 142,354  631,985

無形固定資産合計 375,196 517,550 142,354 37.9 631,985

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 3,064,160 4,405,218 1,341,057  3,784,256

(2）その他 799,032 1,022,592 223,559  973,898

貸倒引当金 △31,833 － 31,833  －

投資その他の資産合計 3,831,360 5,427,810 1,596,449 41.7 4,758,154

固定資産合計 4,883,671 6,668,138 1,784,467 36.5 6,042,618

資産合計 16,981,529 26,051,838 9,070,309 53.4 26,161,668
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科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年９月期

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．支払手形及び買掛金 1,837,747 1,713,965 △123,781  1,749,756

２．短期借入金 200,000 200,000 －  200,000

３．１年以内返済予定
長期借入金 

407,111 － △407,111  8,337

４．１年以内償還予定社債 60,000 60,000 －  60,000

５．未払金 1,242,361 1,349,803 107,441  1,277,759

６．賞与引当金 109,887 119,895 10,008  223,323

７．返品調整引当金 224,851 70,565 △154,285  86,979

８．その他 1,104,210 897,435 △206,775  754,964

流動負債合計 5,186,168 4,411,665 △774,503 △14.9 4,361,119

Ⅱ　固定負債      

１．社債 290,000 30,000 △260,000  30,000

２．長期借入金 48,773 － △48,773  －

３．退職給付引当金 26,437 － △26,437  －

４．その他 6,517 939 △5,578  983

固定負債合計 371,728 30,939 △340,788 △91.7 30,983

負債合計 5,557,896 4,442,604 △1,115,292 △20.1 4,392,102

（少数株主持分）      

少数株主持分 135,794 － － － －

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 4,892,110 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 6,542,633 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 1,381,443 － － － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

20,534 － － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 1,552 － － － －

Ⅵ　自己株式 △1,550,437 － － － －

資本合計 11,287,837 － － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

16,981,529 － － － －
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科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年９月期

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 － 10,049,082 － － 10,033,042

２．資本剰余金 － 11,699,605 － － 11,683,565

３．利益剰余金 － 685,505 － － 1,229,920

４．自己株式 － △1,550,437 － － △1,550,437

株主資本合計 － 20,883,757 － － 21,396,091

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価
差額金

－ 272,410 － － 9,578

２．為替換算調整勘定 － 1,669 － － 1,520

評価・換算差額等合計 － 274,079 － － 11,099

Ⅲ　少数株主持分 － 451,396 － － 362,375

純資産合計 － 21,609,233 － － 21,769,565

負債・純資産合計 － 26,051,838 － － 26,161,668
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(2) 第１四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期）

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成18年９月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,861,546 5,775,500 913,953 18.8 19,961,008

Ⅱ　売上原価 2,124,542 2,573,124 448,582 21.1 9,292,916

売上総利益 2,737,004 3,202,375 465,371 17.0 10,668,092

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,358,782 3,145,089 786,307 33.3 10,699,878

営業利益又は損失(△） 378,222 57,286 △320,936 △84.9 △31,785

Ⅳ　営業外収益      

１．受取利息 37 4,387 4,349  5,912

２．出資分配金 4,608 419 △4,188  11,688

３．その他 1,076 124 △951  10,667

営業外収益合計 5,722 4,931 △790 △13.8 28,267

Ⅴ　営業外費用      

１．支払利息 4,483 1,255 △3,227  16,148

２．持分法による投資損失 22,146 25,179 3,033  43,554

３．出資金償却 6,064 4,394 △1,670  25,470

４．自己株式取得費用 4,386 － △4,386  4,386

５．その他 3,436 2,358 △1,077  45,876

営業外費用合計 40,516 33,188 △7,328 △18.1 135,435

経常利益又は損失(△） 343,427 29,029 △314,398 △91.5 △138,953

Ⅵ　特別利益      

１．持分変動利益 19,650 － △19,650  73,413

２．その他 － － －  66,125

特別利益合計 19,650 － △19,650 △100.0 139,539

Ⅶ　特別損失      

１．固定資産除却損 941 18,700 17,758  9,054

２．連結調整勘定償却 982,642 － △982,642  1,015,488

３．投資有価証券評価損 26,673 － △26,673  74,409

４．減損損失 1,909 82,717 80,807  1,909

５．その他 － 7,660 7,660  64,320

特別損失合計 1,012,167 109,077 △903,089 △89.2 1,165,182

税金等調整前第１四半期
(当期）純損失(△）

△649,089 △80,048 569,040 － △1,164,596

法人税、住民税及び事業税 151,339 11,733 △139,606 △92.2 18,200

過年度法人税等 － － － － 151,042

法人税等調整額 24,932 579 △24,353 △97.7 △510,249

少数株主利益又は損失(△） △13,947 60,038 73,986 － 139,347

第１四半期(当期)純損失(△) △811,413 △152,400 659,013 － △962,937
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(3) 第１四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31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９月30日　残高
                      （千円）

10,033,042 11,683,565 1,229,920 △1,550,437 21,396,091

当第１四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行 16,040 16,040   32,080

剰余金の配当   △392,014  △392,014

四半期純損失   △152,400  △152,400

株主資本以外の項目の当第１四
半期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

     

当第１四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

16,040 16,040 △544,414  △512,334

平成18年12月31日　残高
                      （千円）

10,049,082 11,699,605 685,505 △1,550,437 20,883,757

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

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成18年９月30日　残高
                      （千円）

9,578 1,520 11,099 362,375 21,769,565

当第１四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行     32,080

剰余金の配当     △392,014

四半期純損失     △152,400

株主資本以外の項目の当第１四
半期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

262,831 149 262,980 89,021 352,001

当第１四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

262,831 149 262,980 89,021 △160,332

平成18年12月31日　残高
                      （千円）

272,410 1,669 274,079 451,396 21,609,233
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(4) 第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成18年９月期
第１四半期）

当四半期
（平成19年９月期

第１四半期）

（参考）
平成18年９月期

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    

税金等調整前当期純利益 △649,089 △80,048 △1,164,596

減価償却費 100,618 208,545 520,269

減損損失 1,909 82,717 1,909

投資有価証券評価損 26,673 － 74,409

出資分配金 － △419 △11,688

固定資産売却益 － － △66,125

出資金償却 6,064 4,394 25,470

固定資産除却損 941 18,700 9,054

固定資産売却損 － － 3,723

連結調整勘定償却額 982,642 － 1,015,488

持分変動利益 △19,650 － △73,413

持分法による投資損失 22,146 25,179 43,554

賞与引当金の増減額 △71,427 △103,428 42,008

退職給付引当金減少額 △53,344 － △79,782

返品調整引当金減少額 △17,500 △16,414 △155,372

事業撤退損失引当金増減額 － △830 1,108

損害補償損失引当金増減額 － △17,466 17,466

受取利息及び受取配当金 △37 △4,387 △7,141

支払利息 5,743 1,255 16,148

自己株式取得費用 4,386 － 4,374

為替差損益 330 180 △573

売上債権の増加額 △177,664 △35,220 △271,116

たな卸資産の増減額 9,326 △9,263 19,260

差入敷金保証金の増加額 △8,417 △34,078 △10,439

その他の資産の増加額 △13,907 △78,458 △128,494

仕入債務の増減額 584,542 △35,790 496,551

未払金の増加額 358,765 86,478 344,731

その他の負債の増加額 654,165 175,429 453,232

その他 12,159 17,234 77,330

小計 1,759,375 204,310 1,197,347

利息及び配当金の受取額 31 6,908 3,457

利息の支払額 △6,098 △837 △9,958

補償金の受取額 － － －

損害補償等の支払額 － － △6,531

法人税等の支払額 △452,459 △144,063 △1,013,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,300,848 66,318 171,055
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前年同四半期

（平成18年９月期
第１四半期）

当四半期
（平成19年９月期

第１四半期）

（参考）
平成18年９月期

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    

定期預金の預入による支出 － － △1,098

投資有価証券の取得による支出 △206,500 △146,803 △979,718

預金担保解除による収入 － － 70,141

有価証券の取得による支出 － － △2,000,000

有価証券の償還による収入 － 2,000,000 －

子会社株式の取得による支出 △10,000 △40,000 △10,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による支出 

△1,024,000 － △1,024,000

関連会社株式の取得による支出 － △1,502 △59,820

出資金の払込による支出 － △200,000 △50,000

出資金の償還による収入 － 419 11,688

有形固定資産の取得による支出 △116,107 △156,884 △335,983

有形固定資産の売却による収入 － 61 175,743

無形固定資産の取得による支出 △46,557 △82,235 △560,194

無形固定資産売却による収入 － － 4,500

営業譲受による支出 － △57,300 －

長期貸付金の回収による収入 29 － 72

関係会社への貸付による支出 － － △20,000

その他 － － △1,567

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,403,136 1,315,755 △4,780,237

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出 △52,237 △8,337 △499,784

社債償還による支出 △30,000 － △290,000

新株発行による収入 1,322 32,080 10,240,149

少数株主からの払込による収入 22,400 29,000 115,680

自己株式取得による支出 △1,554,823 － △1,554,811

配当金の支払額 △320,503 △392,195 △318,387

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,933,841 △339,452 7,692,846

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △25 △60 846

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △2,036,155 1,042,560 3,084,511

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 8,301,599 11,386,110 8,301,599

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び現金同等物
の増加額

－ － －

Ⅷ　現金及び現金同等物の
第１四半期(期末）残高

6,265,443 12,428,671 11,386,110
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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】

前第１四半期連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成17年12月31日） (単位：千円)

モバイルコン

テンツ事業
ゲーム事業

 ソリュー

ション事業
その他事業 計 消去又は全社 連　　結

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
4,168,971 552,676 107,573 32,325 4,861,546 ― 4,861,546

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ― 

計 4,168,971 552,676 107,573 32,325 4,861,546 ― 4,861,546

営業費用 3,261,625 484,802 53,019 189,512 3,988,959 494,365 4,483,324

営業利益又は

営業損失（△）
907,346 67,874 54,554 △157,187 872,587 (494,365) 378,222

（注）１．事業区分の方法

　　　　　　当社の事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 モバイルコンテンツ事業  コンテンツ配信等

 ゲーム事業  ゲームソフト開発、販売等

 ソリューション事業  ソフトウェア、ミドルウェア、サポート等

 その他事業
 ネットワークを利用した製品・商品販売、書籍等の企画・編集、

 不動産の賃貸等

 　　 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、494,365千円であり、その主な

　　　　　ものは、当社の業務部等の管理部門に係る費用であります。　　

 

当第１四半期連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成18年12月31日） (単位：千円)

モバイルコン

テンツ事業
ゲーム事業

 ソリュー

ション事業
その他事業 計 消去又は全社 連　　結

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
3,984,793 1,679,551 29,701 81,453 5,775,500 ― 5,775,500

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ― 

計 3,984,793 1,679,551 29,701 81,453 5,775,500 ― 5,775,500

営業費用 3,566,800 1,371,419 64,390 215,820 5,218,431 499,783 5,718,214

営業利益又は

営業損失（△）
417,993 308,131 △34,688 △134,367 557,069 (499,783) 57,286

（注）１．事業区分の方法

　　　　　　当社の事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 モバイルコンテンツ事業  コンテンツ配信等

 ゲーム事業  ゲームソフト・ネットワークゲーム開発、受託、販売等

 ソリューション事業  ソフトウェア、ミドルウェア、サポート等

 その他事業
 ネットワークを利用した製品・商品販売、書籍等の企画・編集、

 不動産の賃貸等

 　　 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、499,783千円であり、その主な

　　　　　ものは、当社の業務部等の管理部門に係る費用であります。
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　　　４．事業区分の内訳となる部門の変更

　　　　　　事業区分の内訳となる部門については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点から区分しておりまし

          たが、当第１四半期連結会計期間に当社グループの事業内容を見直した結果、従来ソリューション事業に

          含めておりましたネットワークゲーム・パッケージゲームの受託部門をゲーム事業に含めることにいたしま

          した。

　　　　　　なお、前第１四半期連結会計期間のセグメント情報を、当第１四半期連結会計期間において用いた事業区

          分の内訳となる部門により事業区分をすると次のようになります。

 

前第１四半期連結会計期間（自平成17年10月１日　至平成17年12月31日） (単位：千円)

モバイルコン

テンツ事業
ゲーム事業

 ソリュー

ション事業
その他事業 計 消去又は全社 連　　結

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
4,162,638 575,071 91,512 32,325 4,861,546 ─ 4,861,546

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ ― ─ ─ ─ ─ ─ 

計 4,162,638 575,071 91,512 32,325 4,861,546 ─ 4,861,546

営業費用 3,217,538 564,215 17,692 189,512 3,988,959 494,365 4,483,324

営業利益又は

営業損失（△）
945,100 10,855 73,819 △157,187 872,587 (494,365) 378,222
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平成19年９月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年２月８日

上場会社名　株式会社ドワンゴ （コード番号：３７１５　東証第１部）

（ＵＲＬ　http://info.dwango.co.jp/　）  

問合せ先　　代表者役職　代表取締役社長  氏名　小林　宏 　ＴＥＬ：（０３）３６６４－５４７７　　　　

　　　　　　責任者役職　取締役執行役員業務本部長  氏名　松本　康一郎

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　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

２．平成19年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年10月１日　～　平成18年12月31日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　（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。

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９月期第１四半期 4,052 △4.1 △335 － △333 － △443 －

18年９月期第１四半期 4,226 △11.6 348 △29.4 342 △63.4 185 △75.0

（参考）18年９月期 16,584 △7.6 △295 － △340 － △351 －

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９月期第１四半期 △2,264 20 － －

18年９月期第１四半期 1,176 46 1,156 09

（参考）18年９月期 △1,972 65 － －

（注）　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であります。

 (2）財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　（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。

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９月期第１四半期 25,986 22,474 86.5 114,192 12

18年９月期第１四半期 16,839 13,281 78.9 86,121 53

（参考）18年９月期 26,357 23,015 87.3 117,419 33

［参考］

平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日　～　平成19年９月30日）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 8,500 △1,000 △1,000 － － － － －
 通　期 18,000 10 0 － 2,000 00 2,000 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　－円－銭

上記予想に関する事項については、平成19年９月期第１四半期財務・業績の概況（連結）添付資料２ページをご参照くだ

さい。

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。 

予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この

業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。
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１. 第１四半期財務諸表

(1) 第１四半期貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年９月期

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 4,477,942 4,835,281 357,339  4,375,711

２．売掛金 4,703,158 4,397,577 △305,580  4,488,920

３．たな卸資産 4,816 － △4,816  －

４．有価証券 － 5,952,758 5,952,758  7,948,852

５．その他 908,861 2,082,397 1,173,535  1,769,900

流動資産合計 10,094,778 17,268,015 7,173,237 71.1 18,583,385

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

 (1）建物 120,494 102,116 △18,378  105,790

(2）工具器具備品 321,101 466,731 145,629  393,259

有形固定資産合計 441,596 568,847 127,251 28.8 499,049

２．無形固定資産 310,565 363,176 52,610 16.9 405,196

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 2,921,682 4,261,395 1,339,713  3,672,047

(2）関係会社株式 2,423,538 2,643,961 220,423  2,332,459

(3）その他 647,739 881,563 233,823  865,368

投資その他の資産合計 5,992,961 7,786,921 1,793,960 29.9 6,869,875

固定資産合計 6,745,123 8,718,944 1,973,821 29.3 7,774,121

資産合計 16,839,901 25,986,960 9,147,058 54.3 26,357,506
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科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年９月期

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．買掛金 1,825,121 1,740,354 △84,767  1,712,347

２．短期借入金 200,000 200,000 －  200,000

３．１年以内返済予定
長期借入金 

32,400 － △32,400  －

４．未払金 1,132,388 1,146,947 14,558  1,132,820

５．賞与引当金 87,703 98,560 10,857  182,736

６．その他 281,228 327,061 45,832  114,591

流動負債合計 3,558,842 3,512,922 △45,919 △1.3 3,342,495

負債合計 3,558,842 3,512,922 △45,919 △1.3 3,342,495

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 4,892,110 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 6,542,633 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 3,376,603 － － － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

20,148 － － － －

Ⅴ　自己株式 △1,550,437 － － － －

資本合計 13,281,059 － － － －

負債資本合計 16,839,901 － － － －

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 － 10,049,082 － － 10,033,042

２．資本剰余金 － 11,699,605 － － 11,683,565

３．利益剰余金 － 2,003,943 － － 2,839,868

４．自己株式 － △1,550,437 － － △1,550,437

株主資本合計 － 22,202,194 － － 23,006,039

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 － 271,843 － － 8,971

評価・換算差額等合計 － 271,843 － － 8,971

純資産合計 － 22,474,037 － － 23,015,010

負債・純資産合計 － 25,986,960 － － 26,357,506
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(2) 第１四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期）

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成18年９月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,226,906 4,052,157 △174,748 △4.1 16,584,175

Ⅱ　売上原価 1,893,161 2,107,583 214,422 11.3 8,306,904

売上総利益 2,333,745 1,944,574 △389,170 △16.7 8,277,271

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,985,386 2,280,326 294,940 14.9 8,572,421

営業利益又は損失(△） 348,358 △335,751 △684,110 △196.4 △295,150

Ⅳ　営業外収益 5,817 7,983 2,166 37.2 31,425

Ⅴ　営業外費用 11,626 5,805 △5,821 △50.1 77,273

経常利益又は損失(△） 342,550 △333,573 △676,123 △197.4 △340,998

Ⅵ　特別利益 － － － － 4,500

Ⅶ　特別損失 28,583 109,077 80,494 281.6 164,956

税引前第１四半期(当期）
純利益又は損失(△）

313,967 △442,650 △756,617 △241.0 △501,454

法人税、住民税及び事業税 84,295 1,259 △83,035 △98.5 6,324

過年度法人税等 － － － － 151,042

法人税等調整額 43,961 － △43,961 △100.0 △307,796

第１四半期(当期）純利益
又は損失(△）

185,710 △443,910 △629,620 △339.0 △351,025
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(3) 第１四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31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９月30日　残高
                      （千円）

10,033,042 11,683,565 2,839,868 △1,550,437 23,006,039

当第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 16,040 16,040   32,080

剰余金の配当   △392,014  △392,014

四半期純損失   △443,910  △443,910

株主資本以外の項目の当第１四
半期会計期間中の変動額
                    （純額）

     

当第１四半期会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

16,040 16,040 △835,924  △803,844

平成18年12月31日　残高
                      （千円）

10,049,082 11,699,605 2,003,943 △1,550,437 22,202,194

評価・換算差額等

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９月30日　残高
                      （千円）

8,971 8,971 23,015,010

当第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行   32,080

剰余金の配当   △392,014

四半期純損失   △443,910

株主資本以外の項目の当第１四
半期会計期間中の変動額
                    （純額）

262,871 262,871 262,871

当第１四半期会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

262,871 262,871 △540,972

平成18年12月31日　残高
                      （千円）

271,843 271,843 22,474,037
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