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１．平成19年９月期第３四半期の連結業績（平成18年10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 ％

19年９月期第３四半期 15,534 4.8 △260 － △310 － △1,408 －

18年９月期第３四半期 14,825 7.8 891 △71.9 766 △75.4 △472 －

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３四半期 △7,163 72 － －

18年９月期第３四半期 △2,747 21 － －

18年９月期 △5,411 40 － －

(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

19年９月期第３四半期 24,599 20,141 79.9 99,786 62

18年９月期第３四半期 26,485 22,189 82.6 111,779 26

18年９月期 26,161 21,769 81.8 109,216 46

(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

19年９月期第３四半期 706 118 △357 11,862

18年９月期第３四半期 1,229 △4,520 7,730 12,740

18年９月期 171 △4,780 7,692 11,386

２．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）　【参考】

 （％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

通期 22,000 10.2 △700 － △700 － △1,900 － △9,670 44

－ 1 －



４．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　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月期第３四半期の個別業績（平成18年10月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

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 ％

19年９月期第３四半期 11,454 △7.9 △370 － △336 － △1,309 －

18年９月期第３四半期 12,437 △9.4 704 △53.4 657 △66.5 397 △71.1

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３四半期 △6,659 36 － －

18年９月期第３四半期 2,027 66 2,280 31

18年９月期 △1,972 65 － －

(2）個別財政状態

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

19年９月期第３四半期 24,495 21,367 87.2 108,448 34

18年９月期第３四半期 26,965 23,754 88.1 121,304 59

18年９月期 26,357 23,015 87.3 117,419 33

２．平成19年９月期の個別業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）　【参考】

（％表示は対前期増減率）

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

通期 15,200 △8.3 △1,000 － △1,000 － △1,800 － △9,161 47

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、平成19年５月15日に「平成19年９月期中間期末の投資有価証券評価損および通期（連

結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表した数値であり、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。

上記予想に関する事項は添付資料の４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

参照してください。

業績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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【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

　当第３四半期連結会計期間（平成18年10月１日～平成19年６月30日）におけるわが国経済は、原油価格や海外経済の

動向については引き続き留意する必要があるものの、企業収益の改善、設備投資の増加、個人消費の緩やかな増加など

により、景気の回復が続くと見込まれます。

　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18年６月末の57.7％から平成19年６月末には76.7％まで上昇しております（出所：電気通信事業者協会）。

これに伴い、高速データ通信や通信料定額制の一層の普及も相まって、今後は着うたフル®や動画などの大容量コンテン

ツの利用が拡大していくと予想されます。また、PCについてはブロードバンドの契約世帯数が全体の79.5％を占め、生

活の中にインターネットの世界がより身近になっていることが伺えます。

　このような状況の下、当社グループにおける各事業におきましては、多種多様なユーザニーズに対応すべく、サービ

スの拡充に取り組んでまいりました。

　モバイルコンテンツ事業におきましては、着メロサイトの会員数減少が続いておりますが、広告宣伝手法の多様化や

新曲の先行配信と連動した企画投入などに取り組み、着うた®・着うたフル®サイトの会員獲得に注力した結果、当第３

四半期末の主要音楽系コンテンツ（着メロ・着うた®・着うたフル®）の会員数の合計が、前四半期末に比べ純増に転じ

ました。

　その他のコンテンツにつきましては、需要の高まっている電子書籍ジャンルにおいて、昨年11月に株式会社魔法のiら

んどとの共同運営による総合電子書籍サイト「魔法の図書館Plus」、本年６月には当社運営による「dwango.jp（ブッ

ク）」をNTTドコモ向けに開始いたしました。また、PC向けで成長しているタイプのアイテム課金型オンラインゲームを

携帯電話向けに実現したサイト「携帯ゲームオンライン」を本年２月に、NTTドコモの「きせかえツール®」に対応した

専門サイト「きせかえドワンゴ」を本年３月に開始するなど、新しいジャンルへの展開を進めてまいりました。

　これらの取り組みにより、当第３四半期末の有料ユニークユーザ数は345万９千人と前四半期末に比べ５万３千人減少

（前年同期比では51万６千人減少）しましたが、ARPUは従量課金制サイトの追加、着うた®・着うたフル®といった高単

価サイトの会員数増加が寄与し368円と前四半期末に比べ10円増加（前年同期比では25円増加）いたしました。

　ゲーム事業におきましては、当社グループ会社である株式会社スパイクが開発したゲームソフト「脳内エステ　ＩＱ

サプリ」や、「コール　オブ　デューティー３」等の海外タイトルの国内向け販売が大きく売上に貢献しております。

また、株式会社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「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。

　なお、当連結会計年度より、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。

　その他事業におきましては、当社子会社である株式会社ニワンゴが展開する「ニコニコ動画」（投稿された動画にコ

メントを付けることができるサービス）が受け入れられ、急速にユーザを獲得しております。また本年６月12日より、

常時高画質での動画視聴が楽しめる等の特典を受けられる有料サービス「ニコニコプレミアム会員」を開始しておりま

す。６月は無料サービス期間としたため、収益への貢献は７月以降となる予定です。

　以上の結果、当第３四半期連結業績は、売上高155億34百万円（前年同期比4.8%増）、営業損失２億60百万円（前年同

期は８億91百万円の営業利益）、経常損失３億10百万円（前年同期は７億66百万円の経常利益）となりました。

　また、投資有価証券売却益７億66百万円に加え、減損会計により投資有価証券評価損14億24百万円、ソフトウェアの

減損損失82百万円等を計上したことから、当期純損失は14億8百万円（前年同期は４億72百万円の損失）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

①当第３四半期の財政状態

  当第３四半期の総資産は前期末に比べ15億62百万円減少し245億99百万円となりました。

負債合計は前期末に比べ65百万円増加し44億57百万円となりました。

株主資本は、前期末に比べ17億59百万円減少し196億36百万円となり自己資本比率は79.9%となりました。

②当第３四半期のキャッシュ・フローの状況  

  当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は118億62百万円（前年同期は127億40百万円）となりまし

た。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動による資金の増加は、７億６百万円（前年同期は12億29百万円の増加）となりました。これは税金等調整前

四半期純損失で11億35百万円、投資有価証券売却益による減少額７億66百万円を計上しましたが、投資有価証券評価損

における増加額14億24百万円、売上債権の増加額で７億７百万円、減価償却費５億90百万円があったことによるもので

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の増加は１億18百万円（前年同期は45億20百万円の減少）となりました。これは、有価証券、投

資有価証券の取得による支出18億34百万円、有形・無形固定資産の取得による支出13億23百万円があった一方、有価証

券の償還による収入で30億円、投資有価証券の売却による収入８億25百万円があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動による資金の減少は３億57百万円（前年同期は77億30百万円の増加）となりました。これは主に当社の第10

期配当金の支払額３億88百万円によるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  平成19年９月期の業績予想につきましては、平成19年５月15日に「平成19年９月期中間期末の投資有価証券評価損お

よび通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」を公表し、平成18年11月14日に公表しておりました従来の

業績予想を修正しております。

  連結業績につきましては、売上高220億円（対前年比10.2％増加）、経常損失７億円、当期純損失19億円を見込んでお

ります。

　また、個別業績予想につきましては、平成19年５月15日に公表しました「平成19年９月期中間期末の投資有価証券評

価損および通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  なお、当期末の配当予想につきましては、従来予想通り１株当たり2,000円00銭を見込んでおります。
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４．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）

    該当事項はありません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

    該当事項はありません。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　当連結会計期間から「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第10号）を適用してお

ります。

　これにより、従来連結調整勘定の償却方法については、一括償却する方法を採用しておりましたが、のれんの償却に

ついては、合理的な見積もりに基づき、20年以内で均等償却する方法に変更しております。

　この結果、従来の方法と比較して、営業利益が17,414千円、経常利益が17,414千円それぞれ減少し、税金等調整前四

半期純利益は195,035千円増加しております。
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【参考資料】

１．当第３四半期連結業績

〔売上構成〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額：百万円）

 

 

 前第３四半期

（売上比）

当第３四半期

（売上比）

前連結会計年度

（売上比）
当第３四半期の主な変動要因

売上高 14,825 15,534 19,961  

 モバイル

コンテンツ事業

12,294

(82.9％)

11,320

(72.9％)

16,360

(82.0％)

ユーザニーズの変化に伴う着メロサイトの会

員数減少による。

 
音楽系

11,357

(76.6％)

10,216

(65.8％)

15,064

(75.5％)

 

 
ゲーム・その他

937

(6.3％)

1,103

(7.1％)

1,296

(6.5％)

 

 ゲーム事業 2,186

(14.7％)

3,836

(24.7％)

3,131

(15.7％)

スパイク、チュンソフトの売上が貢献。

 ソリューション

事業

94

(0.6％)

124

(0.8％)

180

(0.9％)

 

 その他事業 250

(1.7％)

461

(3.0％)

321

(1.6％)

子会社の新規取得等による。

 消去又は全社 －

(－％)

△208

(△1.3％)

△33

(△0.2％)

 

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

  前第３四半期

（売上比）

当第３四半期

（売上比）

前連結会計年度

（売上比）
当第３四半期の主な変動要因

売上原価

 

6,576

(44.4％)

7,464

(48.1％)

9,292

(46.6％)

 

 
外注費

2,012

(13.6％)

2,470

(15.9％)

2,764

(13.9％)

子会社のパッケージゲームソフト制作費の増

加。

 

人件費

1,720

(11.6％)

2,245

(14.5％)

2,404

(12.0％)

グループにおける人員増加。また、子会社に

おいて従来研究開発費に直接計上していた人

件費を今期より他勘定振替により研究開発費

に振替えていることによるもの。

 
その他経費

1,075

(7.3％)

1,460

(9.4％)

1,610

 (8.1％)

主に減価償却費の増加による。

 

支払手数料
1,338

(9.0％)

1,035

(6.7％)

1,678

(8.4％)

ロイヤリティの条件変更、及び第２四半期よ

りモバイルサイトの一部の売上を純額計上に

変更したことにより減少。

 
著作権等使用料

1,658

(11.2％)

1,895

(12.2％)

2,500

(12.5％)

着うた・着うたフルの利用増加。

 

（他勘定振替）

1,228

(8.3％)

1,642

(10.6％)

1,665

(8.3％)

子会社のパッケージゲームソフト開発が増加

したことにより、研究開発費への振替えが増

加。
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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３四半期

（売上比）

当第３四半期

（売上比）

前連結会計年度

（売上比）
当第３四半期の主な変動要因

販売費及び

一般管理費

7,356

(49.6％)

8,329

(53.6％)

10,699

(53.6％)

 

 
広告宣伝費

2,519

(17.0％)

2,797

(18.0％)

4,128

(20.7％)

 

 
人件費

816

(5.5％)

989

(6.4％)

1,089

(5.5％)

 

 
支払手数料

1,903

(12.8％)

1,850

(11.9％)

2,593

(13.0％)

 

 
研究開発費

1,662

(11.2％)

2,051

(13.2％)

2,271

(11.4％)

主に子会社のパッケージゲームソフト開発の

増加。

 
その他

454

(3.1％)

640

(4.1％)

617

(3.1％)

 

※　当第３四半期末の従業員数（連結）は、527名となり、前第３四半期末より99名、前連結会計年度末より87名増加して

おります。

２．ユーザ動向

 （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13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

株式会社ゲームズアリーナ 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 多玩國有限股份公司 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

株式会社モバイルコンテンツ

（注１）
携帯電話向けコンテンツの制作・供給

その他事業 国内

株式会社ドワンゴ
PC向けサービスの企画・開発・運営、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（注２）
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・運営及び動画配信関連サービスの提供等

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

３）
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４）

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

株式会社ドワンゴ・エージー・エ

ンタテインメント(注５）
レコード製作及び出版管理等
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事業区分 地域 会社名 主な事業内容

その他事業 国内 株式会社トラン（注６） タクシー手配システムの構築及び手配業務受託

 

［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

株式会社魔法のiらんど（注７） 携帯電話向けコンテンツ企画・開発・運営

ゲーム事業 国内
株式会社フロム・ネットワークス

（注８）
ネットワークゲームの企画・開発・運営

 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

株式会社魔法のiらんど（注７）
デジタルコンテンツの企画・開発・運営及び書籍、

雑誌、電子出版物等の企画・制作・販売

 

［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・資本提携を行なっております。

(注１)  当社は、平成19年１月に株式譲渡により、持分法適用関連会社であった株式会社モバイルコンテンツの株式を

取得いたしました。これに伴い、当社の同社への出資比率が70.1％となり、同社は当社の子会社に該当しており

ます。

(注２） 子会社である株式会社ドワンゴ・ミュージックパブリッシングは、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体として重要性がないため、前連結会計年度は連結の適用範囲に含めておりませんでしたが、当中間連結

会計期間より重要性が増したため、連結の適用範囲に含めております。

(注３） 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４） 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を設立いたしました。

(注５） 当社は、平成19年２月に株式譲渡及び第三者割当増資引受により、レコード製作及び出版管理を行う株式会社

evolutionの株式を取得いたしました。これに伴い当社の同社への出資比率が100％となり、同社は当社の子会社

に該当しております。また同社は、平成19年２月に商号を株式会社ドワンゴ・エージー・エンタテインメントに

変更しております。

(注６） 当社は、平成19年４月に第三者割当増資引受により、株式会社トラン（平成17年10月より当社が株式の15.4％

を保有）の株式を取得いたしました。これに伴い当社の同社への出資比率が83.4％となり、同社は当社の子会社

に該当しております。

(注７） 当社は、平成19年３月に第三者割当増資引受により、株式会社魔法のiらんど(平成18年８月より当社が14.1％

の株式を保有）の株式を取得いたしました。これに伴い当社の同社への出資比率が22.2％となり、同社は当社の

持分法適用関連会社に該当しております。なお、平成19年６月30日現在での当社の同社への出資比率は21.8％と

なっております。 

(注８)　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。現在清算結了手続き中であります。
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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

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）

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・運営及び
動画配信関連サービスの提供等

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

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

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

音楽著作権及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）

株式会社ドワンゴ・エージー・
エンタテインメント

（レコード製作及び出版管理等）

株式会社魔法のiらんど
デジタルコンテンツの企画・開発・運営
及び書籍、雑誌、電子出版物等の企
画・制作・販売等

株式会社魔法のiらんど 共同事業

株式会社トラン
タクシー手配システムの構築及び手配
業務受託

携帯電話向けコンテンツ
の企画・開発・運営

株式会社ゲームズアリーナ
携帯電話向けコンテンツ

の企画・開発・運営

共
同
事
業

共同事業

携帯電話向けコンテンツ
の企画・開発・運営

携帯電話向けコンテンツ
の企画・開発・運営

共
同
事
業
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５．四半期連結財務諸表

(1) 第３四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３四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期末）

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 12,740,058 4,509,866   5,438,356

２．受取手形及び売掛金 4,763,185 4,362,184   5,026,649

３．有価証券 2,000,000 7,453,562   7,948,852

４．たな卸資産 136,281 125,293   54,698

５．その他 1,034,630 1,667,826   1,651,621

貸倒引当金 － △2,443   △1,127

流動資産合計 20,674,156 18,116,289 △2,557,866 △12.4 20,119,050

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

 (1）建物及び構築物 202,493 297,684   176,575

(2）工具器具備品 402,585 804,375   475,454

(3）その他 99,245 449   449

有形固定資産合計 704,324 1,102,509 398,184 56.5 652,478

２．無形固定資産      

その他 719,602 1,043,125   631,985

無形固定資産合計 719,602 1,043,125 323,523 45.0 631,985

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 3,510,829 3,072,948   3,784,256

(2）その他 876,560 1,270,306   973,898

貸倒引当金 － △6,160   －

投資その他の資産合計 4,387,390 4,337,095 △50,295 △1.1 4,758,154

固定資産合計 5,811,317 6,482,729 671,412 11.6 6,042,618

資産合計 26,485,474 24,599,019 △1,886,454 △7.1 26,161,668
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科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第３四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期末）

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 1,668,571 1,415,384   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 

20,875 －   8,337

４．１年以内償還予定社債 60,000 60,000   60,000

５．賞与引当金 106,959 134,230   223,323

６．返品調整引当金 97,711 40,339   86,979

７．事業撤退損失引当金 1,534 －   1,108

８．損害補償損失引当金 17,466 －   17,466

９．その他 2,059,027 2,543,252   2,014,147

流動負債合計 4,232,146 4,393,206 161,060 3.8 4,361,119

Ⅱ　固定負債      

１．社債 60,000 －   30,000

２．長期借入金 － 60,577   －

３．その他 3,366 3,649   983

固定負債合計 63,366 64,226 860 1.4 30,983

負債合計 4,295,512 4,457,433 161,920 3.8 4,392,102

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 10,029,382 10,053,542   10,033,042

２．資本剰余金 11,679,905 11,704,065   11,683,565

３．利益剰余金 1,720,614 △570,875   1,229,920

４．自己株式 △1,550,437 △1,550,437   △1,550,437

株主資本合計 21,879,465 19,636,295 △2,243,170 △10.3 21,396,091

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価
差額金

8,233 22,952   9,578

２．為替換算調整勘定 1,362 1,909   1,520

評価・換算差額等合計 9,595 24,862 15,266 159.1 11,099

Ⅲ　少数株主持分 300,900 480,428 179,528 59.7 362,375

純資産合計 22,189,961 20,141,586 △2,048,375 △9.2 21,769,565

負債・純資産合計 26,485,474 24,599,019 △1,886,454 △7.1 26,161,668
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(2) 第３四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３四半期）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期）

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 14,825,420 15,534,199 708,779 4.8 19,961,008

Ⅱ　売上原価 6,576,844 7,464,988 888,143 13.5 9,292,916

売上総利益 8,248,575 8,069,211 △179,364 △2.2 10,668,092

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,356,654 8,329,765 973,111 13.2 10,699,878

営業利益又は損失(△） 891,920 △260,554 △1,152,475 － △31,785

Ⅳ　営業外収益      

１．受取利息 479 27,046   5,912

２．受取配当金 1,216 1,351   1,229

３．出資分配金 9,839 －   11,688

４．還付加算金 － 16,811   －

５．その他 8,697 3,206   9,437

営業外収益合計 20,232 48,415 28,182 139.3 28,267

Ⅴ　営業外費用      

１．支払利息 13,852 3,937   16,148

２．新株発行費 42,367 －   －

３．株式交付費 － 1,543   43,194

４．持分法による投資損失 63,281 73,384   43,554

５．出資金償却 19,102 10,277   25,470

６．その他 6,836 9,570   7,067

営業外費用合計 145,439 98,714 △46,725 △32.1 135,435

経常利益又は損失(△） 766,712 △310,853 △1,077,566 － △138,953

Ⅵ　特別利益      

１．固定資産売却益 232 －   66,125

２．持分変動利益 72,612 －   73,413

３．投資有価証券売却益 － 766,649   －

特別利益合計 72,844 766,649 693,804 952.4 139,539

Ⅶ　特別損失      

１．固定資産除却損 5,904 －   9,054

２．たな卸資産廃棄損 8,825 －   15,732

３．連結調整勘定償却 1,015,488 －   1,015,488

４．投資有価証券評価損 30,709 1,424,429   74,409

５．事業撤退損失引当金繰入 4,170 －   4,170

６．損害補償損失引当金繰入 17,466 －   17,466

７．その他 25,136 166,867   28,860

特別損失合計 1,107,700 1,591,297 483,596 43.7 1,165,182

税金等調整前四半期
(当期）純損失(△）

△268,142 △1,135,501 △867,358 － △1,164,596

法人税、住民税及び事業税 327,258 167,171   18,200

過年度法人税等 － －   151,042

法人税等調整額 △200,990 58,473   △510,249

少数株主利益又は損失(△） 77,832 47,633 △30,198 △38.8 139,347

四半期(当期)純損失(△) △472,243 △1,408,780 △936,537 － △962,937
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(3) 第３四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年６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17年９月30日　残高
                      （千円）

4,891,370 4,901,982 4,171,070 － 13,964,423

第３四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行 5,138,012 5,138,012   10,276,024

剰余金の配当   △320,352  △320,352

四半期純損失   △472,243  △472,243

合併による増加  1,639,911   1,639,911

合併による減少   △1,639,911  △1,639,911

持分法適用会社の増加による減
少 

  △17,949  △17,949

自己株式の取得    △1,550,437 △1,550,437

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

     

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

5,138,012 6,777,923 △2,450,456 △1,550,437 7,915,042

平成18年６月30日　残高
                      （千円）

10,029,382 11,679,905 1,720,614 △1,550,437 21,879,465

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９月30日　残高
                      （千円）

11,336 1,219 12,555 136,455 14,113,434

第３四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行     10,276,024

剰余金の配当     △320,352

四半期純損失     △472,243

合併による増加     1,639,911

合併による減少     △1,639,911

持分法適用会社の増加による減少     △17,949

自己株式の取得     △1,550,437

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

△3,102 143 △2,959 164,444 161,485

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

△3,102 143 △2,959 164,444 8,076,527

平成18年６月30日　残高
                      （千円）

8,233 1,362 9,595 300,900 22,189,961
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当第３四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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９月30日　残高
                      （千円）

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

第３四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行 20,500 20,500   41,000

剰余金の配当   △392,014  △392,014

四半期純損失   △1,408,780  △1,408,780

新規連結による剰余金減少額   △1  △1

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

     

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

20,500 20,500 △1,800,796  △1,759,796

平成19年６月30日　残高
                      （千円）

10,053,542 11,704,065 △570,875 △1,550,437 19,636,295

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

第３四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行     41,000

剰余金の配当     △392,014

四半期純損失     △1,408,780

新規連結による剰余金減少額     △1

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

13,373 389 13,763 118,053 131,816

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

13,373 389 13,763 118,053 △1,627,979

平成19年６月30日　残高
                      （千円）

22,952 1,909 24,862 480,428 20,141,586
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（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17年10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17年９月30日　残高
                      （千円）

4,891,370 4,901,982 4,171,070 － 13,964,423

連結会計年度中の変動額

新株の発行 5,141,672 5,141,672   10,283,344

剰余金の配当   △320,352  △320,352

当期純損失   △962,937  △962,937

合併による増加高  1,639,911   1,639,911

合併による減少高   △1,639,911  △1,639,911

持分法適用会社の増加による減
少

  △17,949  △17,949

自己株式の取得    △1,550,437 △1,550,437

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計 5,141,672 6,781,583 △2,941,150 △1,550,437 7,431,668

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

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９月30日　残高
                      （千円）

11,336 1,219 12,555 136,455 14,113,434

連結会計年度中の変動額

新株の発行     10,283,344

剰余金の配当     △320,352

当期純損失     △962,937

合併による増加高     1,639,911

合併による減少高     △1,639,911

持分法適用会社の増加による減少     △17,949

自己株式の取得     △1,550,437

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△1,757 301 △1,456 225,919 224,463

連結会計年度中の変動額合計 △1,757 301 △1,456 225,919 7,656,131

平成18年９月30日　残高
                      （千円）

9,578 1,520 11,099 362,375 21,769,565
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(4) 第３四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３四半期）

当四半期
（平成19年９月期

第３四半期）

（参考）前期
（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

   税金等調整前四半期（当期）純損失 
   (△）

△268,142 △1,135,501 △1,164,596

減価償却費 334,655 590,575 520,269

減損損失 － 85,364 1,909

 連結調整勘定の償却額 1,015,488 － 1,015,488

のれん償却額 － 17,414 －

貸倒引当金増加額 － 1,476 1,127

賞与引当金増加額 △74,355 △89,568 42,008

退職給付引当金減少額 △79,782 － △79,782

返品調整引当金減少額 △144,640 △46,639 △155,372

 事業撤退損失引当金増減額 1,534 △1,108 1,108

 損害補償損失引当金増減額 17,466 △17,466 17,466

受取利息及び受取配当金 △1,695 △28,397 △7,141

出資分配金 △9,839 － △11,688

支払利息 13,852 3,937 16,148

新株発行費 42,367 － －

 株式交付費 － 811 43,194

 為替差損 325 － △573

持分法による投資損失 63,281 73,384 43,554

出資金償却額 19,102 10,277 25,470

固定資産売却益 △232 － △66,125

持分変動利益 △72,612 － △73,413

固定資産除却損 5,904 58,350 9,054

投資有価証券売却益 － △766,649 －

投資有価証券評価損 30,709 1,424,429 74,409

売上債権の増減額 △8,780 707,854 △272,244

棚卸資産の増減額 △62,323 △61,561 19,260

前払費用の増減額 147,616 △395,574 96,907

差入敷金保証金の増加額 △12,699 △70,344 △10,439

その他の資産の増減額 △13,893 14,054 △225,401

仕入債務の増減額 415,366 △370,058 496,551

未払金の増加額 416,286 △269,055 344,731

前受金の増加額 445,037 261,437 472,887

その他の負債の増減額 10,780 402,051 △19,654

その他 55,142 △4,504 42,233

小計 2,285,918 394,990 1,197,347

利息及び配当金の受取額 1,202 29,387 3,457

利息の支払額 △9,558 △3,380 △9,958

損害賠償等の支払額 6,531 － △6,531

法人税等の還付額  555,709 －

法人税等の支払額 △1,055,074 △270,655 △1,013,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,229,018 706,052 171,055
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前年同四半期
（平成18年９月期

第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期

第３四半期）

（参考）前期
（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 － △100,000 △1,098

預金担保解除による収入 70,141 － 70,141

有価証券の取得による支出 △2,000,000 △1,000,000 △2,000,000

有価証券の償還による収入 － 3,000,000 －

有形固定資産の取得による支出 △274,997 △711,240 △335,983

有形固定資産の売却による収入 244 774 175,743

無形固定資産の取得による支出 △531,955 △612,247 △560,194

無形固定資産の売却による収入 － 5,000 4,500

投資有価証券の取得による支出 △674,500 △834,510 △979,718

投資有価証券の売却による収入 － 825,649 －

子会社株式の取得による支出 △10,000 － △10,000

関連会社の取得による支出 △24,000 － △59,820

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 △123,396 △1,024,000

 営業譲受による支出 － △57,300 －

貸付による支出 △10,000 △95,500 △20,000

 貸付金の回収による収入 － 20,475 72

出資金の払込による支出 △50,000 △200,000 △50,000

出資金の償還による収入 9,839 － 11,688

その他 △1,494 525 △1,567

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,520,721 118,229 △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 △487,246 △8,505 △499,784

社債償還による支出 △260,000 △30,000 △290,000

新株発行による収入 10,233,657 40,188 10,240,149

少数株主からの払込による収入 115,680 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 △316,974 △388,414 △318,387

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,730,293 △357,731 7,692,846

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △130 787 846

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 4,438,459 467,338 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  新規連結に伴う現金及び現金同等物の増
加額

－ 8,881 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

12,740,058
 

11,862,330 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３四半期連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年６月30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
12,294,260 1,463,963 816,923 250,271 14,825,420 － 14,825,420

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 12,294,260 1,463,963 816,923 250,271 14,825,420 － 14,825,420

営業費用 10,370,772 1,597,220 367,727 324,084 12,659,805 1,273,694 13,933,499

営業利益又は

営業損失（△）
1,923,488 △133,256 449,195 △73,812 2,165,614 (1,273,694) 891,920

（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、1,273,694千円であり、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３四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６月30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
11,320,197 3,829,008 89,006 295,987 15,534,199 － 15,534,199

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 7,003 35,774 165,673 208,451 △208,451 －

計 11,320,197 3,836,012 124,780 461,661 15,742,651 △208,451 15,534,199

営業費用 9,717,251 3,471,045 123,652 1,073,526 14,385,475 1,409,278 15,794,754

営業利益又は

営業損失（△）
1,602,945 364,966 1,128 △611,865 1,357,175 (1,617,730) △260,554

（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、1,630,657千円であり、その主な

　　　　　ものは、当社の業務本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３四半期連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当第３四半期連結会計期間

　　　　　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３四半期連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年６月30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
12,294,260 2,186,021 94,865 250,271 14,825,420 － 14,825,420

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 12,294,260 2,186,021 94,865 250,271 14,825,420 － 14,825,420

営業費用 10,370,772 1,801,743 163,204 324,084 12,659,805 1,273,694 13,933,498

営業利益又は

営業損失（△）
1,923,488 384,278 △68,338 △73,812 2,165,614 (1,273,694) 891,920

 前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30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
16,360,719 3,131,492 146,911 321,884 19,961,008 － 19,961,008

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 33,300 － 33,300 △33,300 －

計 16,360,719 3,131,492 180,211 321,884 19,994,308 △33,300 19,961,008

営業費用 14,445,630 2,913,523 211,032 682,612 18,252,799 1,739,994 19,992,794

営業利益又は

営業損失（△）
1,915,088 217,968 △30,820 △360,727 1,741,509 (1,773,294) △31,785
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 前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30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
16,360,719 2,011,536 1,266,868 321,884 19,961,008 － 19,961,008

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － － －

計 16,360,719 2,011,536 1,266,868 321,884 19,961,008 － 19,961,008

営業費用 14,445,630 2,303,694 820,862 682,612 18,252,799 1,739,994 19,992,794

営業利益又は

営業損失（△）
1,915,088 △292,157 446,006 △360,727 1,708,209 (1,739,994) △31,785

 （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、1,739,994千円であり、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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６．四半期個別財務諸表

(1) 第３四半期貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第３四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期末）

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 11,565,142 3,269,140   4,375,711

２．売掛金 4,451,128 4,043,395   4,488,920

３．有価証券 2,000,000 7,453,562   7,948,852

４．たな卸資産 10,148 －   －

５．その他 1,341,317 1,214,745   1,769,900

流動資産合計 19,367,736 15,980,843 △3,386,893 △17.5 18,583,385

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

 (1）建物 110,511 103,298   105,790

(2）工具器具備品 336,637 702,002   393,259

有形固定資産合計 447,149 805,300 358,151 80.1 499,049

２．無形固定資産 434,599 557,623 123,023 28.3 405,196

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 3,364,422 2,561,052   3,672,047

(2）関係会社株式 2,447,538 3,551,180   2,332,459

(3）その他 903,913 1,039,260   865,368

投資その他の資産合計 6,715,874 7,151,494 435,619 6.5 6,869,875

固定資産合計 7,597,623 8,514,418 916,794 12.1 7,774,121

資産合計 26,965,360 24,495,262 △2,470,098 △9.2 26,357,506
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科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第３四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期末）

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 1,565,643 1,309,574   1,712,347

２．短期借入金 200,000 200,000   200,000

３．未払金 1,230,587 958,940   1,132,820

４．賞与引当金 86,147 99,939   182,736

５．その他 128,632 559,013   114,591

流動負債合計 3,211,009 3,127,468 △83,541 △2.6 3,342,495

負債合計 3,211,009 3,127,468 △83,541 △2.6 3,342,495

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 10,029,382 10,053,542 24,160 0.2 10,033,042

２．資本剰余金 11,679,905 11,704,065 24,160 0.2 11,683,565

３．利益剰余金 3,587,957 1,138,257 △2,449,700 △68.3 2,839,868

４．自己株式 △1,550,437 △1,550,437 － － △1,550,437

株主資本合計 23,746,808 21,345,428 △2,401,380 △10.1 23,006,039

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 7,541 22,365 14,823 196.5 8,971

評価・換算差額等合計 7,541 22,365 14,823 196.5 8,971

純資産合計 23,754,350 21,367,793 △2,386,556 △10.0 23,015,010

負債・純資産合計 26,965,360 24,495,262 △2,470,098 △9.2 26,357,506

      

㈱ドワンゴ（3715）平成 19 年９月期  第３四半期財務・業績の概況

－ 23 －



(2) 第３四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期）

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 12,437,614 11,454,590 △983,024 △7.9 16,584,175

Ⅱ　売上原価 5,941,006 6,018,437 77,430 1.3 8,306,904

売上総利益 6,496,607 5,436,152 △1,060,454 △16.3 8,277,271

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,792,267 5,806,580 14,312 0.2 8,572,421

営業利益又は損失(△） 704,339 △370,427 △1,074,767 － △295,150

Ⅳ　営業外収益 22,433 55,621 33,187 147.9 31,425

Ⅴ　営業外費用 68,968 22,065 △46,903 △68.0 77,273

経常利益又は損失(△） 657,804 △336,871 △994,676 － △340,998

Ⅵ　特別利益 － 766,354 766,354 － 4,500

Ⅶ　特別損失 39,819 1,549,416 1,509,597  164,956

税引前四半期(当期）
純利益又は損失(△）

617,985 △1,119,933 △1,737,919 － △501,454

法人税、住民税及び事業税 322,870 139,566   6,324

過年度法人税等 － －   151,042

法人税等調整額 △101,949 50,096   △307,796

四半期(当期）純利益
又は損失(△）

397,064 △1,309,597 △1,706,661 － △351,025
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(3) 第３四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年６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17年９月30日　残高
                      （千円）

4,891,370 4,901,982 3,511,245 － 13,304,598

第３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当   △320,352  △320,352

四半期純利益   397,064  397,064

合併による増加  1,639,911   1,639,911

新株の発行 5,138,012 5,138,012   10,276,024

自己株式の取得    △1,550,437 △1,550,437

株主資本以外の項目の第３四半
期会計期間中の変動額
                    （純額）

     

第３四半期会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

5,138,012 6,777,923 76,712 △1,550,437 10,442,210

平成18年６月30日　残高
                      （千円）

10,029,382 11,679,905 3,587,957 △1,550,437 23,746,808

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17年９月30日　残高
                      （千円）

11,197 11,197 13,315,795

第３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当   △320,352

四半期純利益   397,064

合併による増加   1,639,911

新株の発行   10,276,024

自己株式の取得   △1,550,437

株主資本以外の項目の第３四半
期会計期間中の変動額
                    （純額）

△3,655 △3,655 △3,655

第３四半期会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

△3,655 △3,655 10,438,555

平成18年６月30日　残高
                      （千円）

7,541 7,541 23,754,350
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当第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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９月30日　残高
                      （千円）

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 20,500 20,500   41,000

剰余金の配当   △392,014  △392,014

四半期純損失   △1,309,597  △1,309,597

株主資本以外の項目の第３四半
期会計期間中の変動額
                    （純額）

     

第３四半期会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

20,500 20,500 △1,701,611 － △1,660,611

平成19年６月30日　残高
                      （千円）

10,053,542 11,704,065 1,138,257 △1,550,437 21,345,428

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行   41,000

剰余金の配当   △392,014

四半期純損失   △1,309,597

株主資本以外の項目の第３四半
期会計期間中の変動額
                    （純額）

13,394 13,394 13,394

第３四半期会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

13,394 13,394 △1,647,216

平成19年６月30日　残高
                      （千円）

22,365 22,365 21,367,793
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年10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17年９月30日　残高
                      （千円）

4,891,370 4,901,982 3,511,245 － 13,304,598

事業年度中の変動額

新株の発行 5,141,672 5,141,672   10,283,344

剰余金の配当   △320,352  △320,352

当期純損失   △351,025  △351,025

合併による増加高  1,639,911   1,639,911

自己株式取得    △1,550,437 △1,550,437

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

    －

事業年度中の変動額合計 5,141,672 6,781,583 △671,377 △1,550,437 9,701,441

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

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17年９月30日　残高
                      （千円）

11,197 11,197 13,315,795

事業年度中の変動額

新株の発行   10,283,344

剰余金の配当   △320,352

当期純損失   △351,025

合併による増加高   1,639,911

自己株式取得   △1,550,437

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△2,226 △2,226 △2,226

事業年度中の変動額合計 △226 △2,226 9,699,215

平成18年９月30日　残高
                      （千円）

8,971 8,971 23,015,010
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