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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年３月期第１四半期 2,873 (△1.6) 169 (△44.8) 173 (△43.8) 83 (△54.2)

19年３月期第１四半期 2,921 (△2.0) 306 (△37.3) 309 (△37.0) 182 －

（参考）19年３月期 12,489  864  880  510  

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

20年３月期第１四半期 432 28 － －

19年３月期第１四半期 943 24 － －

（参考）19年３月期 2,638 93 － －

(2）連結財政状態  

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

20年３月期第１四半期 10,654 8,195 76.9 42,370 74

19年３月期第１四半期 9,410 7,222 76.7 37,315 67

（参考）19年３月期 11,186 8,130 72.7 42,019 04

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

20年３月期第１四半期 △256 △231 △58 1,906

19年３月期第１四半期 △188 △2,114 △58 1,714

（参考）19年３月期 510 △2,018 △116 2,452
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２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）　

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 5,200 (△17.0) 300 (△43.6) 300 (△44.0) 180 (△41.9) 930 54

通期 11,500 ( △7.9) 1,000 (  15.7) 1,000 (  13.6) 600 (  17.5) 3,101 81

３．その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　無

(3) 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

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。実際の業

績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれ

らに限定されるものではありません。

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動向・市場環境、競合会社の動向、個人情報の

管理に関する事項、システムトラブル、訴訟等の可能性等が含まれます。

なお、業績予想の前提となる仮定等については、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する

定性的情報をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

 （期首からの累計期間の経営成績）

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19年６月末時点で1億308万人（前年同期比5.6％

増）、携帯ＩＰ接続サービス（ＰＨＳを除く。）で8,565万人（同6.1％増）と加入者数の伸びは鈍化傾向にあるもの

の、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7,469万人（同41.6％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19年３月末現在で2,644

万人（同13.5％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向け通販やマーケティング事業

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会員数の減少には下げ

止まり感が見られるものの、中長期的なユーザー獲得のための高付加価値コンテンツの拡充に伴う開発費等の増加が

影響し、当第１四半期の業績につきましては、売上高は28億73百万円（前年同期比1.6％減）、営業利益1億69百万円

（前年同期比44.8％減）、経常利益1億73百万円（前年同期比43.8％減）、四半期純利益83百万円（前年同期比54.2％

減）となりました。 

 

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。

[コンテンツ事業セグメント]

ゲーム分野におきましては、ユーザーニーズが多様化するなか、ますます加速する携帯電話機の高機能化に即時に

対応し、最新の技術や機能を駆使した高付加価値コンテンツを提供する一方、誰でも手軽に楽しめるカジュアルゲー

ムを提供するなど、ユーザーの用途に合わせたコンテンツを積極的に展開してまいりました。また、料金体系にも複

数のコースを用意し、選択肢の幅を持たせることで、よりユーザーの嗜好や多様性への対応を進めてまいりました。

この結果、プロモーションの積極的展開等の効果もあり、定番となっている「ＳＩＭＰＬＥ１００シリーズ」や

「ズーキーパー」シリーズが引き続き堅調に推移したほか、アーケードゲームと連動した「機動戦士ガンダム　戦場

の絆」や、継続的にコンテンツの追加を行った「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥモバイルジャック」が好調に推移しました。これ

により、平成19年６月時点の会員数は177万人（前年同期比14.1％増）となりました。

　サウンド・映像分野におきましては、人気アニメーションをフルバージョンでストリーミング配信する「アニメ.モ

ビ」が、対応端末のラインナップが増加したことやプロモーション効果等により順調に推移したものの、当分野の主

力コンテンツである着信メロディ等の会員数の減少の影響が大きく、平成19年６月時点の会員数は70万人（前年同期

比29.4％減）となりました。

　キャラクター・総合分野におきましては、会員数の減少傾向に対して、サイトの統合を進めるとともにコンテンツ

のリッチ化やコンテンツ拡充、対応機種の拡大等を積極的に展開し、ユーザー満足度の向上や顧客単価の維持・引き

上げのための施策を引き続き行ってまいりました。この結果、「ハローキティ」や「機動戦士ガンダム」等の人気キャ

ラクターを利用した、携帯電話カスタマイズサービス等の新規コンテンツは好調に推移しましたが、従来の待受コン

テンツの会員数減少をカバーするにはいたらず、平成19年６月時点の会員数は101万人（前年同期比10.6％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、多様なユーザーニーズに対して、効率的かつ効果的にコンテンツ、サー

ビスを展開することで会員数の減少の歯止めに一定の効果をあげ、平成19年６月時点のモバイルコンテンツの有料会

員数は348万人（前年同期比5.3％減）となりましたが、高付加価値コンテンツの拡充による開発費等の増加により、

売上高は19億13百万円（前年同期比1.6％減）、営業利益は3億24百万円（前年同期比36.2％減）となりました。
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[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、コンテンツの表現力やサービス展開の広がりを可能とす

る技術の開発・提供に引き続き注力してまいりました。この結果、堅調な携帯電話機の買い替え需要等を背景に、「２

Ｄベクターエンジン」や「３Ｄエンジン」技術等の新規携帯電話機への搭載や、事業者向けインプリメントソフトの

販売等が好調に推移しました。

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

活かし、新規サービスの提案や、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、売上高は7億25百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は48百万円（前年同期比　－　）となりました。

 

[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、顧客誘導策の基盤づくりに注力しつつ、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、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、オリジナル商品の企画・開発に努め、オリジナル商品のシリーズ

化によるリピーター獲得のための施策等を実施してまいりましたが、収益に貢献する商材が不足し苦戦を強いられま

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、バンダ

イナムコグループ内外との連携等によるサイトの強化や「サークルリンクＴＶ」の運営等によるターゲットユーザー

の獲得を目指してまいりました。また、「キッズリサーチ」等のネットリサーチサービスを展開する等、コミュニ

ティーサイトの集客力を活用した新しい試みを引き続き実施してまいりました。

　その他事業セグメント全体としては、コマース分野におけるネット通販サイトでの販売不振や、マーケティング分

野が育成期間であること等から、売上高は2億34百万円（前年同期比16.2％減）、営業損失は1億8百万円（前年同期比

　－　）となりました。

（注）１.　平成19年６月時点の会員数は速報値を用いております。 

 ２.　ソリューション事業セグメントの営業利益は、増減率が1000%を超えたため、前年同期との対比は行っておりません。

 ３.　その他事業セグメントの営業利益は、前年同期、当第１四半期ともに営業損失のため前年同期との対比は行っておりません。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

 当第１四半期末の総資産につきましては、主に法人税等の債務の支払に伴う「現金及び預金」の減少により、106

億54百万円と前連結会計年度末に比べ5億32百万円減少となりました。

  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5億97百万円減少し、

24億58百万円となりました。

 なお、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ65百万円増加し、81億95百万円となり、自己資本比率は前

連結会計年度末の72.7％から76.9％となりました。

　(2) キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、債務や法人税等の支払等により、前連結会計年度末に比べ

5億45百万円減少し、19億6百万円となりました。

(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1億26百万円（前年同期比1億82百万円

減）となったものの、法人税等の支払3億62百万円（前年同期比80百万円減）等により、2億56百万円（前年同期比68

百万円増）の支出となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付けによる支出2億円（前年同期比19億円減）等により2億31百万円（前

年同期比18億83百万円減）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（前年同期比増減なし）により58百万円（前年同期比増減な

し）の支出となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年３月期につきましては、「選択と集中」による経営効率・事業効率の徹底を行うとともに、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の基盤の中心であるコンテンツ事業セグメントにおきましては、人気キャラクター・人気コン

テンツを中心に、開発リソースを投下するタイトルを絞り込み、効率的な開発・展開を実施してまいります。ゲーム

分野においては、主力の「ガンダム公式ゲーム」「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥモバイルジャック」を中心に新規コンテンツを

投入してまいります。サウンド・映像分野においては、「アニメ.モビ」による映像配信コンテンツの拡大、キャラク

ター・総合分野では、人気の携帯電話カスタマイズサービスを拡充してまいります。

　ソリューション事業セグメントにおきましては、技術ライセンス分野において、引き続き携帯電話機上において魅

力あるコンテンツ、サービスの展開が可能な技術開発・サービス提供を行うとともに、あらたな技術の発掘、開発等

を行ってまいります。具体的には、次世代モバイルゲーム開発環境「Ｘ－Ｆｏｒｇｅ」の積極的な展開を行うととも

に、引き続き既存技術の「２Ｄベクターエンジン」、「３Ｄエンジン」の拡充や、「画像認識エンジン」の技術ライ

センス、サービス化の展開等をパートナー企業と連携して行ってまいります。また、企業向けソリューション分野に

おきましては、当期の重点施策として掲げるビジネスモデルの見直しによる利益率の改善を行うとともに、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展開を積極的に行ってまいります。

　その他事業セグメントにおきましては、コマース分野における収益力の強化、顧客誘導策の強化、商品構成の見直

し等の対策を行ってまいります。モバイル通販サイトでは、コンサルタント業務を支えるサイト構築、システム管理・

運営ノウハウや分析力のさらなる強化に努めてまいります。ネット通販サイト「ＬａＬａＢｉｔマーケット」では、

顧客誘導のためのプロモーション強化や、リピーター獲得のための施策としてオリジナル商品のシリーズ化等を実施

してまいります。マーケティング分野におきましては、次期に向けた事業の育成期間と位置付け、バンダイナムコグ

ループ内外との連携を強化し、様々なキャラクターコンテンツを活用しながら自社メディアの展開を強化してまいり

ます。具体的には「サークルリンク」等の自社メディアにおける集客力を強化しつつ、ネット通販サイトとの連動や、

新サービス・事業の展開を積極的に行い、収益を獲得できる基盤の構築に取組んでまいります。

　以上により、平成19年５月８日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

 

４．有料会員数

当第１四半期末までの有料会員数の推移は以下のとおりであります。 
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 （注）直近３ヵ月間の有料会員数は速報値を用いております。また、平成17年４月より㈱ＶＩＢＥの有料会員数を加えております。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前第１四半期
（平成18年６月30日）

当第１四半期
（平成19年６月30日）

増減

（参考）
前連結会計年度

（平成19年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

 1. 現金及び預金 1,714,509 1,906,613   2,452,034

 2. 売掛金 2,685,514 2,594,723   2,902,448

 3. たな卸資産 12,838 22,512   43,489

 4. 繰延税金資産 52,173 128,701   178,549

 5. 親会社に対する短期
貸付金

2,100,000 2,700,000   2,500,000

 6. その他 257,243 515,627   334,528

　　 貸倒引当金 △29,170 △24,961   △23,810

　流動資産合計 6,793,110 7,843,217 1,050,107 15.5 8,387,239

Ⅱ　固定資産      

 1. 有形固定資産      

 (1) 建物 38,190 28,944   30,131

 (2) 工具器具及び備品 165,854 168,600   143,708

有形固定資産合計 204,044 197,545 △6,499 △3.2 173,839

 2. 無形固定資産 58,726 76,394 17,667 30.1 81,468

3. 投資その他の資産      

 (1) 投資有価証券 1,632,482 2,352,308   2,328,126

 (2) 関係会社株式 180,000 －   －

 (3) 繰延税金資産 372,395 42,504   44,489

 (4) その他 169,874 142,512   171,432

投資その他の資産合計 2,354,751 2,537,326 182,574 7.8 2,544,048

固定資産合計 2,617,523 2,811,265 193,742 7.4 2,799,356

資産合計 9,410,633 10,654,482 1,243,849 13.2 11,186,596
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科目

前第１四半期
（平成18年６月30日）

当第１四半期
（平成19年６月30日）

増減

（参考）
前連結会計年度

（平成19年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

 1. 支払手形 2,100 －   5,728

 2. 買掛金 1,513,055 1,765,783   1,938,369

 3. 未払金 333,824 416,152   521,007

 4. 未払費用 110,087 131,647   166,562

 5. 未払法人税等 101,704 62,006   393,379

 6. 役員賞与引当金 7,950 3,775   －

 7. その他 118,952 79,132   31,347

流動負債合計 2,187,675 2,458,497 270,822 12.4 3,056,394

負債合計 2,187,675 2,458,497 270,822 12.4 3,056,394

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

1. 資本金 1,113,371 1,113,371   1,113,371

2. 資本剰余金 806,860 806,860   806,860

3. 利益剰余金 4,813,963 5,109,527   5,083,939

 株主資本合計 6,734,195 7,029,759 295,564 4.4 7,004,171

 Ⅱ　評価・換算差額等      

1. その他有価証券評価
差額金

483,962 1,166,225   1,123,783

 評価・換算差額等合計 483,962 1,166,225 682,263 141.0 1,123,783

Ⅲ　少数株主持分 4,800 － △4,800 △100.0 2,247

 純資産合計 7,222,957 8,195,985 973,027 13.5 8,130,201

 負債純資産合計 9,410,633 10,654,482 1,243,849 13.2 11,186,596

バンダイネットワークス㈱（3725）平成 20 年３月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 7 －



(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期
（自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日）

当第１四半期
（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

増減

（参考）
前連結会計年度
（自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率

（％）
金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,921,057 2,873,052 △48,005 △1.6 12,489,257

Ⅱ　売上原価 1,843,697 1,960,739 117,042 6.3 8,444,232

売上総利益 1,077,360 912,312 △165,047 △15.3 4,045,024

Ⅲ　販売費及び一般管理費 770,683 742,885 △27,798 △3.6 3,180,548

 1. 広告宣伝費 66,634 67,193   373,602

 2. 回収代行手数料 192,908 190,610   754,557

 3. 役員報酬 31,755 40,758   169,356

 4. 給与手当 94,959 103,542   371,987

 5. 賞与 27,059 35,076   91,254

 6. 役員賞与引当金繰入額 7,950 3,775   －

 7. 研究開発費 92,283 64,594   390,783

 8. 貸倒損失 － －   38,568

 9. 貸倒引当金繰入額 17,027 17,720   23,810

 10. 減価償却費 19,386 14,960   69,758

11. その他 220,719 204,654   896,869

営業利益 306,676 169,427 △137,249 △44.8 864,476

Ⅳ　営業外収益 2,800 5,542 2,742 98.0 15,694

 1. 受取利息 306 4,074   5,457

 2. 有価証券利息 80 －   586

 3. 受取配当金 1,650 480   1,650

 4. 為替差益 － －   1,948

 5. その他 763 988   6,051

Ⅴ　営業外費用 98 1,145 1,047 － －

 1．為替差損 98 1,145   －

経常利益 309,378 173,824 △135,553 △43.8 880,171
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科目

前第１四半期
（自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日）

当第１四半期
（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

増減

（参考）
前連結会計年度
（自 平成18年４月１日

至 平成19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 － － － － 467,069

  1. 固定資産売却益 － －   724

 2. 投資有価証券売却益 － －   466,345

Ⅶ　特別損失 － 47,430 47,430 － 426,983

 1. 固定資産除却損 － 160   13,643

 2. 投資有価証券評価損 － 47,270   413,339

税金等調整前四半期(当期）純
利益

309,378 126,394 △182,984 △59.1 920,256

法人税等 127,183 42,775 △84,408 △66.4 410,274

少数株主損失 261 － △261 △100.0 480

四半期（当期）純利益 182,455 83,619 △98,836 △54.2 510,462

バンダイネットワークス㈱（3725）平成 20 年３月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 9 －



(3）（要約）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19年４月１日　至　平成19年６月30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19年３月31日　残高　　　
（千円）

1,113,371 806,860 5,083,939 7,004,171 1,123,783 2,247 8,130,201

当四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当
　　　　　　　（千円）

  △58,030 △58,030   △58,030

四半期純利益
（千円）

  83,619 83,619   83,619

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）
    42,442 △2,247 40,195

当四半期連結会計期間中の変動額
合計

（千円）
－ － 25,588 25,588 42,442 △2,247 65,783

平成19年６月30日　残高　 　　　
（千円）

1,113,371 806,860 5,109,527 7,029,759 1,166,225 － 8,195,985

（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当
　　　　　　　（千円）

  △116,061 △116,061   △116,061

当期純利益
（千円）

  510,462 510,462   510,462

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

（千円）
    95,142 △2,813 92,328

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 394,401 394,401 95,142 △2,813 486,729

平成19年３月31日　残高　 　　　
（千円）

1,113,371 806,860 5,083,939 7,004,171 1,123,783 2,247 8,130,201
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期

（自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日）

当第１四半期

（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

（参考）

前連結会計年度

（自 平成18年４月１日

至 平成19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    

税金等調整前四半期（当期）純利益 309,378 126,394 920,256

減価償却費 42,309 32,539 173,259

 貸倒引当金の増減額 △1,896 1,151 △7,256

 役員賞与引当金の増減額 7,950 3,775 －

 受取利息及び受取配当金 △2,036 △4,554 △7,694

 固定資産除却損 － 160 13,643

 固定資産売却損益 － － △724

 投資有価証券評価損 － 47,270 413,339

投資有価証券売却損益 － － △466,345

 前渡金の増減額 △20,402 △179,298 △73,650

 売上債権の増減額 216,687 307,725 △246

  たな卸資産の増減額 △2,025 20,976 △32,676

  仕入債務の増減額 △153,051 △178,314 275,890

 未払金の増減額 △104,149 △98,346 70,573

  未払消費税等の増減額 △2,265 25,914 △37,018

  その他 △37,295 △11,898 △54,197

小計 253,203 93,493 1,187,156

 利息及び配当金の受取額 1,733 4,550 7,668

  法人税等の支払額 △443,148 △362,500 △683,884

  法人税等の還付額 － 8,082 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △188,212 △256,374 510,940

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

 定期預金の払戻しによる収入 50,000 － 50,000

 有形固定資産の取得による支出 △20,706 △18,991 △114,320

 有形固定資産の売却による収入 － － 3,000

 無形固定資産の取得による支出 △44,292 △38,055 △69,595

 無形固定資産の売却による収入 － － 700

 保証金等の回収による収入 － 28,910 －

 投資有価証券の売却による収入 － － 614,500

 子会社株式の追加取得による支出 － △2,880 △2,880

 親会社への貸付けによる支出 △2,100,000 △200,000 △2,500,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,114,999 △231,015 △2,018,596
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前第１四半期

（自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日）

当第１四半期

（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

（参考）

前連結会計年度

（自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

 配当金の支払額 △58,030 △58,030 △116,061

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,030 △58,030 △116,061

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（減少額：△）

△2,361,242 △545,420 △1,623,717

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 4,075,751 2,452,034 4,075,751

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高

1,714,509 1,906,613 2,452,034
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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 
（自　平成18年４月１日

    至　平成18年６月30日）

コンテンツ事業
ソリューション

事業
その他事業 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売

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

(2)セグメント間の内部

売上又は振替高
－ － △585 △585 585 －

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

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

営業利益又は営業損失

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

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　２．各事業の主な製品

　　　　　(1) コンテンツ事業　        ・・・　携帯電話機向けコンテンツ配信等

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

　　　　　(3) その他事業　　　　　　　・・・　ネット通販、ネット広告等

　　　３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は91,568千円であります。その主なも

のは、当社の経営企画部門等に係る費用であります。

当第１四半期 
（自　平成19年４月１日

    至　平成19年６月30日）

コンテンツ事業
ソリューション

事業
その他事業 計 消去又は全社 連結

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売

上高
1,913,673 725,359 234,020 2,873,052 － 2,873,052

(2)セグメント間の内部

売上又は振替高
－ － 360 360 △360 －

計 1,913,673 725,359 234,380 2,873,412 △360 2,873,052

営業費用 1,588,955 676,629 342,652 2,608,237 95,387 2,703,625

営業利益又は営業損失

（△）
324,717 48,729 △108,272 265,175 △95,747 169,427

（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95,939千円であります。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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（参考）
前連結会計年度

（自 平成18年４月１日
至 平成19年３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
7,662,379 3,446,955 1,379,922 12,489,257 － 12,489,257

(2)セグメント間の内部

売上又は振替高
－ － 1,356 1,356 △1,356 －

計 7,662,379 3,446,955 1,381,278 12,490,613 △1,356 12,489,257

営業費用 6,190,012 3,119,380 1,939,535 11,248,928 375,852 11,624,781

営業利益又は営業損失

（△）
1,472,367 327,575 △558,256 1,241,685 △377,208 864,476

（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377,766千円であります。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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