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１．平成20年９月期第１四半期の連結業績（平成19年10月１日　～　平成19年12月31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９月期第１四半期 5,981 3.6 △163 － △159 － △245 －

19年９月期第１四半期 5,775 18.8 57 △84.9 29 △91.5 △152 －

19年９月期 22,257 11.5 368 － 317 － △1,408 －

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９月期第１四半期 △1,245 78 － －

19年９月期第１四半期 △777 33 － －

19年９月期 △7,158 89 － －

(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９月期第１四半期 24,551 19,592 77.0 95,662 79

19年９月期第１四半期 26,051 21,609 81.2 107,504 42

19年９月期 25,516 20,281 76.7 99,143 34

(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９月期第１四半期 △115 △447 △175 11,339

19年９月期第１四半期 66 1,315 △339 12,428

19年９月期 1,224 △462 △79 12,076

２．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日　～　平成20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

中間期 12,800 16.3 △430 － △400 － △500 － △2,541 10

通期 26,800 20.4 400 8.6 400 25.8 0 － 0 00
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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

（注）詳細は、４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20年９月期第１四半期の個別業績（平成19年10月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％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９月期第１四半期 4,382 8.2 △36 － △21 － △123 －

19年９月期第１四半期 4,052 △4.1 △335 － △333 － △443 －

19年９月期 15,485 △6.6 △488 － △428 － △1,747 －

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９月期第１四半期 △623 79 － －

19年９月期第１四半期 △2,264 20 － －

19年９月期 △8,879 51 － －

(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

20年９月期第１四半期 23,476 20,294 86.4 102,712 66

19年９月期第１四半期 25,986 22,474 86.5 114,192 12

19年９月期 24,177 20,829 86.2 105,581 28

２．平成20年９月期の個別業績予想（平成19年10月１日～平成20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

中間期 8,600 10.6 △480 － △450 － △460 － △2,337 81

通期 18,500 19.5 0 － 0 － 0 － 0 00

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　平成20年９月期の業績予想につきましては、本資料の公表時点では、中間期、通期ともに平成19年11月13日付

「平成19年９月期　決算短信」において発表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。

予想には様々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１四半期（平成19年10月１日～平成19年12月31日）における我が国経済は設備投資が増加し、個人消費の伸びが

おおむね横ばいに推移したものの、米国のサブプライム住宅ローン問題を背景とする金融資本市場の変動や原油価格の

高騰などには留意する必要があります。

　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18年12月末の67.3％から平成19年12月末には83.3％（出所：電気通信事業者協会）まで上昇しており、高速

データ通信が標準化し、着うたフル®や動画などの大容量コンテンツの配信サービスが加速されると予想されます。また、

PCについてはインターネットの普及率が高まっております。その中でも、高速データ通信を可能とするブロードバンド

回線の契約数が2,776万契約（総務省調べ）となっており、堅調に増加しております。

　このような環境の下、当社グループはモバイル事業において、引き続き人気楽曲の権利獲得、新規着うた®・着うたフ

ル®サイトの開始、広告宣伝手法の多様化などの施策により、着うた®・着うたフル®サイトの会員数増加が着メロサイト

の会員数減少を順調に上回っております。

　また、ゲームコンテンツについては、平成19年11月よりアイテム課金型の育成アドベンチャーゲーム「インストール

メアリー」を開始し、売上に貢献しております。

　これらの取り組みにより当第１四半期末の有料ユニークユーザ数は369万１千人（前年同期比７万７千人減）、ARPUは

390円（同37円増）となりました。ユニークユーザ数については、ユーザニーズの変化による着メロサイトの減少が影響

したことによるものです。ARPUにつきましては、着うた®、着うたフル®等の高単価コンテンツを配信するサイトの会員

数が増加したことによるものです。

　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いたしましたゲームソフト「脳内エス

テIQサプリDS2 -スッキリキング決定戦-」が売上に貢献しております。また、当社グループ会社である株式会社チュン

ソフトが株式会社ポケモンと共同開発したゲームソフト「ポケモン不思議のダンジョン」シリーズの海外及び国内にお

ける追加販売等が売上に寄与しましたが、前年同期と比べ新規タイトルの発売本数が異なるため、同規模の売上確保に

は至っておりません。

　当連結会計年度より新設しましたポータル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）が好調に登録会員数を獲得しており、平成

19年12月末において、登録会員数471万３千人、月間ページビュー数（PV数）は約19億PVにまで達しております。また、

様々な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」の会員数が16万５千人となり、売上に貢献し始めて

はいるものの、登録会員数の増加に伴う設備投資、回線費用の増加及び収益多様化のための先行投資等により、収益の

貢献には至っておりません。

　その他事業におきましては、平成19年４月に子会社化した株式会社トランの観光タクシー手配事業、株式会社チュン

ソフトによるゲームソフト攻略本等の売上が貢献しております。

　なお、従来の事業区分につきましては「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」の４セグメントとしておりましたが、当第１四半期より「モバイル事業」、「ゲーム事業」、「ポータル事

業」、「その他事業」の４セグメントに区分変更することにいたしました。

　この変更は「ソリューション事業」の受託開発等が減少し、重要性が低下してきた反面、「ニコニコ動画」を中心と

した課金収入や広告収入等「ポータル事業」の売上及び費用が増加したことを鑑み、開示対象セグメントの見直しを行っ

たことによるものです。

　以上の結果、当第１四半期連結業績は、売上高59億81百万円（前年同期比3.6%増）、営業損失１億63百万円（前年同

期は57百万円の営業利益）、経常損失１億59百万円（前年同期は29百万円の経常利益）、当期純損失は２億45百万円（前

年同期は１億52百万円の損失）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資産、負債及び純資産の状況 

  当第１四半期末の資産につきましては、現金及び預金が増加したものの、受取手形及び売掛金、有価証券が減少し

たこと等により、前連結会計年度末に比べ９億64百万円の減少となりました。

  負債につきましては、短期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金、未払金が減少したこと等により前連結

会計年度末に比べ２億75百万円の減少となりました。

  純資産につきましては、剰余金の配当、当期純損失等により６億89百万円の減少となりました。

②キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び投資活動並びに財務活動に

おいて減少したことにより、前連結会計年度末に比べ７億37百万円減少し、当第１四半期末には113億39百万円となり

ました。

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は１億15百万円（前年同期は66百万円の収入）となりました。これは主に減価償却費

２億42百万円、売上債権の減少額３億60百万円が収入要因となったものの、税金等調整前当期純損失で１億82百万円、

賞与引当金の減少で１億24百万円、仕入債務の減少で３億45百万円支出したこと等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）

  投資活動の結果使用した資金は４億47百万円（前年同期は13億15百万円の収入）となりました。これは主に有形固

定資産の取得により３億37百万円、無形固定資産の取得により１億52百万円支出したこと等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）

  財務活動の結果使用した資金は１億75百万円（前年同期は３億39百万円の支出）となりました。これは主に短期借

入金による収入が２億円あったものの、配当金の支払で３億95百万円支出したこと等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20年９月期の業績予想につきましては、本資料の公表時点では、中間期、通期ともに平成19年11月13日付「平

成19年９月期　決算短信」において発表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。

予想には様々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。

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

    該当事項はありません。
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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 5,775 5,981 22,257  

 
モバイル事業

3,984

(69.0％)

4,043

(67.6％)

15,217

(68.4％)

 

 
音楽系

3,596

(62.3％)

3,657

(61.1％)

13,732

 (61.7％)

 

 
ゲーム・その他

388

(6.7％)

386

 (6.5％)

1,484

 (6.7％)

 

 
ゲーム事業

1,679

(29.1％)

1,093

(18.3％)

6,120

 (27.5％)

前年同期はパッケージソフトの大型タイトル

の発売が集中したことによる

 
ポータル事業

4

 (0.1％)

357

(6.0％)

196

 (0.9％)

「ニコニコ動画」の売上増加による

 
その他事業

106

 (1.8％)

500

(8.4％)

962

 (4.3％)

子会社の新規取得や、ゲーム攻略本の売上増

加による

 
消去又は全社

－

－％

△14

(△0.2％)

△240

(△1.1％)

 

〔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

 

2,573

(44.6％)

3,480

(58.2％)

11,044

(49.6％)

 

 
外注費

914

 (15.8％)

866

(14.5％)

3,307

(14.9％)

 

 
人件費

700

(12.1％)

713

(11.9％)

3,059

(13.7％)

 

 
その他経費

454

 (7.9％)

839

(14.0％)

2,439

(11.0％)

「ニコニコ動画」関連の通信費・減価償却費

の増加による

 
支払手数料

324

 (5.6％)

390

(6.5％)

1,785

(8.0％)

 

 
著作権等使用料

643

 (11.1％)

962

(16.1％)

2,782

(12.5％)

着うた®・着うたフル®の利用増加による

 
（他勘定振替）

464

 (8.0％)

291

(4.9％)

2,329

(10.5％)
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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

3,145

 (54.5％)

2,664

(44.5％)

10,844

(48.7％)

 

 
広告宣伝費

1,263

 (21.9％)

739

(12.4％)

3,450

(15.5％)

前年同期は楽曲の権利獲得のために費用を集

中投下していたことによる

 
人件費

297

 (5.2％)

364

(6.1％)

1,333

(6.0％)

 

 
支払手数料

639

 (11.1％)

722

(12.1％)

2,542

(11.4％)

 

 
研究開発費

789

 (13.7％)

621

(10.4％)

2,680

(12.0％)

主にパッケージゲーム開発費の減少による

 
その他

154

 (2.7％)

215

(3.6％)

837

(3.8％)

 

※　当第１四半期末の従業員数（連結）は、578名となり、前第１四半期末より121名、前連結会計年度末より22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。

「ニコニコ動画」会員数推移　　　　　（単位:千人）

 平成19年６月 平成19年９月 平成19年12月

 無料会員 1,602 3,268 4,713

 有料会員 34 93 165
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３．事業の内容

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15社及び関連会社２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。

当連結会計年度よりセグメント区分を見直し、前連結会計年度において「その他事業」に含めておりました、携帯電

話並びにPCのメール及びWeb等を利用した各種情報・付帯広告の配信、動画共有・投稿サイトの運営を行う事業を「ポー

タル事業」として新設いたしました。 また前連結会計年度において区分掲記しておりました「ソリューション事業」に

つきましては、当連結会計年度において重要性が乏しくなったため「その他事業」に含めております。

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版権元

株式会社スパイク 携帯電話向けコンテンツ版権元

株式会社ホーゲット 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企

画・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・販売等

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 株式会社スパイク ゲームソフトウェアの企画・開発・販売等

 ポータル事業 国内

株式会社ドワンゴ
携帯電話並びにPCのメール及びWeb等を利用した各種情

報・付帯広告の配信、動画共有・投稿サイトの運営等

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・運営及び動画共有・投稿サイトの運営等

株式会社スカイスクレイパー 広告の販売及び広告代理店業等

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
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、声優のマネージメント業務等

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

株式会社トラン タクシー手配システムの構築及び手配業務受託

株式会社スカイスクレイパー 広告の販売及び広告代理店業等
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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 

株式会社チュンソフト   eコマース、書籍等の企画・編集等

株式会社Realize Records

（注１）
レコード原盤の企画・制作・販売等

 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

 

［関連会社］

事業区分 地域 会社名 主な事業内容

 モバイル事業 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 携帯電話向けコンテンツ企画・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
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

 

［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)  当社取締役である太田豊紀は、株式会社Realize Recordsの全株式を保有しております。また平成19年11月１

日付けで、同社の主要アーティストである高橋直純氏が当社の子会社である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とマネージメント契約を締結いたしました。これらに伴い、株式会社Realize Recordsは株

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子会社に該当しております。なお、同社は当社の連結

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、当連結会計年度は連結範囲に含めてお

りません。
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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。

各
キ
ャ
リ
ア

一
般
ユ
ー
ザ
・企
業

一
般
ユ
ー
ザ
・
企
業

多玩國股份有限公司※
（市場調査）

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・販売等

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
エアの企画・開発等

株式会社スパイク

株式会社チュンソフト

［モバイル事業］ ［ゲーム事業］

［ポータル事業］ ［その他事業］
携帯電話並びにPCのメール及びWeb等を利用した各種
情報・付帯広告の配信、動画共有・投稿サイトの運営等

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、ソフトウェア受託・サポート等

モバイルコンテンツ配信等

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

※ 連結子会社（国外）

統括

共同運営企業

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・運営及び動画共有・投稿
サイトの運営等

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・販売等

一
般
ユ
ー
ザ

株式会社AG-ONE

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
（広告の販売及び広告代理店業等）

携帯電話向けコンテンツ
の版権元

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事業、声優の
マネージメント業務等

株式会社AG-ONE
（代理店業務、アニメーション制作等）

か

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

株式会社トラン
タクシー手配システムの構築及び手配受託
業務等

携帯電話向けコンテンツ
の版権元

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

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

株式会社ホーゲット
携帯電話向けコンテン
ツの企画・開発・運営

共同運営

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Ｒｅａｌｉｚｅ Ｒｅｃｏｒｄｓ
（レコード原盤の企画・制作・販売等）

株式会社スカイスクレイパー
（広告の販売及び広告代理店業等）

ゲームソフト開発・販売等

当
社
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５．四半期連結財務諸表

(1) 第１四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19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 6,477,011 4,927,049 △1,549,961  4,726,722

２．受取手形及び売掛金 5,062,563 5,096,349 33,785  5,457,324

３．有価証券 5,952,758 6,454,484 501,725  7,451,863

４．たな卸資産 63,961 110,309 46,348  71,937

５．その他 1,829,225 1,633,200 △196,025  1,360,710

貸倒引当金 △1,821 － 1,821  －

流動資産合計 19,383,699 18,221,392 △1,162,307 △6.0 19,068,559

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

 (1）建物及び構築物 176,383 288,568 112,184  295,636

(2）工具器具備品 545,945 1,126,658 580,712  1,033,010

(3）その他 449 449 －  449

有形固定資産合計 722,777 1,415,675 692,897 95.9 1,329,096

２．無形固定資産      

その他 517,550 983,971 466,420  1,015,291

無形固定資産合計 517,550 983,971 466,420 90.1 1,015,291

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 4,405,218 2,746,733 △1,658,484  2,804,330

(2）その他 1,022,592 1,183,975 161,383  1,299,315

投資その他の資産合計 5,427,810 3,930,709 △1,497,100 △27.6 4,103,646

固定資産合計 6,668,138 6,330,356 △337,782 △5.1 6,448,033

資産合計 26,051,838 24,551,748 △1,500,089 △5.8 25,516,592
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科目

前年同四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19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 1,713,965 1,433,253 △280,711  1,779,122

２．短期借入金 200,000 700,000 500,000  500,000

３．１年以内返済予定
長期借入金 

－ 26,424 26,424  25,842

４．１年以内償還予定社債 60,000 30,000 △30,000  30,000

５．未払金 1,349,803 1,200,993 △148,809  1,378,846

６．賞与引当金 119,895 146,480 26,585  270,632

７．返品調整引当金 70,565 77,085 6,520  58,583

８．その他 897,435 1,309,909 412,474  1,157,523

流動負債合計 4,411,665 4,924,147 512,482 11.6 5,200,549

Ⅱ　固定負債      

１．社債 30,000 － △30,000  －

２．長期借入金 － 31,574 31,574  33,715

３．その他 939 3,494 2,554  672

固定負債合計 30,939 35,068 4,128 13.3 34,387

負債合計 4,442,604 4,959,215 516,611 11.6 5,234,936

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 10,049,082 10,064,522 15,440  10,058,642

２．資本剰余金 11,699,605 11,715,045 15,440  11,709,165

３．利益剰余金 685,505 △1,211,175 △1,896,681  △570,713

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

株主資本合計 20,883,757 19,017,955 △1,865,801 △8.9 19,646,657

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価
差額金

272,410 △118,156 △390,566  △88,362

２．為替換算調整勘定 1,669 1,350 △318  1,396

評価・換算差額等合計 274,079 △116,805 △390,885 － △86,966

Ⅲ　少数株主持分 451,396 691,383 239,986  721,964

純資産合計 21,609,233 19,592,532 △2,016,700 △9.3 20,281,656

負債純資産合計 26,051,838 24,551,748 △1,500,089 △5.8 25,516,592
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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19年９月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19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 5,775,500 5,981,379 205,878 3.6 22,257,235

Ⅱ　売上原価 2,573,124 3,480,316 907,191 35.3 11,044,702

売上総利益 3,202,375 2,501,063 △701,312 △21.9 11,212,533

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,145,089 2,664,336 △480,752 △15.3 10,844,273

営業利益又は損失(△） 57,286 △163,273 △220,559 － 368,260

Ⅳ　営業外収益      

１．受取利息 4,387 14,414 10,026  44,649

２．出資分配金 419 － △419  556

３．その他 124 989 864  25,509

営業外収益合計 4,931 15,401 10,470 212.3 70,714

Ⅴ　営業外費用      

１．支払利息 1,255 3,714 2,458  6,806

２．持分法による投資損失 25,179 7,450 △17,728  98,273

３．出資金償却 4,394 － △4,394  －

４．その他 2,358 499 △1,859  16,030

営業外費用合計 33,188 11,664 △21,523 △64.9 121,110

経常利益又は損失(△） 29,029 △159,536 △188,565 － 317,864

Ⅵ　特別利益      

　　持分変動利益 － 1,908 1,908  780,796

特別利益合計 － 1,908 1,908 － 780,796

Ⅶ　特別損失      

１．固定資産除却損 18,700 15,858 △2,842  45,640

２．減損損失 82,717 － △82,717  220,062

３．その他 7,660 8,941 1,281  1,758,340

特別損失合計 109,077 24,800 △84,277 △77.3 2,024,043

税金等調整前四半期
(当期）純損失(△）

△80,048 △182,427 △102,379 － △925,383

法人税、住民税及び事業税 11,733 70,854 59,120  341,176

法人税等調整額 579 28,620 28,041  △147,466

少数株主利益又は損失(△） 60,038 △36,015 △96,053  289,524

四半期(当期)純損失(△) △152,400 △245,887 △93,487 － △1,408,618
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(3) 第１四半期連結株主資本等変動計算書

前第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

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第１四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

     

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

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

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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当第１四半期連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成19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19年９月30日　残高
                      （千円）

10,058,642 11,709,165 △570,713 △1,550,437 19,646,657

第１四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行 5,880 5,880   11,760

剰余金の配当   △394,574  △394,574

四半期純損失   △245,887  △245,887

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

     

第１四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

5,880 5,880 △640,461  △628,701

平成19年12月31日　残高
                      （千円）

10,064,522 11,715,045 △1,211,175 △1,550,437 19,017,955

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19年９月30日　残高
                      （千円）

△88,362 1,396 △86,966 721,964 20,281,656

第１四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行     11,760

剰余金の配当     △394,574

四半期純損失     △245,887

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

△29,794 △45 △29,839 △30,581 △60,421

第１四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

△29,794 △45 △29,839 △30,581 △689,123

平成19年12月31日　残高
                      （千円）

△118,156 1,350 △116,805 691,383 19,592,532
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前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 25,600 25,600   51,200

剰余金の配当   △392,014  △392,014

当期純損失   △1,408,618  △1,408,618

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
                      （千円）

25,600 25,600 △1,800,633 － △1,749,433

平成19年９月30日　残高
                      （千円）

10,058,642 11,709,165 △570,713 △1,550,437 19,646,657

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行     51,200

剰余金の配当     △392,014

当期純損失     △1,408,618

新規連結による剰余金減少額     △1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△97,941 △124 △98,065 359,589 261,523

連結会計年度中の変動額合計
                      （千円）

△97,941 △124 △98,065 359,589 △1,487,909

平成19年９月30日　残高
                      （千円）

△88,362 1,396 △86,966 721,964 20,281,656
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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19年９月期

第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期

第１四半期）

（参考）前期
（平成19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 
   (△）

△80,048 △182,427 △925,383

減価償却費 208,545 242,853 868,976

減損損失 82,717 － 220,062

のれん償却額 － 4,864 28,037

貸倒引当金減少額 － － △7,127

賞与引当金増減額 △103,428 △124,151 46,833

返品調整引当金増減額 △16,414 18,502 △28,395

 事業撤退損失引当金減少額 △830 － △1,108

 損害補償損失引当金減少額 △17,466 － △17,466

受取利息及び受取配当金 △4,387 △14,414 △46,011

出資分配金 △419 － －

支払利息 1,255 3,714 6,806

 株式交付費 － 278 1,723

 為替差損益 180 － －

持分法による投資損失 25,179 7,450 98,273

出資金償却 4,394 － －

投資有価証券売却益 － － △767,704

持分変動利益 － △1,908 －

固定資産除却損 18,700 15,858 45,640

固定資産売却損 － － 902

投資有価証券評価損 － － 1,719,323

売上債権の増減額 △35,220 360,975 △387,285

たな卸資産の増加額 △9,263 △38,371 △8,206

前払費用の増加額 － △82,985 △165,040

差入敷金保証金の増減額 △34,078 4,757 △100,503

その他の資産の増減額 △78,458 △72,669 152,300

仕入債務の減少額 △35,790 △345,868 △6,320

未払金の増減額 86,478 △12,143 △22,244

前受金の増減額 － 60,187 △77,649

その他の負債の増加額 175,429 122,463 238,132

その他 17,234 △11,099 14,326

小計 204,310 △44,133 880,891

利息及び配当金の受取額 6,908 17,299 43,332

利息の支払額 △837 △3,471 △6,466

法人税等の還付額 － － 552,665

法人税等の支払額 △144,063 △84,901 △246,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,318 △115,206 1,224,085
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前年同四半期
（平成19年９月期

第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期

第１四半期）

（参考）前期
（平成19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 － － △100,600

定期預金の払戻による収入 － 59,600 －

有価証券の取得による支出 － － △1,000,000

有価証券の償還による収入 2,000,000 － 3,000,000

有形固定資産の取得による支出 △156,884 △337,383 △1,008,028

有形固定資産の売却による収入 61 － 963

無形固定資産の取得による支出 △82,235 △152,054 △858,251

無形固定資産の売却による収入 － － 5,000

投資有価証券の取得による支出 △146,803 － △1,074,473

投資有価証券の売却による収入 － － 827,514

子会社株式の取得による支出 △40,000 － －

関連会社の取得による支出 △1,502 － －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出 

－ － △124,128

 事業譲受による支出 △57,300 － △57,300

貸付による支出 － △20,000 △95,500

 貸付金の回収による収入 － 2,533 21,340

出資金の払込による支出 △200,000 － －

出資金の償還による収入 419 － －

その他 － － 556

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,315,755 △447,304 △462,906

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の返済による支出 － － △200,000

短期借入金による収入 － 200,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △8,337 △1,559 △9,525

社債償還による支出 － － △60,000

新株発行による収入 32,080 11,481 50,208

少数株主からの払込による収入 29,000 10,000 29,000

自己株式取得による支出 － － －

配当金の支払額 △392,195 △395,403 △389,049

財務活動によるキャッシュ・フロー △339,452 △175,481 △79,365

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △60 540 81

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 1,042,560 △737,452 681,894

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 11,386,110 12,076,886 11,386,110

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

12,428,671 11,339,434 12,076,886
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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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当第１四半期連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成19年12月31日） (単位：千円)

モバイル

事業
ゲーム事業

ポータル

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
4,043,692 1,093,170 357,258 487,258 5,981,379 － 5,981,379

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 600 13,511 14,111 (14,111) －

計 4,043,692 1,093,170 357,858 500,769 5,995,490 (14,111) 5,981,379

営業費用 3,302,877 1,132,282 606,128 497,349 5,538,638 606,014 6,144,652

営業利益又は

営業損失（△）
740,814 △39,112 △248,269 3,419 456,851 (620,125) △163,273

（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

 モバイル事業 モバイルコンテンツ配信等

 ゲーム事業 ゲームソフト開発、販売等

 ポータル事業
携帯電話並びにPCのメール及びWeb等を利用した各種情報・付帯広

告の配信、動画共有・投稿サイトの運営等

 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、

ソフトウェア受託・サポート等

 

 　　 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、627,822千円であり、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。

　　　４．事業区分の表示方法の変更

　前連結会計年度において「その他事業」に含めて表示しておりました「ポータル事業」は、重要性が増した

ため、区分掲記しております。

　また、前連結会計年度において区分掲記しておりました「ソリューション事業」は、当連結会計年度におい

て重要性が乏しくなったため「その他事業」に含めております。なお、当連結会計年度の「その他事業」に含

まれている「ソリューション事業」は売上高が25,707千円、営業費用が19,113千円、営業利益が6,594千円であ

ります。

　前連結会計年度まで「モバイルコンテンツ事業」として表示されていたものは、当連結会計年度より「モバ

イル事業」として表示しております。

　　　　　　なお、前第１四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１四半期連結会計期間

　　　　　において用いた事業区分により表示すると次のようになります。
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前第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

事業
ゲーム事業

ポータル

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 4,974 106,180 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 4,974 106,180 5,775,500 － 5,775,500

営業費用 3,566,800 1,371,419 123,730 156,481 5,218,431 499,783 5,718,214

営業利益又は

営業損失（△）
417,993 308,131 △118,755 △50,300 557,069 (499,783) 57,286

 

 

前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

 
モバイル

事業
ゲーム事業

ポータル

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
15,217,335 6,112,128 196,729 731,043 22,257,235 － 22,257,235

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 8,351 － 231,675 240,027 (240,027) －

計 15,217,335 6,120,479 196,729 962,719 22,497,262 (240,027) 22,257,235

営業費用 13,111,405 4,841,935 868,172 1,086,178 19,907,692 1,981,283 21,888,975

営業利益又は

営業損失（△）
2,105,929 1,278,543 △671,443 △123,459 2,589,570 (2,221,310) 368,260
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前連結会計年度（自平成18年10月１日　至平成19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
15,217,335 6,112,128 126,291 801,481 22,257,235 － 22,257,235

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 8,351 44,018 187,657 240,027 (240,027) －

計 15,217,335 6,120,479 170,309 989,138 22,497,262 (240,027) 22,257,235

営業費用 13,111,405 4,841,935 145,753 1,808,597 19,907,692 1,981,283 21,888,975

営業利益又は

営業損失（△）
2,105,929 1,278,543 24,555 △819,459 2,589,570 (2,221,310) 368,260

　（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、2,239,757千円であり、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。

４．会計処理の方法の変更

　　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、のれんの償却については当

連結会計年度より、合理的な見積もりに基づき定額法により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た場合、その他事業において営業費用が28,037千円多く計上されております。
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６．四半期個別財務諸表

(1) 第１四半期貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19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 4,835,281 3,110,743 △1,724,538  3,181,728

２．売掛金 4,397,577 4,474,756 77,178  4,326,483

３．有価証券 5,952,758 6,454,484 501,725  7,451,863

４．その他 2,082,397 1,437,879 △644,517  1,144,108

流動資産合計 17,268,015 15,477,863 △1,790,151 △10.4 16,104,184

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

 (1）建物 102,116 93,968 △8,147  98,325

(2）工具器具備品 466,731 1,029,183 562,452  931,712

有形固定資産合計 568,847 1,123,152 554,304 97.4 1,030,037

２．無形固定資産 363,176 402,536 39,359 10.8 436,741

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 4,261,395 2,254,776 △2,006,619  2,304,960

(2）関係会社株式 2,643,961 3,410,655 766,693  3,410,655

(3）その他 881,563 807,101 △74,461  891,053

投資その他の資産合計 7,786,921 6,472,534 △1,314,386 △16.9 6,606,669

固定資産合計 8,718,944 7,998,222 △720,722 △8.3 8,073,447

資産合計 25,986,960 23,476,086 △2,510,874 △9.7 24,177,632
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科目

前年同四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19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 1,740,354 1,374,867 △365,486  1,435,858

２．短期借入金 200,000 200,000 －  200,000

３．未払金 1,146,947 1,030,325 △116,621  1,092,406

４．賞与引当金 98,560 108,772 10,212  200,145

５．その他 327,061 468,052 140,991  419,409

流動負債合計 3,512,922 3,182,016 △330,905 △9.4 3,347,819

負債合計 3,512,922 3,182,016 △330,905 △9.4 3,347,819

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 10,049,082 10,064,522 15,440  10,058,642

２．資本剰余金      

  (1）資本準備金 11,699,605 2,615,045 △9,084,560  11,709,165

  (2）その他資本剰余金 － 9,100,000 9,100,000  －

資本剰余金合計 11,699,605 11,715,045 15,440  11,709,165

３．利益剰余金      

  (1）利益準備金 15,903 15,903 －  15,903

  (2）その他利益剰余金
　　　繰越利益剰余金

1,988,040 167,080 △1,820,959  684,774

利益剰余金合計 2,003,943 182,983 △1,820,959  700,678

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

株主資本合計 22,202,194 20,412,114 △1,790,079 △8.1 20,918,049

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券
評価差額金

271,843 △118,045 △389,888  △88,236

評価・換算差額等合計 271,843 △118,045 △389,888 － △88,236

純資産合計 22,474,037 20,294,069 △2,179,968 △9.7 20,829,813

負債純資産合計 25,986,960 23,476,086 △2,510,874 △9.7 24,177,632
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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19年９月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19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 4,052,157 4,382,767 330,609 8.2 15,485,930

Ⅱ　売上原価 2,107,583 2,689,590 582,006 27.6 8,528,856

売上総利益 1,944,574 1,693,177 △251,397 △12.9 6,957,074

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,280,326 1,730,004 △550,321 △24.1 7,445,876

営業損失(△） △335,751 △36,827 298,924 － △488,802

Ⅳ　営業外収益 7,983 16,791 8,808 110.3 78,260

Ⅴ　営業外費用 5,805 1,263 △4,541 △78.2 17,536

経常損失(△） △333,573 △21,299 312,273 － △428,077

Ⅵ　特別利益 － － － － 766,354

Ⅶ　特別損失 109,077 976 △108,101 △99.1 2,018,786

税引前四半期(当期）
純損失(△）

△442,650 △22,275 420,375 － △1,680,509

法人税、住民税及び事業税 1,259 8,664 7,404  61,744

法人税等調整額 － 92,180 92,180  4,921

四半期(当期）純損失(△） △443,910 △123,120 320,789 － △1,747,175
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(3) 第１四半期株主資本等変動計算書

前第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
資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

10,033,042 11,683,565 11,683,565 15,903 2,823,964 2,839,868 △1,550,437 23,006,039

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 16,040 16,040 16,040     32,080

剰余金の配当     △392,014 △392,014  △392,014

四半期純損失     △443,910 △443,910  △443,910

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

        

第１四半期会計期間中の
変動額合計

（千円）
16,040 16,040 16,040 － △835,924 △835,924 － △803,844

平成18年12月31日　残高
（千円）

10,049,082 11,699,605 11,699,605 15,903 1,988,040 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

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第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

262,871 262,871 262,871

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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当第１四半期会計期間（自平成19年10月１日　至平成19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
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰
余金

平成19年９月30日　残
高

（千円）
10,058,642 11,709,165 － 11,709,165 15,903 684,774 700,678 △1,550,437 20,918,049

第１四半期会計期間
中の変動額

新株の発行 5,880 5,880  5,880     11,760

資本準備金の取崩  △9,100,000 9,100,000 －     －

剰余金の配当      △394,574 △394,574  △394,574

当期純損失      △123,120 △123,120  △123,120

株主資本以外の項目
の第１四半期会計期
間中の変動額（純
額）

        －

第１四半期会計期間
中の変動額合計

（千円）
5,880 △9,094,120 9,100,000 5,880 － △517,694 △517,694 － △505,934

平成19年12月31日
残高

（千円）
10,064,522 2,615,045 9,100,000 11,715,045 15,903 167,080 182,983 △1,550,437 20,412,114

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19年９月30日
残高

（千円）
△88,236 △88,236 20,829,813

第１四半期会計期間
中の変動額

新株の発行   11,760

資本準備金の取崩   －

剰余金の配当   △394,574

当期純損失   △123,120

株主資本以外の項目
の第１四半期会計期
間中の変動額（純
額）

△29,808 △29,808 △29,808

第１四半期会計期間
中の変動額合計

（千円）
△29,808 △29,808 △535,743

平成19年12月31日
残高

（千円）
△118,045 △118,045 20,294,069
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年10月１日　至平成19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
資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

10,033,042 11,683,565 11,683,565 15,903 2,823,964 2,839,868 △1,550,437 23,006,039

事業年度中の変動額

新株の発行 25,600 25,600 25,600     51,200

剰余金の配当     △392,014 △392,014  △392,014

当期純損失     △1,747,175 △1,747,175  △1,747,175

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
（千円）

25,600 25,600 25,600 － △2,139,189 △2,139,189 － △2,087,989

平成19年９月30日　残高
（千円）

10,058,642 11,709,165 11,709,165 15,903 684,774 700,678 △1,550,437 20,918,049

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

事業年度中の変動額

新株の発行   51,200

剰余金の配当   △392,014

当期純損失   △1,747,175

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△97,207 △97,207 △97,207

事業年度中の変動額合計
（千円）

△97,207 △97,207 △2,185,197

平成19年９月30日　残高
（千円）

△88,236 △88,236 20,829,813
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