
 

平成19年12月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年５月２５日 

会社名　株式会社フォーサイド・ドット・コム （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：2330）

（ＵＲＬ　http://www.for-side.com/　）  

　　　　　　代表者役職氏名　代表取締役　　安嶋　幸直 　　　　　

問合せ先　　責任者役職氏名　取締役経営管理本部長兼CFO  　川﨑　雅嗣　　　ＴＥＬ：（03）5339－5211　

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　　　　：　有

　法人税等の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。

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　　　　　　　　：　有

　連結範囲・持分法の移動状況

　　　　　連結（新規）1社　（除外）68社　　持分法（新規）－社　（除外）－社
　　　　　　　　　　　　　　　（うち1組合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち-組合） 

２．平成19年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年１月１日　～　平成19年３月31日）

　（注）本四半期に係る財務・業績の概況（連結）の数値は未監査です。 

(1）経営成績（連結）の進捗状況

（単位：百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第１四半期 6,176 △62.9 203 △74.4 4 △99.4 △255 －

18年12月期第１四半期 16,660 114.9 794 91.7 783 52.9 355 37.4

（参考）18年12月期 74,596 － 6,335 － 6,651 － △60,417 －

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12月期第１四半期 △107 41 － －

18年12月期第１四半期 149 68 149 54

（参考）18年12月期 △27,358 76 － －

　（注）①売上高（又はこれに相当する事項）は、当該四半期までの累計であります。

　　　　②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

　　　　③平成18年12月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、当期純損失を計上しているため、記載しておりま

せん。

　　　　④平成19年12月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期当期純利益は、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。

　　　　⑤平成18年12月期第１四半期及び平成18年12月期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、当期純

損失を計上しているため、記載しておりません。

　　　　⑥平成18年12月期は決算期変更により平成17年11月１日から平成18年12月31日までの14ヶ月となっております。

　　　　⑦平成18年12月期第１四半期は決算期変更により平成17年11月１日から平成18年１月31日までの３ヶ月となって

おります。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　　上記経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等につきましては、３頁の添付資料をご参照ください。 
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(2）財政状態（連結）の変動状況

（単位：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12月期第１四半期 12,866 8,574 66.6 3,607 83

18年12月期第１四半期 153,326 70,523 46.0 29,673 39

（参考）18年12月期 29,324 12,842 43.5 5,367 1

(注）①平成18年12月期第１四半期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」

を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」の欄にそれぞれ記載しております。

 ②平成18年12月期は決算期変更により平成17年11月１日から平成18年12月31日までの14ヶ月となっております。

③平成18年12月期第１四半期は決算期変更により平成17年11月１日から平成18年１月31日までの３ヶ月となってお

ります。

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　　上記財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等につきましては、4頁の添付資料をご参照ください。

 ［参考］

 平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 
通　　期

  百万円
8,500

   百万円
50

    百万円
50

 ※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発

表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があ

ります。
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〔添付資料〕

１．定性的情報

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

(1）当第１四半期連結会計期間の概況（自 平成19年１月１日  至 平成19年３月31日）

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や米国景気の減速など不安要因を抱えながら

も、設備投資や雇用状況も改善が見られ個人消費が底堅く推移するなど、景気回復基調を継続致しました。

  一方、当社を取り巻く事業環境と致しましては、国内における携帯電話加入者数が、平成18年３月末時点で9,179万

人であったものが、平成19年３月末時点では9,671万人（前年同月比5.3％増）と堅調に推移する中、第３世代携帯電

話（３Ｇ）の加入者数は、平成18年３月末現在の4,832万人から、平成19年３月末時点では6,990万人（前年同月比

44.7％増）と、ユーザーの７割以上まで普及が進んでおります。（出所：社団法人電気通信事業者協会）

  　このような状況の中、当社は激変するモバイル市場にいち早く対応するため、前連結会計年度（平成18年12月期）

において国内外グループ全体で第２世代携帯電話（２Ｇ）事業からの撤退を決定し国内単体事業への回帰といった大

幅な事業方針の転換を行いました。当四半期連結会計期間においては、その方針を推し進めるために平成19年２月に

欧州地域のiTouch Holdings, Ltd.の株式売却を完了致しました。国内単体事業におきましてはノンコア事業や不採算

サイトの撤退等によるリストラクチャリングを実施致しました。また、携帯電話の通信速度向上・端末のハイスペッ

ク化によって大幅に需要が期待されている音楽や映像コンテンツの企画・制作・獲得に注力すると同時に、ソフト投

資の絞込みによる効率化やコンテンツ製作コストの削減を推し進めて参りました。

　このような事業環境の中で、当第１四半期連結会計期間の業績と致しまして売上高は6,176,940千円（前年同期売上

高16,660,135千円）、営業利益は203,101千円（前年同期営業利益794,518千円）、経常利益は4,203千円（前年同期経

常利益783,371千円）となりました。

(2）業績の概況

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

 ① コンテンツ事業

　コンテンツ事業につきましては、平成19年２月に欧州のiTouch Holdings, Ltd.の株式売却を完了し、国内コンテ

ンツ事業への経営資源の集中による効率化を推し進めて参りました。また、過去に蓄積したノウハウとソフト資産

を活用しハイスペック端末向けの着うた®や着うたフル®、電子書籍等の３Ｇコンテンツの販売強化と販売チャンネ

ルの集中による運営費用の削減を図って参りました。その結果、売上高は5,943,637千円（前連結会計年度売上高

39,921,460千円）となり、営業利益は332,602千円（前連結会計年度営業利益389,824千円）となりました。

　 ② マスターライツ事業

        エンターテイメント性の高い音楽や映像等のマスターライツ投資を過去の販売実績を基に投資基準を明確化し、

効率的に実施致しました。なお、前連結会計年度（平成18年12月期）に当事業セグメントの連結子会社である株式

会社オン・ザ・ラインの株式売却が完了し連結子会社から外れております。この結果、売上高は240,399千円（前連

結会計年度売上高17,319,366千円）となり、営業利益は6,638千円（前連結会計年度営業利益△130,480千円）とな

りました。

 

   所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

   ① 日本

　　　　前連結会計年度（平成18年12月期）に当社国内グループの再編を実施し、平成18年11月に連結子会社である株式

会社オン・ザ・ライン、平成18年12月に連結子会社である株式会社キャスコの株式売却がそれぞれ完了し、連結子

会社から外れております。この結果、売上高は621,030千円（前連結会計年度売上高36,484,469千円）となり、営業

利益は70,366千円（前連結会計年度営業利益7,683,264千円）となりました。

   ② 北中南米

        新規販売チャンネルの開始に伴い広告費用等が発生しております。この結果、売上高は1,030,964千円（前連結会

計年度売上高7,683,264千円）となり、営業利益は△52,763千円（前連結会計年度営業利益△592,621千円）となり

ました。

   ③ 欧州

        平成19年２月に当地域セグメントの連結子会社であるiTouch Holdings, Ltd.の株式売却を完了しており連結子会

社より外れております。この結果、売上高は3,675,807千円（前連結会計年度売上高23,795,315千円）となり、営業

利益は280,814千円（前連結会計年度営業利益1,107,708千円）となりました。

   ④ アジア

        平成19年２月にアジア地域の連結子会社であるワイドフォスの株式売却を完了しており連結子会社より外れてお

ります。この結果、売上高は5,560千円（前連結会計年度売上高367,056千円）となり、営業利益は△342千円（前連

結会計年度営業利益△217,147千円）となりました。
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   ⑤ その他

　平成19年２月に当地域セグメントの連結子会社であるiTouch Holdings, Ltd.の株式売却を完了しており連結子会

社より外れております。この結果、売上高は850,672千円（前連結会計年度売上高6,286,045千円）、営業利益は

41,167千円（前連結会計年度営業利益278,143千円）となりました。

 *「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニーミュージックエンタテイメントの登録商標です。

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

 ＜資産、負債及び純資産の状況＞

　　当第１四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況のうち前連結会計年度末と比較し変動がある項目

は主に以下のとおりであります。

　総資産の状況は前連結会計年度末と比較し16,458,239千円減の12,866,630千円となりました。主な要因と致しまして

は、平成19年２月に連結子会社であるiTouch Holdings, Ltd.を株式売却し連結子会社より外れている事が挙げられます。

負債の状況は前連結会計年度末と比較し12,190,293千円減の4,292,078千円となりました。主な要因と致しましては、前

述の株式売却及び短期借入金を返済したことが挙げられます。
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２．連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

 （単位：千円・単位未満切捨）

科目

当第１四半期
連結会計期間末

(平成19年３月31日)

前第１四半期 
連結会計期間末

 (平成18年１月31日) 
増減

（参考） 
前連結会計年度末

 (平成18年12月31日) 

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
増減比
（％）

金額
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金 9,263,285  18,818,448  △9,555,163  5,312,167  

２　売掛金 1,372,283  11,294,635  △9,922,352  5,486,502  

３　コンテンツ資産 356,504  1,609,617  △1,253,113  418,562  

４　営業貸付金 －  56,185,593  △56,185,593  －  

５　その他流動資産 1,426,727  7,067,008  △5,640,281  5,016,383  

　  貸倒引当金 △138,135  △4,820,158  4,682,023  △214,907  

流動資産合計 12,280,665 95.4 90,155,144 58.8 △77,874,479 △86.4 16,018,708 54.6

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 18,600 0.1 1,517,402 1.0 △1,498,802  367,541  

２　無形固定資産 98,350 0.8 58,369,612 38.1 △58,271,262  12,486,742  

３　投資その他の資産 469,013 3.6 3,284,720 2.1 △2,815,707  451,875  

固定資産合計 585,965 4.6 63,171,736 41.2 △62,585,771 △99.1 13,306,160 45.4

資産合計 12,866,630 100.0 153,326,880 100.0 △140,460,250 △91.6 29,324,869 100.0
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科目

当第１四半期
連結会計期間末

(平成19年３月31日)

前第１四半期 
連結会計期間末

 (平成18年１月31日) 
増減

（参考） 
前連結会計年度末

 (平成18年12月31日) 

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
増減比
（％）

金額
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金 439,633  6,140,088  △5,700,455  2,907,556  

２　短期借入金 98,000  33,565,347  △33,467,347  3,000,000  

３　１年以内償還予定社
債

－  400,000  △400,000  －  

４  前受金 23,180  287,079  △263,899  －  

５　賞与引当金 4,644  132,000  △127,356  －  

６　その他流動負債 3,580,049  11,994,371  △8,414,322  9,227,897  

流動負債合計 4,145,507 32.2 52,518,886 34.3 △48,373,379 △92.1 15,135,454 52.4

　Ⅱ　固定負債         

１  長期借入金 －  20,694,581  △20,694,581  －  

２　社債 －  900,000  △900,000  －  

３　退職給付引当金 －  187,890  △187,890  3,948  

４　役員退職慰労
　　引当金

－  83,189  △83,189  －  

５　その他固定負債 146,570  894,321  △747,751  1,342,968  

  固定負債合計 146,570 1.1 22,759,981 14.8 △22,613,411 △99.4 1,346,917 4.6

負債合計 4,292,078 33.4 75,278,868 49.1 △70,986,790 △94.3 16,482,371 56.2
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科目

当第１四半期
連結会計期間末

(平成19年３月31日)

前第１四半期 
連結会計期間末

 (平成18年１月31日) 
増減

（参考） 
前連結会計年度末

 (平成18年12月31日) 

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
増減比
（％）

金額
構成比
（％）

 　少数株主持分         

少数株主持分 － － 7,524,729 4.9 △7,524,729 － － －

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 － － 39,561,857 25.8 △39,561,857 － － －

Ⅱ　資本剰余金 － － 29,611,119 19.3 △29,611,119 － － －

Ⅲ　利益剰余金 － － △208,484 △0.1 208,484 － － －

Ⅳ  その他有価証券評価
差額金

－ － 20,254 0.0 △20,254 － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 － － 1,940,613 1.3 △1,940,613 － － －

Ⅵ　自己株式 － － △402,077 △0.3 402,077 － － －

資本合計 － － 70,523,281 46.0 △70,523,281 － － －

負債、少数株主持分及
び資本合計

－ － 153,326,880 100.0 △153,326,880 － － －
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科目

当第１四半期
連結会計期間末

(平成19年３月31日)

前第１四半期 
連結会計期間末

 (平成18年１月31日) 
増減

（参考） 
前連結会計年度末

 (平成18年12月31日) 

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
増減比
（％）

金額
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

　 １ 資本金 39,561,857 307.4 － － 39,561,857 － 39,561,857 134.9

２ 資本剰余金　 9,890,464 76.9 － － 9,890,464 － 29,611,119 101.0

３ 利益剰余金　 △40,829,665 △317.3 － － △40,829,665 － △60,295,368 △205.6

４ 自己株式 △402,077 △3.1 － － △402,077 － △402,077 △1.4

株主資本合計 8,220,578 63.9 － － 8,220,578 － 8,475,530 28.9

Ⅱ　評価・換算差額等         

１ その他有価証券
　 評価差額金 　　

△88,165 △0.6 － － △88,165 － △83,165 △0.3

２ 為替換算調整勘定 436,651 3.4 － － 436,651 － 4,363,142 14.9

評価・換算差額等合計 348,486 2.7 － － 348,486 － 4,279,977 14.6

Ⅲ　少数株主持分 5,486 0.4 － － 5,486 － 86,899 0.3

純資産合計 8,574,551 66.6 － － 8,574,551 － 12,842,497 43.8

負債、純資産合計 12,866,630 100.0 － － 12,866,630 － 29,324,869 100.0

－ 8 －



(2）四半期連結損益計算書

 （単位：千円・単位未満切捨）

科目

当第１四半期
連結会計期間

(自 平成19年１月１日

　 至 平成19年３月31日) 

前第１四半期 
　　連結会計期間

(自 平成17年11月１日

 　至 平成18年1月31日) 

増減

（参考）

 要約連結損益計算書

(自 平成17年11月１日

 　至 平成18年12月31日) 

金額
百分比
（％）

金額
百分比
（％）

金額
増減比
（％）

金額
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 6,176,940 100.0 16,660,135 100.0 △10,483,195 △62.9 74,596,830 100.0

Ⅱ　売上原価 793,053 12.8 8,652,627 51.9 △7,859,574 △90.8 27,692,062 37.1

売上総利益 5,383,887 87.1 8,007,508 48.0 △2,623,621 △32.7 46,904,767 62.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

5,180,786 83.8 7,212,990 43.2 △2,032,204 △28.1 40,569,308 54.4

営業利益 203,101 3.2 794,518 4.7 △591,417 △74.4 6,335,459 8.5

Ⅳ　営業外収益 32,108 0.5 302,247 1.8 △270,139 △89.3 1,008,540 1.3

Ⅴ　営業外費用 231,006 3.7 313,394 1.8 △82,388 △26.2 692,150 0.9

経常利益 4,203 0.1 783,371 4.7 △779,168 △99.4 6,651,850 8.9

Ⅵ　特別利益 164,066 2.6 29,952 0.1 134,114 447.7 1,584,467 2.1

Ⅶ　特別損失 596,500 9.6 160,173 1.9 436,327 272.4 69,663,710 93.4

税金等調整前四半期
（当期）純利益又は
税金等調整前四半期
（当期）純損失(△）

△428,230 △6.9 653,150 3.9 △1,081,380 － △61,427,393 △82.3

税金費用 41,085 0.6 186,651 1.1 △145,567 － 2,211,849 3.0

少数株主利益又は少
数株主損失（△）

214,048 3.4 110,760 0.6 103,288 － 3,222,070 4.3

四半期（当期）純利
益又は四半期（当
期）純損失（△）

△255,266 △4.1 355,738 2.1 △611,004 － △60,417,163 △81.0

－ 9 －



(3）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19年１月１日　至　平成19年３月31日）

 （単位：千円・単位未満切捨）

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12月31日　残高 39,561,857 29,611,119 △60,295,368 △402,077 8,475,530

当第１四半期変動額

資本準備金減少差益取崩額  △19,720,654 19,720,654  －

四半期純利益又は四半期純損失

（△） 
  △255,266  △255,266

連結子会社の減少に伴う利益剰

余金の増減
     

連結範囲の変更に伴う利益剰余

金増加高 
  314  314

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１四半期変動額合計 － △19,720,654  －  

平成19年３月31日　残高 39,561,857 9,890,464 △40,829,665 △402,077 8,220,578

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

 （単位：千円・単位未満切捨）

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12月31日　残高 △83,165 4,363,142 4,279,977 86,989 12,842,497

当第１四半期変動額

資本準備金減少差益取崩額     －

四半期純利益又は四半期純損失

（△）
    △255,266

連結子会社の減少に伴う利益剰余

金の増減
     

連結範囲の変更に伴う利益剰余金

増加高 
    314

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)

△5,000 △3,926,491 △3,931,491 △81,503 △4,012,994

当第１四半期変動額合計 △5,000 △3,926,491 △3,931,491 △81,503 △4,267,946

平成19年３月31日　残高 △88,165 436,651 348,486 5,486 8,574,551

－ 10 －



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成17年11月１日　至　平成18年12月31日）

 （単位：千円・単位未満切捨）

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17年10月31日　残高 39,561,857 39,562,902 △10,149,123 △402,077 68,573,558

当第１四半期変動額

資本準備金減少差益取崩額  △9,595,285 9,595,285  －

剰余金の配当  △356,497   △356,497

当期純利益   △60,417,163  △60,417,163

連結子会社の減少に伴う利益剰

余金の増減
  675,632  675,632

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１四半期変動額合計 － △9,951,783 △50,146,245 － △60,098,028

平成18年12月31日　残高 39,561,857 29,611,119 △60,295,368 △402,077 8,475,530

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成17年11月１日　至　平成18年12月31日）

 （単位：千円・単位未満切捨）

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17年10月31日　残高 △42,000 1,790,333 1,748,333 8,468,198 78,790,090

当第１四半期変動額

資本準備金減少差益取崩額     －

剰余金の配当     △356,497

当期純利益     △60,417,163

連結子会社の減少に伴う利益剰余

金の増減
    675,632

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)

△41,165 2,572,809 2,531,644 △8,381,209 △5,849,564

当第１四半期変動額合計 △41,165 2,572,809 2,531,644 △8,381,209 △65,947,593

平成18年12月31日　残高 △83,165 4,363,142 4,279,977 86,989 12,842,497

－ 11 －



３．セグメント情報

(1）事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

 （単位：千円・単位未満切捨）

コンテンツ事業 
マスターライツ

事業
金融事業 計 消去又は全社 連結

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 5,943,173 238,076 － 6,181,250 △4,309 6,176,940

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
463 2,323 － 2,786 △2,786 －

計 5,943,637 240,399 － 6,184,036 △7,096 6,176,940

営業費用 5,611,034 233,760 － 5,844,795 129,044 5,973,839

営業利益及び営業損失（△） 332,602 6,638 － 339,241 △136,140 203,101

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年11月１日　至　平成18年１月31日）

 平成18年12月期第１四半期の事業の種類別セグメント情報については、前第１四半期に数値を開示していないた

め、記載しておりません。

（参考）前連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年12月31日）

 （単位：千円・単位未満切捨）

コンテンツ事業
マスターライツ

事業 
金融事業 計 消去又は全社 連結

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 39,921,460 17,318,283 17,357,086 74,596,830 － 74,596,830

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,082 － 1,082 △1,082 －

計 39,921,460 17,319,366 17,357,086 74,597,913 △1,082 74,593,830

営業費用 39,531,635 17,449,846 10,009,389 66,990,872 1,270,498 68,261,371

 営業利益及び営業損失（△） 389,824 △130,480 7,347,696 7,607,041 △1,271,581 6,335,459

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。

２．各区分に属する主な事業内容は以下のとおりであります。

 事業区分 事業内容

コンテンツ事業 　モバイルコンテンツの企画・制作・配信、配信許諾、音源売却

マスターライツ事業   ＤＶＤ、配信許諾、物販事業、広告事業、その他

 　　金融事業   個人ローン等の金融事業 

－ 12 －



(2）所在地別セグメント情報

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

 （単位：千円・単位未満切捨）

日本  北中南米  欧州 アジア その他 計
消去又は

全社
連結

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高 618,706 1,030,964 3,675,807 5,097 850,672 6,181,250 △4,309 6,176,940

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,323 － － 463 － 2,786 △2,786 －

計 621,030 1,030,964 3,675,807 5,560 850,672 6,184,036 △7,096 6,176,940

営業費用 550,664 1,083,728 3,394,993 5,903 809,505 5,844,795 129,044 5,973,839

 営業利益及び営業損失（△） 70,366 △52,763 280,814 △342 41,167 339,241 △136,140 203,101

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年11月１日　至　平成18年１月31日）

 平成18年12月期第１四半期の所在地別セグメント情報については、前第１四半期に数値を開示していないため、

記載しておりません。

（参考）前連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年12月31日）

 （単位：千円・単位未満切捨）

 日本  北中米 欧州  アジア その他 計 消去又は全社 連結

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高 36,484,469 7,683,264 23,795,315 347,735 6,286,045 74,596,830 － 74,596,830

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 19,320 － 19,320 △19,320 －

計 36,484,469 7,683,264 23,795,315 367,056 6,286,045 74,616,151 △19,320 74,596,830

 営業費用 29,464,650 8,275,885 22,687,606 584,204 6,007,901 67,020,249 1,241,121 68,261,371

営業利益及び営業損失（△） 7,019,818 △592,621 1,107,708 △217,147 278,143 7,595,901 △1,260,442 6,335,459

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　  北中南米・・・米国、メキシコ、ブラジル

　　　　　　　当連結会計期間において南米所在の子会社を取得したため、当連結会計期間より

　　　　　　　セグメント名を北中南米と記載しております。

　　欧州・・・英国、ノルウェー、フランス、スウェーデン、デンマーク、オランダ、ベルギー、フィンランド

　　　　　　　スペイン、ドイツ、アイルランド、ポルトガル、ルーマニア、ポーランド、スイス

　　　　　　　オーストリア

　　アジア・・・韓国、香港

　　その他・・・アフリカ、オセアニア、ロシア、韓国・香港・日本を除いたアジア
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(3）海外売上高

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

 （単位：千円・単位未満切捨）

 北中南米 欧州  アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高 1,030,964 3,675,807 5,097 850,672 5,562,543

Ⅱ　連結売上高 － － － － 6,176,940

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
16.7 59.5 0.1 13.8 90.1

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年11月１日　至　平成18年１月31日）

 平成18年12月期第１四半期の海外売上高については、前第１四半期に数値を開示していないため、記載しており

ません。

（参考）前連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年12月31日）

 （単位：千円・単位未満切捨）

 北中米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高 7,683,264 23,795,315 347,735 6,286,045 38,112,361

Ⅱ　連結売上高 － － － － 74,596,830

Ⅲ　連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
10.3 31.9 0.5 8.4 51.1

　（注）１.　国又は地域は地理的近接度により区分しております。

２． 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　 北中南米・・・米国、メキシコ、ブラジル

　　       当連結会計期間において南米所在の子会社を取得したため、当連結会計期間より

　　       セグメント名を北中南米と記載しております。

　　 欧州・・・英国、ノルウェー、フランス、スウェーデン、デンマーク、オランダ、ベルギー、スペイン、

　　　　　　　 フィンランド、スペイン、ドイツ、アイルランド、ポルトガル、ルーマニア、ポーランド、 

　　　　　　　 スイス、 オーストリア

　　 アジア・・・韓国、香港

　　 その他・・・アフリカ、オセアニア、ロシア、韓国・香港・日本を除いたアジア

３． 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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平成19年12月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 

 平成19年５月25日 

会社名　株式会社フォーサイド・ドット・コム （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：2330）

（ＵＲＬ　http://www.for-side.com/　）  

　　　　　　代表者役職氏名　代表取締役　　安嶋　幸直 　　　　　

問合せ先　　責任者役職氏名　取締役経営管理本部長兼CFO  川﨑　雅嗣　　　ＴＥＬ：（03）5339－5211　

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　　　　：　有

　法人税等の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。

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12月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年１月１日　～　平成19年３月31日）

 　（注）本四半期財務・業績の概況（個別）の数値は未監査です。

(1）経営成績（個別）の進捗状況

（単位：百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第１四半期 600 △21.8 △122 － △187 － 111 －

18年12月期第１四半期 767 － △520 － △305 － △352 －

（参考）18年12月期 3,126  △3,160  △2,218  △60,155  

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12月期第１四半期 47 01 － －

18年12月期第１四半期 △148 35 － －

（参考）18年12月期 △25,311 19 － －

　（注）①売上高（又はこれに相当する事項）は、当該四半期までの累計であります。

　　　　②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

　　　　③平成18年12月期第１四半期におけるパーセント表示は、前年同四半期を開示していないため記載しておりませ

ん。

　　　　④平成19年12月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期当期純利益は、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。

　　　　⑤平成18年12月期第１四半期及び平成18年12月期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、当期純

損失を計上しているため、記載しておりません。

　　　　⑥平成18年12月期は決算期変更により平成17年11月１日から平成18年12月31日までの14ヶ月となっております。

　　　　⑦平成18年12月期第１四半期は決算期変更により平成17年11月１日から平成18年１月31日までの３ヶ月となって

おります。
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(2）財政状態（個別）の変動状況

（単位：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12月期第１四半期 13,140 8,638 65.7 3,634 77

18年12月期第１四半期 84,661 68,424 80.8 28,790 16

（参考）18年12月期 16,687 8,531 51.1 3,589 87

(注）①平成18年12月期第１四半期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」

を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄にそれぞれ記載しておりま

す。

　　　　②平成18年12月期は決算期変更により平成17年11月1日から平成18年12月31日までの14ヶ月となっております。

　　　　③平成18年12月期第１四半期は決算期変更により平成17年11月１日から平成18年１月31日までの３ヶ月となって

おります。

 

 ［参考］

平成19年12月期通期業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

平成19年12月期通期業績予想につきましては、子会社の動向等不確定な要因があることから進捗を十分に鑑み、業績

が明らかになり次第開示させていただきます。

－ 16 －



個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

 （単位：千円・単位未満切捨）

科目

当第１四半期
会計期間末

(平成19年３月31日)

前第１四半期
 会計期間末

(平成18年１月31日)
増減

（参考）
 前事業年度末

(平成18年12月31日)

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
増減比
（％）

金額
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金 8,389,012  4,497,622  3,891,390  696,366  

２　売掛金 534,530  2,130,934  △1,596,404  520,979  

３　たな卸資産 6,497  51,548  △45,050  7,451  

４　コンテンツ資産 293,850  1,513,785  △1,219,935  262,477  

５　未収入金 2,072,481  76,810  1,995,670  2,095,302  

６　未収法人税等 763,129  －  763,129  798,694  

７　短期貸付金 3,395,396  6,646,545  △3,251,148  7,973,614  

８　その他 224,589  3,189,876  △2,965,286  255,024  

貸倒引当金 △4,690,006  △1,003,338  △3,686,668  △5,054,729  

流動資産合計 10,989,481 83.6 17,103,785 20.2 △6,114,303 △35.7 7,555,181 45.3

Ⅱ　固定資産         

１ 有形固定資産 18,277  30,223  △11,945  16,075  

２　無形固定資産 97,226  578,768  △481,541  91,847  

３　投資その他の資産         

(1)投資有価証券 256,000  13,655,492  △13,399,492  261,000  

(2)関係会社株式 1,544,967  51,029,243  △49,484,276  8,568,440  

(3)破産更生債権等 219,263  －  219,263  223,389  

(4)その他 234,897  2,263,538  △2,028,640  195,040  

 貸倒引当金 △219,263  －  △219,263  △223,389  

 投資その他の資産合計 2,035,864  66,948,274  △64,912,409  9,024,481  

固定資産合計 2,151,368 16.4 67,557,266 79.8 △65,405,897 △96.8 9,132,404 54.7

資産合計 13,140,850 100.0 84,661,051 100.0 △71,520,200 △84.5 16,687,585 100.0
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科目

当第１四半期
会計期間末

(平成19年３月31日)

前第１四半期
 会計期間末

(平成18年１月31日)
増減

（参考）
 前事業年度末

(平成18年12月31日)

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
増減比
（％）

金額
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金 231,309  1,340,806  △1,109,497  303,932  

２　短期借入金 98,000  13,000,000  △12,902,000  3,515,158  

３　未払金 3,829,318  535,947  3,293,370  3,854,301  

４　未払費用 23,531  428,876  △405,344  36,029  

５　未払法人税等 3,142  45,130  △41,988  89,746  

６　前受金 23,180  722,277  △699,096  25,830  

７　預り金 23,332  118,111  △94,779  25,104  

８　事業再編損失引当
金

150,353  －  150,353  193,762  

９　その他 23,843  38,397  △14,553  8,776  

流動負債合計 4,406,011 33.5 16,229,548 19.2 △11,823,536 △72.9 8,052,643 48.3

Ⅱ　固定負債 96,257 0.7 7,349 0.0 88,908 1,209.8 103,084 0.6

負債合計 4,502,269 34.3 16,236,897 19.2 △11,734,628 △72.3 8,155,727 48.9

－ 18 －



科目

当第１四半期
会計期間末

(平成19年３月31日)

前第１四半期
 会計期間末

(平成18年１月31日)
増減

（参考）
 前事業年度末

(平成18年12月31日)

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
増減比
（％）

金額
構成比
（％）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 － － 39,561,857 46.7 △39,561,857 － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金 －  28,877,808  △28,877,808 － － －

２　その他資本準備金 －  733,310  △733,310  －  

資本剰余金合計 － － 29,611,119 35.0 △29,611,119 － － －

Ⅲ　利益剰余金 － － － － － － － －

１　四半期（当期）未
処分損失

－  352,580  △352,580  －  

利益剰余金合計  － － △352,580 △0.4 352,580 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金  

－ － 5,835 0.0 △5,835 － － －

Ⅴ　自己株式  － － △402,077 △0.5 402,077 － － －

資本合計 － － 68,424,153 80.8 △68,424,153 － － －

負債、資本合計 － － 84,661,051 100.0 △84,661,051 － － －
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科目

当第１四半期
会計期間末

(平成19年３月31日)

前第１四半期
 会計期間末

(平成18年１月31日)
増減

（参考）
 前事業年度末

(平成18年12月31日)

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
増減比
（％）

金額
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金 39,561,857 301.1 － － 39,561,857 － 39,561,857 237.1

２　資本剰余金         

(1)資本準備金 9,890,464  －  9,890,464  9,890,464  

(2)その他資本剰余金
　　　　　　　　　
　　　　　　　　

－  －  －  19,720,654  

 資本剰余金合計 9,890,464 75.3 － － 9,890,464 － 29,611,119 177.4

３　利益剰余金         

(1)利益準備金 －  －  －  －  

(2)その他利益剰余金 △40,323,498  －  △40,323,498  △60,155,875  

 利益剰余金合計 △40,323,498 △306.9 － － △40,323,498 － △60,155,875 △360.5

４　自己株式 △402,077 △3.1 － － △402,077 － △402,077 △2.4

 株主資本合計 8,726,745 66.4 － － 8,726,745 － 8,615,023 51.6

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評
価差額金　　　　

△88,165 △0.7 － － △88,165 － △83,165 △0.5

評価・換算差額等
合計

△88,165 △0.7 － － △88,165 － △83,165 △0.5

純資産合計 8,638,580 65.7 － － 8,638,580 － 8,531,858 51.1

負債、純資産合計 13,140,850 100.0 － － 13,140,850 － 16,687,585 100.0
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(2）四半期損益計算書

 （単位：千円・単位未満切捨）

科目

当第１四半期
会計期間

(自　平成19年１月１日  

至　平成19年３月31日)

前第１四半期
会計期間 

(自　平成17年11月１日  

 至　平成18年１月31日) 

増減

（参考）
 前事業年度 

(自　平成17年11月１日  

 至　平成18年12月31日) 

金額
百分比
（％）

金額
百分比
（％）

金額
増減比
（％）

金額
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 600,441 100.0 767,758 100.0 △167,316 △21.8 3,126,309 100.0

Ⅱ　売上原価 177,344 29.5 443,924 57.8 △266,579 △60.1 2,179,403 69.7

売上総利益 423,097 70.5 323,833 42.2 99,263 30.7 946,905 30.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

545,992 90.9 844,087 110.0 △298,094 △35.3 4,107,722 131.4

営業損失 122,895 △20.5 520,253 △67.8 △397,357 △76.4 3,160,817 △101.1

Ⅳ　営業外収益 98,166 16.3 232,449 30.3 △134,282 △57.8 1,270,302 40.6

Ⅴ　営業外費用 162,350 27.0 17,463 2.3 144,886 829.7 327,535 10.5

経常損失 187,079 △31.2 305,267 △39.8 △118,187 △38.7 2,218,050 △70.9

Ⅵ　特別利益 369,070 61.5 － － 369,070 － 2,411,839 77.1

Ⅶ　特別損失 70,268 11.7 46,260 6.0 24,008 51.9 60,327,696 1,929.7

税金等調整前四半期
（当期)純利益又は
税金等調整前四半期
（当期)純損失(△)

111,722 18.6 △351,527 △45.8 463,250 － △60,133,907 △1,923.5

税金費用合計 － － 1,052 0.1 △1,052 － 21,968 0.7

四半期（当期）純利
益又は四半期(当期）
純損失(△)

111,722 18.6 △352,580 △45.9 464,302 － △60,155,875 △1,924.2

前期繰越利益 － － － － － － － －

四半期未処理損失 － － 352,580 △45.9 △352,580 － － －
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