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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 4,939 △1.4 82 △88.9 △51 － △255 －

19年３月期 5,011 36.3 742 167.3 532 158.2 △89 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △2,255 49 － － △4.1 △0.7 1.7

19年３月期 △786 55 － － △1.4 6.5 14.8

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △188百万円 19年３月期 △222百万円

(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 6,693 6,039 90.1 53,275 49

19年３月期 8,312 7,276 77.0 56,543 23

（参考）自己資本 20年３月期 6,029百万円 19年３月期 6,399百万円

(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 △217 △1,692 △979 2,336

19年３月期 750 △751 △305 5,226

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － 1,000 00 1,000 00 113 － 1.7

20年３月期 － － － － 0 00 － － －

21年３月期（予想） － － － － 0 00 － － －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 2,460 △1.2 △280 － △220 － △220 － △1,943 75

通期 4,980 0.8 △420 － △320 － △330 － △2,915 63
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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）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

 　　 （注）詳細は、19ページ「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」をご覧ください。

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 113,183株 19年３月期 117,453株

②　期末自己株式数 20年３月期 －株 19年３月期 4,270株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 4,566 △6.4 △23 － 33 △96.1 △649 －

19年３月期 4,880 35.1 835 137.1 850 190.8 217 69.8

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 △5,736 43 － －

19年３月期 1,914 25 1,907 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

20年３月期 6,604 6,018 91.1 53,172 11

19年３月期 8,651 7,650 78.4 59,920 80

（参考）自己資本 20年３月期 6,018百万円 19年３月期 6,782百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 2,290 △2.5 △280 － △220 － △220 － △1,943 75

通期 4,630 1.4 △430 － △340 － △340 － △3,003 98

※　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、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。

(株）ジー・モード（2333） 平成 20 年３月期決算短信
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるモバイルコンテンツ市場は、携帯電話事業者間における利用者獲得競争の激化と、携

帯電話の機能やサービスの拡充により、公式コンテンツの重要性が益々高まる中、ユーザーニーズの多様化やモ

バイル検索エンジン導入による公式・一般サイトのボーダーレス化に加え、検索連動型広告の台頭やモバイルSNS

の利用が加速したことなどにより、一般サイトが急速に普及するとともに、無料コンテンツの利用も飛躍的に拡

大しております。その一方で、昨年12月には総務省が携帯電話事業者各社に対し、未成年者の有害携帯サイトへ

のアクセスを制限するフィルタリングサービスへの原則加入を要請するなど、当社企業グループを取り巻く事業

環境に変化の波が訪れております。

　このような経営環境の下、当社企業グループは、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応すべく、競争力強化に

向けた新しいビジネスモデルの構築とコンテンツサービスの提供に本格的に着手するとともに、認知度向上や業

容拡大を目的とした積極的な広告宣伝活動を展開してまいりました。

また、ユーリーグ株式会社との業務提携により、当社がこれまで携帯アプリ開発で培ったノウハウと同社が有す

る強大なシニア会員組織力を融合することで、携帯電話による付加価値の高い広告販促サービス「モバイル・エ

ンターテイメント・アドバタイジング」を展開すべく、モバイルセールスプロモーションのさらなる深化と拡充

に向けた取組みを開始しております。 

　一方、ガンホー・モード株式会社（以下、「ガンホー・モード」という）の株式売却による不採算事業からの

撤退など、企業グループ内における事業および経営資源の選択と集中を進め、資産効率と財務体質の向上に注力

いたしました。

　なお、当社企業グループにおける事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりであります。

（a）国内コンテンツ配信事業

  国内コンテンツ配信事業におきましては、オンラインゲーム連動型の携帯アプリ『ラグナロクオンライン Ｇ

ＡＭＥＳ』に加え、大容量ＲＰＧ「勇者死す」、「フライハイトクラウディア」など高価格コンテンツの投入や

定番カジュアルゲームのリニューアル等により、潜在顧客の開拓と売上高拡大に注力いたしました。

通信キャリア別では、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモのｉモード向け配信におきましては、第3四半期以降、

課金会員数が減少傾向となっておりますが、アイテム課金の売上が好調なことに加え、高単価コンテンツの投入

などが奏功し、売上高は堅調に推移しております。一方、ＫＤＤＩ株式会社(ａｕ)のＥＺｗｅｂ向け配信におけ

る新規コンテンツの一部配信遅延やソフトバンクモバイル株式会社のＹａｈｏｏ！ケータイのメニューの改変な

どによるダウンロード数減少の影響などにより、両キャリアともに売上高は前期を下回る結果となりました。ま

た、株式会社アコースティック（以下、「アコースティック」という）による着メロ配信売上は244百万円とな

り、前期に比べ約２倍に拡大しております。

　これらの結果、本事業セグメントの売上高は4,394百万円となり、前期比3.6％の増加となりました。

（b）国内受託事業

  国内受託事業におきましては、ガンホー・モードからの受託数が減少したことから、アコースティックによる

着メロ受託開発なども含め、本事業セグメントの売上高は282百万円と、前期比で43.0％の減少となりました。

なお、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社との合弁契約解消に伴い、平成19年12月にガンホー・

モード向けのコンテンツ開発受託は終了しております。

（c）海外事業

　海外におけるゲームコンテンツ配信は、順調に市場拡大が続くものの、ブランド力の高いコンテンツや３Ｄ

ゲーム、ネットワーク機能を重視したコンテンツが人気を博しており、依然として苦戦を強いられております。

そのため、海外におけるコンテンツ配信におきましては、採算性の向上を図るため、アウトソースによる配信に

注力しております。   

　この結果、本事業セグメントの売上高は102百万円となり、前期比8.4％の減少となりました。

(株）ジー・モード（2333） 平成 20 年３月期決算短信
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（d）カジュアルコミュニケーション事業

  当社企業グループでは、今後における競争力強化と差別化の実現に向け、従来のゲームの枠に囚われない付加価

値の高い新たなインターネットサービスを創造すべく、カジュアルコミュニケーションビジネスの構築に着手し、

一般サイト向けに一部サービスの提供を開始しております。 

　この結果、本事業セグメントにおいては、開発コストとして91百万円を計上しております。

（e）その他の事業

　その他の事業におきましては、携帯電話のウェブサイトを活用したモバイルサービスプロモーション事業にお

いて、積極的に大手有名企業への販路を拡大するとともに、継続性のある安定した受注先の獲得に注力いたしま

した。 

　また、株式会社毎日放送の携帯サイト内において阪神タイガース主催試合をライブやアーカイブにて配信する

「MBS 猛虎亭DX」や株式会社三栄書房と株式会社ナノ・メディアが運営する競艇レースの携帯向け動画サイト

「競艇マクールSP」への携帯電話向けストリーム配信技術「movie４U」の提供に加え、株式会社ミクシィが運営

するSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス）mixiの携帯電話サービス「ピコピコmixi（ピコミク）」に

対しフラッシュゲームコンテンツの提供を開始いたしました。

　この結果、本事業セグメントの売上高は160百万円となり、前期比0.2％の減少となりました。

　これらの結果、当社企業グループの当連結会計年度における売上高は4,939百万円となり、前期比で1.4％の減少

となりました。

　一方、損益におきましては、広告宣伝の積極投下や人件費の増加などにより、営業利益は前期比88.9％減少し 

82百万円となり、ガンホー・モードによる持分法投資損失の取り込みなどにより、経常損失は51百万円となりまし

た。また、当連結会計年度において、繰延税金資産の回収可能性が低下したことから、取崩しを実施した結果、税

金費用として法人税等調整額183百万円を計上したことにより、 当期純損失は255百万円となりました。

②　次期の見通し

　次期におきましては、ユーザーニーズの多様化や公式・一般サイトのボーダーレス化の進展などにより、一般サ

イトによる無料コンテンツの利用が更に拡大することが予想されます。また、それに伴って、従来の課金型ビジネ

スモデルから他メディアとの融合による新しい方向性のモバイルビジネスへのシフトが加速するとともに、通信、

映像、音楽、検索、決済など様々なコンテンツとゲームを融合した新たなサービスの創造に向けて競合他社との競

争も一層激化すると思われます。

　このような環境に対し当社は、『従来のケータイゲームに特化したコンテンツ提供企業から脱皮し、「＋(プ

ラス)ＣＣＥ」を目指す』ことを経営スローガンに掲げ、既存事業で培ったノウハウと「楽しさの飽くなき追求」を

競争の軸に、付加価値の高い新しいインターネットサービスを創造すべく、メディアとの融合や一般サイトにおけ

る事業展開も視野に入れた新規ビジネスの開拓に積極的に取り組んでまいります。

　また、平成20年4月1日には、業務提携先であるユーリーグ株式会社との共同出資により、エージ ウェーブ株式会

社を設立いたしました。当社が培ってきたモバイルセールスプロモーション事業のノウハウとユーリーグが有する

強大な顧客基盤とマーケティング力を最大限に活用することで、携帯電話による付加価値の高いユーザー参加型販

促ツールを本格稼動させ、モバイル・エンターテイメント・アドバタイジングを積極的に展開することなどにより、

競合他社との差別化を図り、企業グループ全体の事業規模拡大に取り組んでまいります。

　さらに、基幹事業である国内コンテンツ配信事業におきましては、付加価値の高い独創的サービスやコンテンツ

創りを強力に推進するとともに、ビジネスモデルの再構築や新規事業との連係などによるユーザー誘導策の強化、

コスト最適化など、事業構造を抜本的に見直すことで、収益の安定化と利益率の向上を目指してまいります。

　これらの結果、次期の業績については、連結営業損失は420百万円、連結経常損失は320百万円、連結当期純損失

は330百万円を予想しております。

  なお、売上高や収益は市場環境の変化やそれに付随する各種要因によって大きく変動する可能性がございます。

(株）ジー・モード（2333） 平成 20 年３月期決算短信
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(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当連結会計年度末における資産は前連結会計年度末と比べ1,619百万円減少し、6,693百万円(対前期末比19.5％

減)となりました。流動資産では、前連結会計年度末と比べ1,793百万円減少し、5,695百万円(対前期末比23.9％

減)となりました。この主な要因は現金及び預金の減少3,078百万円、短期貸付金の増加1,383百万円であります。固

定資産では、前連結会計年度末と比べ174百万円増加し、997百万円(対前期末比21.2％増)となりました。この主な

要因は長期貸付金の増加477百万円、評価損の計上による投資有価証券の減少173百万円、回収可能性の見直しによ

る繰延税金資産の減少114百万円であります。

（負債）

　当連結会計年度末における負債は前連結会計年度末と比べ382百万円減少し、653百万円(対前期末比36.9％減)

となりました。この主な要因は未払法人税等の減少331百万円であります。

（純資産）

  当連結会計年度末における純資産は前連結会計年度末と比べ1,236百万円減少し、6,039百万円(対前期末比17.0％

減)となりました。この主な要因は当期純損失の計上による利益剰余金の減少939百万円、新株予約権の買入消却868

百万円及び自己株式の消却571百万円であります。

②　キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度において現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

により217百万円減少、投資活動によるキャッシュ・フローにより1,692百万円減少、財務活動によるキャッシ・フ

ローにより979百万円減少しております。これらの結果、当連結会計年度における資金は2,336百万円（前年同期

5,226百万円）となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下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217百万円（前年同期750百万円の資金獲得）となりました。この主な要因は、持

分法による投資損失188百万円、法人税等の支払額557百万円であります。

 （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1,692百万円（前年同期751百万円の資金使用）となりました。この主な要因は、

貸付けによる支出1,550百万円、関係会社貸付けによる支出355百万円であります。

 （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979百万円（前年同期305百万円の資金使用）となりました。この主な要因は、新

株予約権の買入消却868百万円及び配当金の支払額111百万円であります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的な

事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を基本方針としております。

　なお、当期の期末配当につきましては、配当可能利益がないため、誠に遺憾ながら無配とすることといたしました。

　また、次期の配当につきましては、現時点においては無配とさせていただきますが、収益力の改善を図り、可及的

早期の復配を目指して参る所存でございます。
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２．企業集団の状況
  当社企業グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社ジー・モード）及び連結子会社２社から構成され

ております。当社企業グループの主な事業内容と各事業区分との関係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が、当連結会計年度より事業区分を変更しております。当該変更の内容につい

ては、「４．連結財務諸表　注記事項（セグメント情報）」をご参照ください。

　また、平成19年12月に保有するガンホー・モード株式会社の株式を売却したことにより、当連結会計年度末において

同社は持分法適用関連会社ではなくなっております。

事業区分 主な事業内容

  国内コンテンツ配信事業    携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営

  国内受託事業
　 ＰＣ向けゲームコンテンツ、ＰＣウェブサイト及び携帯電話向け

　 着メロの受託制作

  海外事業 　 携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等  

  カジュアルコミュニケーション事業
　 携帯電話非公式サイトや各種メディアデバイス等を利用したイン

　 ターネットカジュアルコミュニティサービスの企画・開発・運営 

  その他の事業

   携帯電話ウェブサイトを利用したプロモーション支援、携帯電話

   向けゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作ツールの

　 ライセンス供与等
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 [事業系統図]

　　前貢を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

コンテンツ 

 

成果物 

 

コンテンツ 

業務・ 
制作委託料 

情報料 

 

情報料 

一般ユーザー 

携帯電話事業者（キャリア） 

ラ
イ
セ
ン
シ
ー 

顧
客 

ラ
イ
セ
ン
サ
ー 

ライセンス 
使用料 

当社企業グループ 

[国内コンテンツ配信事業] 

 当社 

携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロ  
の企画・開発・運営 

株式会社アコースティック 

携帯電話向け着メロの企画・開発・運営 
 

[海外事業] 

当社 

携帯電話向けゲームコンテンツ配信及び

ライセンス供与 

株式会社アコースティック 

携帯電話向け着メロ制作ツールのライセ

ンス供与 

[国内受託事業] 

当社 

PC 向けゲームコンテンツの受託制作 
 

株式会社アコースティック 

PC ウェブサイト及び携帯電話向け着メロ  
の受託制作 

[その他の事業] 

当社 

携帯電話のウェブサイトを利用したプロ

モーションの支援ビジネス等 

株式会社アコースティック 

携帯電話向け動画配信ツール及び着メロ

制作ツールのライセンス供与 

株式会社モバイル・リサーチ 

携帯電話を利用したリサーチ [カ ジ ュ ア ル コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 事 業 ] 

当社 

携帯電話非公式サイトや各種メディアデ

バイス等を利用したインターネットカジ

ュアルコミュニティサービスの企画・開

発・運営 

ライセンス 
供与 

ライセンス 
使用料 

ライセンス 
供与 

【連結子会社】株式会社モバイル・リサーチ

　　　　　　　株式会社アコースティック
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、「ネットワークを通じて誰もが楽しめるコンテンツを広く遍く提供することで、全世界の人々が心豊かな

生活を送れるようにする」ことを、経営理念とし企業活動を行っております。ネットワークは、「いつでも、どこで

も、誰にでも」コンテンツを提供することが可能な媒体であることから、手軽に誰もが楽しめるコンテンツを提供す

ることによって、より多くの人々が楽しむことを実現できます。

  当社は、そんな小さな楽しみが広がることによって、より心豊かで幸せな社会が生まれることを願っております。

  そのため当社は、創業当時から「いつでも、どこでも、誰とでも」を１つの行動指針とし、手軽に誰もが楽しめる

ようさまざまなハードルを下げていくことを目標としております。価格を下げる、分かりやすいルールにする、すぐ

に遊べるユーザインタフェースや画面デザインを考える、このようにさまざまなハードルを下げることで、ひとりで

も多くの人が楽しみ、喜べるコンテンツをこれからも提供し続けていきたいと考えております。

(2）目標とする経営指標

　当社企業グループは、売上高経常利益率を主たる経営指標としており、中期的には売上高の拡大とビジネスモデル

維持コストの抑制による利益の確保に全力を挙げてまいります。 

　当連結会計年度は、主力事業である公式コンテンツ配信による売上高伸長の鈍化に加え、新規事業の立ち上げ費用

や内部統制システムなど企業グループ内の管理費用などの増加やモバイルコンテンツ業界を取り巻く環境変化に対応

するための費用増加などにより、 売上高経常利益率はマイナス値となりましたが、今後も事業を展開する上での重要

な指標の一つとして位置付け、中期的には目標値である売上高経常利益率18％以上へ回帰することを目標としており

ます。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、この度、企業グループの持続的な成長を展望しつつ、『従来のケータイゲームに特化したコンテンツ提供

企業から脱皮し、「＋(プラス)ＣＣＥ」を目指す』ことを経営スローガンに掲げ、既存事業で培ったノウハウと「＋

(プラス)ＣＣＥ」[「Casual(誰でも気軽に)」、「Communication(「人と人」「人と企業」が繋がる・共感する・価値

を共有する)」、「Entertainment(楽しい場)」]戦略を融合することで、付加価値の高い新しいインターネットサービ

スを創造すべく、メディアとの融合や一般サイトにおける事業展開をも視野に入れた新規ビジネス開拓への取組みを

開始しております。　

　一方、当社の主力事業である国内コンテンツ配信事業においては、携帯電話事業者間における利用者獲得競争の激

化と携帯電話の機能やサービスの拡充に伴って、ユーザーニーズの多様化や一般サイトによる無料コンテンツが拡大

する中、課金モデルも変化しております。こうした事業環境の中、公式コンテンツへのユーザー導線の狭窄や従量課

金モデルにおけるリピーター率の低下など当該事業が抱える課題に対する抜本的改革の断行に加え、新規事業の成長

を加速させることで、利益の源泉となる売上高の拡大に注力する一方、ビジネスモデル維持コストの最適化を図るこ

とで、利益創出体質への早期変革を目指してまいります。

　さらに、事業パートナーであるユーリーグ株式会社との連携により、モバイル・エンターテイメント・アドバタイ

ジングを積極的に展開するとともに、当社企業グループ単独では成し得ない大きな成果獲得に向けて、シナジーが期

待できるアライアンス案件には投資を継続していく予定です。

　これらの施策を着実に遂行することにより、差別化を強力に推し進め、確固たる収益基盤と高利益水準を有する企

業集団へと変革を図ってまいります。　

(4）会社の対処すべき課題

①　国内コンテンツ配信事業の強化

  当社企業グループの主力事業である国内コンテンツ配信事業におきましては、携帯電話事業者間における激しい

利用者獲得競争と、各社によるサービスの充実や携帯電話機能の拡充により、公式コンテンツの重要性が益々高まっ

ております。また、ユーザーニーズの多様化やモバイル検索エンジン導入による公式・一般サイトのボーダーレス

化などにより、一般サイトが急速に普及するとともに、無料コンテンツの利用も拡大しつつあり、新規会員獲得機

会の減少や既存会員の退会加速、ビジネスモデル維持コストの増加などが懸念される状況となっております。

　このような環境の中、主力事業の体質改善は重要課題であり、付加価値の高い独創的サービスやコンテンツ創り

を進めるとともに、ビジネスモデルの再構築やユーザー誘導策の強化、コスト最適化などにより、収益の安定化と

利益率の向上を目指してまいります。
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②　海外市場への対応

　海外市場におきましては、依然ブランド力が重視される市場環境などにより十分な収益を獲得することが困難な

状況であり、対応機種の多様化などから運用コストの負担が利益を圧迫している状況です。

　今後は、販売力の強い現地パートナーに対し積極的にライセンス供与し、配信を任せることで運用コストの削減

による収益性の向上を目指します。 

③　内部統制システムの強化

　平成20年4月から施行される金融商品取引法で定める内部統制に関する社内体制をより一層整備していくことで、

内部牽制体制や内部監査強化などを通じ、コンプライアンスを徹底するだけでなく、統制活動を通じた業務の効率

化を実現することで、当社企業グループの価値を最大限に高める努力をしてまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備の状況」に

おいて記載しておりますのでご参照ください。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   5,430,427   2,351,884   

２．受取手形及び売掛金   1,334,814   1,247,045   

３．たな卸資産   376,222   286,345   

４．未収還付法人税等   －   180,997   

５．繰延税金資産   59,112   1,547   

６．短期貸付金   －   1,550,000   

７．その他   296,082   84,931   

貸倒引当金   △7,292   △6,992   

流動資産合計   7,489,367 90.1  5,695,759 85.1 △1,793,608

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  82,296   86,460    

減価償却累計額  △22,481 59,815  △31,227 55,233   

(2）工具器具備品  192,029   201,137    

減価償却累計額  △112,188 79,840  △142,953 58,183   

有形固定資産合計   139,655 1.7  113,417 1.7 △26,238

２．無形固定資産         

(1) のれん   88,667   78,236   

(2）その他   46,377   50,263   

無形固定資産合計   135,044 1.6  128,499 1.9 △6,545

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  212,636   38,673   

(2）長期貸付金   －   477,000   

(3）繰延税金資産   115,922   1,530   

(4）その他   219,772   238,283   

投資その他の資産合計   548,331 6.6  755,486 11.3 207,155

固定資産合計   823,031 9.9  997,403 14.9 174,372

資産合計   8,312,399 100.0  6,693,163 100.0 △1,619,235
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   247,189   290,806   

２．未払金   212,989   231,035   

３．未払法人税等   349,485   17,774   

４．繰延税金負債   －   11,545   

５．その他   226,445   102,668   

流動負債合計   1,036,109 12.5  653,828 9.8 △382,281

負債合計   1,036,109 12.5  653,828 9.8 △382,281

         

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   3,320,723 40.0  3,320,723 49.6 －

２．資本剰余金   2,978,396 35.8  2,978,396 44.5 －

３．利益剰余金   672,042 8.1  △267,853 △4.0 △939,895

４．自己株式   △571,429 △6.9  － － 571,429

　　株主資本合計   6,399,732 77.0  6,031,266 90.1 △368,465

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  △1,387 △0.0 △1,387

　評価・換算差額等合計   － －  △1,387 △0.0 △1,387

Ⅲ　新株予約権   868,000 10.4  － － △868,000

Ⅳ　少数株主持分   8,556 0.1  9,455 0.1 898

純資産合計   7,276,289 87.5  6,039,334 90.2 △1,236,954

負債純資産合計   8,312,399 100.0  6,693,163 100.0 △1,619,235
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   5,011,993 100.0  4,939,903 100.0 △72,089

Ⅱ　売上原価   2,712,259 54.1  3,001,428 60.8 289,168

売上総利益   2,299,733 45.9  1,938,474 39.2 △361,258

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,557,003 31.1  1,856,289 37.5 299,285

営業利益   742,729 14.8  82,185 1.7 △660,544

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  11,196   50,574    

２．受取配当金  2   －    

３．為替差益  1,447   2,188    

４．その他  2,160 14,807 0.3 3,262 56,025 1.1 41,218

Ⅴ　営業外費用         

１．持分法による投資損失  222,925   188,753    

２．その他  1,789 224,714 4.5 609 189,362 3.8 △35,351

経常利益又は経常損失
（△）

  532,822 10.6  △51,152 △1.0 △583,974

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  － － － 28,805 28,805 0.6 28,805

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 14,388   873    

２．減損損失 ※３ 167,006   －    

３．投資有価証券評価損  201,767 383,161 7.6 21,587 22,460 0.5 △360,700

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△）

  149,661 3.0  △44,807 △0.9 △194,468

法人税、住民税及び事
業税

 382,363   26,074    

法人税等調整額  △141,386 240,976 4.8 183,502 209,577 4.3 △31,399

少数株主利益又は少数
株主損失（△）

  △1,963 △0.0  898 0.0 2,862

当期純損失   89,351 △1.8  255,282 △5.2 165,930
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

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３月31日　残高（千円） 3,318,715 2,976,387 876,532 △376,079 6,795,555

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,008 2,008   4,017

剰余金の配当（注）   △115,138  △115,138

当期純損失   △89,351  △89,351

自己株式の取得    △195,350 △195,350

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）

2,008 2,008 △204,489 △195,350 △395,823

平成19年３月31日　残高（千円） 3,320,723 2,978,396 672,042 △571,429 6,399,732

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 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３月31日　残高（千円） 419 419 868,000 10,520 7,674,495

連結会計年度中の変動額

新株の発行     4,017

剰余金の配当（注）     △115,138

当期純損失     △89,351

自己株式の取得     △195,350

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△419 △419 － △1,963 △2,383

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△419 △419 － △1,963 △398,206

平成19年３月31日　残高（千円） － － 868,000 8,556 7,276,289

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(株）ジー・モード（2333） 平成 20 年３月期決算短信

－ 13 －



当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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３月31日　残高（千円） 3,320,723 2,978,396 672,042 △571,429 6,399,732

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △113,183  △113,183

当期純損失   △255,282  △255,282

自己株式の消却   △571,429 571,429 －

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）

  △939,895 571,429 △368,465

平成20年３月31日　残高（千円） 3,320,723 2,978,396 △267,853 － 6,031,266

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 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３月31日　残高（千円） － － 868,000 8,556 7,276,289

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △113,183

当期純損失     △255,282

自己株式の消却     －

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△1,387 △1,387 △868,000 898 △868,489

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,387 △1,387 △868,000 898 △1,236,954

平成20年３月31日　残高（千円） △1,387 △1,387 － 9,455 6,039,334

 

(株）ジー・モード（2333） 平成 20 年３月期決算短信

－ 14 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益又は当
期純損失（△）

 149,661 △44,807  

減価償却費  56,305 60,099  

減損損失  167,006 －  

のれん償却額  29,750 10,431  

貸倒引当金の増加額（△減少額）  503 △300  

受取利息及び受取配当金  △11,198 △50,574  

為替差損益  △490 196  

持分法による投資損失  222,925 188,753  

持分法適用会社への未実現利益
調整額

 62,842 △72,197  

投資有価証券売却益  － △28,805  

固定資産除却損  14,388 873  

投資有価証券評価損  201,767 21,587  

売上債権の減少額（△増加額）  △275,269 87,768  

たな卸資産の減少額（△増加額）  △163,764 89,877  

仕入債務の増加額  43,505 43,617  

未払金の増加額  61,200 38,294  

その他  193,536 △50,307  

小計  752,669 294,507 △458,162

利息及び配当金の受取額  9,965 44,430  

法人税等の還付額  50,905 1,256  

法人税等の支払額  △62,623 △557,688  

営業活動によるキャッシュ・フロー  750,917 △217,493 △968,411
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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  △201,100 △11,308  

定期預金の払戻による収入  － 200,000  

有形固定資産の取得による支出  △46,558 △40,841  

無形固定資産の取得による支出  △39,659 △19,341  

投資有価証券の取得による支出  △11,025 △8,400  

投資有価証券の売却による収入  468 34,159  

関係会社株式の取得による支出  △270,000 －  

関係会社株式の売却による収入  － 29,990  

貸付けによる支出  － △1,550,000  

貸付金の回収による収入  － 45,000  

関係会社貸付けによる支出  △436,500 △355,500  

関係会社貸付金の回収による収入  270,000 －  

その他  △16,663 △16,587  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △751,039 △1,692,830 △941,790

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  4,005 －  

新株予約権の買入消却による支出  － △868,000  

自己株式の取得による支出  △196,792 －  

配当金の支払額  △112,504 △111,330  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △305,291 △979,330 △674,038

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  490 △196 △687

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △304,921 △2,889,851 △2,584,929

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  5,531,338 5,226,416 △304,921

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,226,416 2,336,565 △2,889,851
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (１)連結子会社の数　　　　　２社

 　　連結子会社の名称 

 　　　株式会社アコースティック

 　　　株式会社モバイル・リサーチ

　　　　　　　　同左

 　　

 　　　

 　　　

２．持分法の適用に関する事項 (１)持分法適用の関連会社の数　１社

 　　会社の名称

 　　　ガンホー・モード株式会社

(２)持分法適用会社の決算日が連結決算

　　日と異なりますが、連結財務諸表の

　　作成につきましては、連結決算日で

　　実施した持分法適用会社の仮決算に

　　基づく財務諸表を使用しておりま

　　す。

　該当事項はありません。

　なお、平成19年12月に関連会社である

ガンホー・モード株式をすべて売却した

ため、当連結会計年度末において、ガン

ホー・モード株式会社は、持分法適用関

連会社ではなくなりました。

　ただし、当連結会計年度の損益の持分

に見合う額等は、連結損益計算書に反映

しております。

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

  連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①有価証券

　　その他有価証券 

    時価のないもの

    　移動平均法による原価法によって

　　おります。

②たな卸資産

 　 製品・仕掛品

    　個別法による原価法によっており

　　ます。

    貯蔵品

    　総平均法による原価法によってお

　　ります。

①有価証券

　　その他有価証券 

 　 時価のないもの

同左

②たな卸資産

  　製品・仕掛品

同左

  　貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①有形固定資産

　　定率法（ただし、工具器具備品のう

　ち、パソコン及びサーバーについては

  定額法）によっております。

    なお、主な耐用年数は以下のとおり

　であります。

    建物　　　　　　３～18年

    工具器具備品　　３～20年

②無形固定資産

 　 定額法によっております。

 　 なお、自社利用のソフトウェアにつ

  いては、社内における利用可能期間

  (３～５年)に基づいております。

①有形固定資産

同左

②無形固定資産

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）重要な繰延資産の処理方

法

株式交付費

  支出時に全額費用として処理しておりま

す。

株式交付費

同左

(4）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

貸倒引当金

同左

(5）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

同左

(6）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が、借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。

同左

(7）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式を採

用しております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６．のれんの償却に関する事項 　のれんの償却については、10年間の均

等償却を行っております。

同左

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左
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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

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)

    当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する

  当面の取扱い」(企業会計基準委員会　平成18年８月11日

  実務対応報告第19号)を適用しております。これによる損

  益に与える影響はありません。

 ──────

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

  当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。

  従来の資本の部の合計に相当する金額は6,399,732千円

であります。

  なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

 ──────

 ────── （固定資産の減価償却の方法の変更)

   当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連

 結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形

 固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却

 の方法に変更しております。

　 これによる損益に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

   (連結貸借対照表)

  　　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として

　　 掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

　　 ん」として表示しております。

 

 

 

   (連結損益計算書)

  １．　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「新

　　　株発行費(株式交付費)」（当連結会計年度は11千

　　　円）は、営業外費用の100分10以下となったため、営

　　　業外費用の「その他」に含めて表示することとしま

　　　した。

  ２．　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支

　　　払手数料」（当連結会計年度は1,441千円）は、営業

　　　外費用の100分10以下となったため、営業外費用の

　　　「その他」に含めて表示することとしました。

 　(連結キャッシュ・フロー計算書)

　１．　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却

　　　額」として掲記されていたものは、当連結会計年度

　　　から「のれん償却額」として表示しております。

  ２．　営業活動によるキャッシュ・フローの「支払手数

　　　料」は、当連結会計年度において金額的重要性が乏

　　　しくなったため「その他」に含めております。

　　　　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

　　　る「支払手数料」は1,441千円であります。

　３．　営業活動によるキャッシュ・フローの「新株発行

　　　費（株式交付費）」は、当連結会計年度において金

　　　額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めて

　　　おります。

　　　　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

　　　る「株式交付費」は11千円であります。

   (連結貸借対照表)

　前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「短期貸付金」は、当連結会計年度に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記し

ました。

　なお、前連結会計年度末の「短期貸付金」の金額は、

166,500千円であります。

    ──────

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ──────

追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ────── （固定資産の減価償却の方法の変更)

    当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平

  成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について

  は、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

  により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連

  結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

　の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

　めて計上しております。

  　これによる損益に与える影響は軽微であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。  ※１　  　　　　　　 ──────

 投資有価証券（株式）  146,546千円     

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　　 は次のとおりであります。

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　　 は次のとおりであります。

  広告宣伝費 196,489千円

  役員報酬  141,638

  給与手当  204,102

  支払手数料  123,664

  キャリア手数料  436,701

  貸倒引当金繰入額  7,103

  広告宣伝費 　  405,161千円

  役員報酬 190,207

  給与手当    244,575

  支払手数料    160,956

  キャリア手数料     431,701

  貸倒引当金繰入額  6,700

 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

  建物 　6,034千円 

  工具器具備品 3,786千円 

  ソフトウエア 4,475千円 

  商標権 91千円 

 　 計 　14,388千円 

  建物 　     730千円 

  工具器具備品      142千円 

 　 計 　      873千円 
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※３　減損損失

 　　　 当社企業グループは、当連結会計年度において

　　　以下のとおり減損損失を計上しました。

 　（１）減損損失を認識した主な資産

用　途 種　類 場　所

　遊休資産  工具器具備品  東京都渋谷区 

 そ の 他  の　れ　ん ― 

 （２）減損損失の認識に至った経緯

当初予定していた収益が見込めなくなったこと

により減損損失を認識しております。

　なお、のれんについては、出資先子会社の業績

等を鑑み、投資資金回収期間が長期に亘る見通し

から減損損失を認識しております。

 （３）減損損失の金額

  工具器具備品 　2,796千円 

  のれん 164,209千円 

 　 合計 　167,006千円 

 （４）資産のグルーピングの方法

当社企業グループは減損会計の適用にあたり、

事業単位を基準とした管理会計上の区分にしたがっ

て資産のグルーピングを行っております。

 （５）回収可能価額の算定方法

当社企業グループの回収可能価額は、正味売却

可能価額及び使用価値を採用しております。ま

た、正味売却可能価額については処分価額により

算定しており、使用価値については将来のキャッ

シュ・フローを2.3％で割り引いて算定しており

ます。

 ※３　　　　　　　　 ──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末株

式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１ 117,408 45 － 117,453

合計 117,408 45 － 117,453

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２ 2,270 2,000 － 4,270

合計 2,270 2,000 － 4,270

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加45株は、新株予約権の行使に伴う新株の発行による増加であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,000株は、自己株式の市場買付けによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計

年度末残高

（千円）

前連結会計　

年度末 

当連結会計　

年度増加 

当連結会計　

年度減少 

当連結会計　

年度末 

 提出会社

 (親会社)

 平成14年新株予約権第１回　

（注）１,３
普通株式 597 － 12 585 －

 平成15年新株予約権第２回

（注）１,４
普通株式 417 － 39 378 －

 平成17年新株予約権第３回

（注）１,２,５
普通株式 4,118 － 416 3,702 －

 平成17年新株予約権第４回

（注）１,２
普通株式 3,806 － － 3,806 －

 平成17年新株予約権第５回

（注）１,２
普通株式 300 － － 300 －

 平成17年新株予約権第６回 普通株式 86,800 － － 86,800 868,000

 平成17年新株予約権第７回

（注）１,２
普通株式 700 － － 700 －

 合計  － 96,738 － 467 96,271 868,000

（注)１．ストックオプションとしての新株予約権であります。

 　　２．権利行使期間の初日が到来しておりません。

 　　３．平成14年新株予約権第１回の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 　　４．平成15年新株予約権第２回の減少は、新株予約権の行使及び消却によるものであります。

５．平成17年新株予約権第３回の減少は、新株予約権の消却によるものであります。
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 　（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

　 平成18年６月27日

　 定時株主総会
 普通株式 115,138 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月27日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　 (決議) 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

 平成19年５月10日

 取締役会
普通株式 113,183 利益剰余金 1,000 平成19年３月31日 平成19年６月11日
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末株

式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１ 117,453 － 4,270 113,183

合計 117,453 － 4,270 113,183

 自己株式     

 　　普通株式　（注）２ 4,270 － 4,270 －

合計 4,270 － 4,270 －

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の減少4,270株は、自己株式の消却による減少であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少4,270株は、自己株式の消却による減少であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計

年度末残高

（千円）

前連結会計　

年度末 

当連結会計　

年度増加 

当連結会計　

年度減少 

当連結会計　

年度末 

 提出会社

 (親会社)

 平成14年新株予約権第１回　

（注）１,２
普通株式 585 － 90 495 －

 平成15年新株予約権第２回

（注）１,３
普通株式 378 － 42 336 －

 平成17年新株予約権第３回

（注）１,４
普通株式 3,702 － 354 3,348 －

 平成17年新株予約権第４回

（注）１
普通株式 3,806 － － 3,806 －

 平成17年新株予約権第５回

（注）１
普通株式 300 － － 300 －

 平成17年新株予約権第６回

（注）５
普通株式 86,800 － 86,800 － －

 平成17年新株予約権第７回

（注）１
普通株式 700 － － 700 －

 合計  － 96,271 － 87,286 8,985 －

（注)１．ストックオプションとしての新株予約権であります。

 　　２．平成14年新株予約権第１回の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

 　　３．平成15年新株予約権第２回の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

 　　４．平成17年新株予約権第３回の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

５．平成17年新株予約権第６回の減少は、新株予約権の買入消却によるものであります。
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 　（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

　 平成19年５月10日

　 取締役会
 普通株式 113,183 1,000 平成19年３月31日 平成19年６月11日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　該当事項はありません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

 

（平成19年3月31日現在）

現金及び預金勘定 5,430,427千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 　△204,011千円

現金及び現金同等物 　5,226,416千円

 

（平成20年3月31日現在）

現金及び預金勘定    2,351,884千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 　　 △15,319千円

現金及び現金同等物 　   2,336,565千円

（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日）

　１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

 (1)その他有価証券　　

　　　非上場外国株式

　　　投資事業有限責任組合等及びこれに類する事業体へ

　　　の出資金

 

 53,027

 

13,062

 (2)関連会社株式

 　　 関連会社株式

 

146,546

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について201,767千円の減損処理を行っており

　　　　ます。

当連結会計年度（平成20年３月31日）

　１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

 (1)その他有価証券　　

　　　非上場外国株式

　　　投資事業有限責任組合等及びこれに類する事業体へ

　　　の出資金

 

 20,026

 

18,647

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について21,587千円の減損処理を行っており

　　　　ます。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）

未払事業税 28,330千円

未払事業所税  1,240

一括償却資産 2,706

製造原価否認  26,933

その他  14

小計  59,226

評価性引当額  △89

繰延税金資産合計（流動）  59,136

繰延税金負債（流動）  

その他  24

繰延税金負債合計（流動）  24

  

 繰延税金資産（流動）の純額 　59,112

繰延税金資産（固定）

減価償却費  2,150

一括償却資産  1,739

投資有価証券評価損 82,099

繰越外国税額控除 14,523

繰越欠損金  28,653

未実現利益の消去  29,376

その他  578

小計  159,122

評価性引当額  △43,199

繰延税金資産合計（固定）  115,922

繰延税金資産（流動）

未払事業税   1,543千円

未払事業所税       1,537

一括償却資産  2,506

製造原価否認  33,081

その他  20

小計    38,689

評価性引当額  △37,142

繰延税金資産合計（流動）        1,547

繰延税金負債（流動）  

未収還付事業税 11,545

繰延税金負債合計（流動） 11,545

繰延税金資産（固定）

減価償却費      3,852

一括償却資産      767

投資有価証券評価損      48,666

繰越外国税額控除      6,284

繰越欠損金   249,046

その他 456

小計    309,073

評価性引当額  △307,543

繰延税金資産合計（固定）        1,530

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 　40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.8

住民税均等割等  2.8

特別税額控除額 △0.6

繰越欠損金 4.2

持分法投資損失 60.6

のれん償却額  8.1

減損損失  44.7

その他  △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率  161.0

  

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 　　40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目  △2.7

住民税均等割等  △9.3

のれん償却額 △9.5

評価性引当額の増加額 △462.6

その他 △24.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △467.7
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

 

国内コン
テンツ配
信事業
（千円）

国内受託
事業

（千円）

海外事業 
 （千円）

その他の
事業

（千円）
計（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
4,243,407 495,734 111,753 161,096 5,011,993 － 5,011,993

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 1,152 － 1,385 2,537 (2,537) －

計 4,243,407 496,886 111,753 162,481 5,014,530 (2,537) 5,011,993

営業費用 2,760,605 424,702 220,260 120,755 3,526,324 742,939 4,269,263

営業利益又は営業損失

（△）
1,482,802 72,184 △108,506 41,725 1,488,205 (745,476) 742,729

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 1,709,320 569,942 90,910 74,097 2,444,270 5,868,128 8,312,399

減価償却費 20,211 2,468 5,889 5,581 34,151 22,154 56,305

減損損失 － － － 2,796 2,796 164,209 167,006

資本的支出 21,004 2,279 3,011 689 26,984 69,726 96,711

　（注）１. 事業区分の方法

 　　　　　 事業は、サービスの系列性、市場の類似性等を考慮して区分しております。

２. 各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 国内コンテンツ配信事業  携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営

 国内受託事業
 ＰＣ向けゲームコンテンツ、ＰＣウェブサイト及び携帯電話向け

 着メロの受託制作 

 海外事業  携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等

 その他の事業

 携帯電話ウェブサイトを利用したプロモーション支援、携帯電話

 向けゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作ツールの

 ライセンス供与等

３. 消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額
747,133

提出会社の総務部、経理財務部等管理部門に

かかる費用

消去又は全社の項目に含めた全社資

産の金額
6,130,683

提出会社の余資運用資金（現金及び預金）及

び経理財務部等管理部門にかかる資産
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

国内コンテ
ンツ配
信事業
（千円）

国内受託
事業

（千円）

海外事業 
（千円）

カジュアル
コミュニ
ケーション

事業
（千円）

その他の
事業

（千円）
計（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業

　　損益
        

売上高         

(1）外部顧客に対す

る売上高
4,394,140 282,657 102,377 － 160,727 4,939,903 － 4,939,903

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

9,530 968 － － 2,340 12,838 (12,838) －

計 4,403,670 283,625 102,377 － 163,067 4,952,741 (12,838) 4,939,903

営業費用 3,424,231 227,701 133,010 91,928 145,665 4,022,537 835,180 4,857,718

営業利益又は営業

損失（△）
979,439 55,924 △30,633 △91,928 17,401 930,203 (848,018) 82,185

Ⅱ．資産、減価償却費

及び資本的支出
        

資産 1,615,538 511,040 94,510 52,226 71,893 2,345,209 4,347,953 6,693,163

減価償却費 21,195 2,695 2,419 915 3,326 30,553 29,546 60,099

資本的支出 2,629 9,299 51 493 2,040 14,514 24,106 38,620

　（注）１. 事業区分の方法

 　　　　　 事業は、サービスの系列性、市場の類似性等を考慮して区分しております。

 　　　 ２．当連結会計年度より新規事業として「カジュアルコミュニケーション事業」を開始しております。

３. 各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

 国内コンテンツ配信事業  携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営

 国内受託事業
 ＰＣ向けゲームコンテンツ、ＰＣウェブサイト及び携帯電話向け

 着メロの受託制作 

 海外事業  携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等

 カジュアルコミュニケーション   

 事業

携帯電話非公式サイトや各種メディアデバイス等を利用したイン

ターネットカジュアルコミュニティサービスの企画・開発・運営

 その他の事業

 携帯電話ウェブサイトを利用したプロモーション支援、携帯電話

 向けゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作ツールの

 ライセンス供与等

４. 消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額
848,940

提出会社の総務部、経理財務部等管理部門に

かかる費用

消去又は全社の項目に含めた全社資

産の金額
4,531,702

提出会社の余資運用資金（現金及び預金）及

び経理財務部等管理部門にかかる資産
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ｂ．所在地別セグメント情報

　　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）

　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　　当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　　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）

　　　　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　　当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　　　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

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）

 子会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

関連会社

ガンホー・

モード

株式会社

 東京都

千代田区
500,000

オンライ

ンゲーム

サービス

事　業

 (所有）

直接 45.0

兼任

２名

ゲーム

コンテン

ツの受託

開発

オンライン

ゲームコン

テンツの受

託開発

(注)１

428,168 売掛金 106,738

資金の

援助

増資の引受

(注)２
270,000   －　  －

資金の貸付

(注)３
436,500

短　期

貸付金
166,500

利息の受取

(注)３
6,183  未収収益 18

　１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 （注）１．独立の第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

　　　 ２．当社がガンホー・モード株式会社の行った第三者割当有償増資を１株につき50,000円で引き受けたものであ

           ります。 

       ３．ガンホー・モード株式会社に対する貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しておりま

           す。なお、担保は受入れておりません。 
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 （１）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

法　　人

主要株主

ユーリーグ

株式会社

東京都

新宿区
32,600

出版・通

販・情報

サービス

事　業

 (所有）

直接 18.66
－ 業務提携

資金の貸付

（注）1
1,550,000 短期貸付金 1,550,000

利息の受取

（注）1
18,975 未収収益 891 

　（２）兄弟会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

主要株主

の子会社

ガンホー・

モード

株式会社

（注）3

東京都

千代田区
50,000

オンライ

ンゲーム

サービス

事　業

－ －

ゲーム

コンテン

ツの受託

開発

資金の貸付

（注）2
355,500

長期貸付金 477,000

資金の

援助

貸付金の回

収（注）2
45,000

利息の受取

（注）2
16,288  未収収益 4,816

      １．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 　 （注）１．ユーリーグ株式会社への貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件

　　　　　　　は期間１年の一括返済としております。なお、担保は受け入れておりません。

　　  　　２．ガンホー・モード株式会社への貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しておりま

　　　　　　　す。なお、担保は受け入れておりません。また、返済条件を期間４ヶ月の一括返済から期間３年間の一

　　　　　　　括返済に変更しております。

      　　３．ガンホー・モード株式会社については、平成20年３月28日に実施された完全親会社ガンホー・オンライ

　　　　　　　ン・エンターテイメント株式会社の定時株主総会において、同社への吸収合併が決議・承認されまし

　　　　　　　た。なお、合併期日（効力発生日）は、平成20年５月12日とされております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額　　　(注)１ 　56,543円23銭

１株当たり当期純損失金額(注)２ 　786円55銭

 　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

　 ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

　 純損失であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額　　　(注)１ 53,275円49銭

１株当たり当期純損失金額(注)２ 　2,255円49銭

 　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

　 ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

　 純損失であるため記載しておりません。

 　(注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 純資産の部の合計額　　　　　（千円） 7,276,289 6,039,334

 純資産の部の合計額から控除

 する金額　　　　　　　　　　（千円） 876,556 9,455

 （うち新株予約権） (868,000) －

 （うち少数株主持分） (8,556) (9,455)

 普通株式に係る期末の純資産額（千円） 6,399,732 6,029,879

 １株当たり純資産額の算定に用

 いられた期末の普通株式の数　 　(株）

 

113,183

 

113,183
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　　　  ２．１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

　　　　　　であります。

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純損失金額   

　当期純損失　　　　　　　　　（千円） 89,351 255,282

  普通株主に帰属しない金額　　（千円） － －

  普通株式に係る当期期純損失　（千円） 89,351 255,282

　期中平均株式数　　　　　　　　（株） 113,600 113,183

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

 平成17年６月28日定時株主総会

 決議第３回ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　           3,702株

 平成17年６月28日定時株主総会

 決議第４回ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　　         3,806株

 平成17年６月28日定時株主総会

 決議第５回ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　　　         300株

 平成17年９月29日臨時取締役会

 決議第６回新株予約権

（第三者割当）

 普通株式　　　　　　86,800株

 平成17年６月28日定時株主総会

 決議第７回ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　　　　　   　700株

 平成15年６月27日定時株主総会

 決議第２回ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　             336株

 平成17年６月28日定時株主総会

 決議第３回ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　           3,348株

 平成17年６月28日定時株主総会

 決議第４回ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　　         3,806株

 平成17年６月28日定時株主総会

 決議第５回ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　　　       　300株

 平成17年６月28日定時株主総会

 決議第７回ストック・オプション

（新株予約権）

 普通株式　　　　　   　700株

（重要な後発事象）

 　　 該当事項はありません。

　（開示の省略）

 　　 リース取引、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、

　　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表
(1) 貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１. 現金及び預金   5,329,944   2,219,962   

２. 受取手形   －   7,085   

３. 売掛金   1,287,468   1,174,743   

４. 仕掛品   375,343   284,306   

５. 貯蔵品   97   49   

６. 前渡金   105,164   31,837   

７. 前払費用   20,089   34,651   

８. 未収還付法人税等   －   180,997   

９. 繰延税金資産   58,910   －   

10. 短期貸付金   166,500   1,550,000   

11. その他   3,104   17,375   

貸倒引当金   △7,000   △6,600   

流動資産合計   7,339,623 84.8  5,494,408 83.2 △1,845,215

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  81,315   80,981    

減価償却累計額  △22,130 59,184  △31,077 49,904   

(2）工具器具備品  187,428   194,411    

減価償却累計額  △110,408 77,019  △139,903 54,508   

有形固定資産合計   136,204 1.6  104,412 1.6 △31,791

２．無形固定資産         

(1）商標権   234   171   

(2）ソフトウェア   39,544   44,107   

(3）その他   143   143   

無形固定資産合計   39,922 0.5  44,422 0.7 4,499
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   66,089   38,673   

(2) 関係会社株式   662,070   212,070   

(3) 繰延税金資産   192,109   －   

(4) 長期貸付金   －   477,000   

(5) 敷金   160,354   169,427   

(6）その他   54,678   63,791   

投資その他の資産
合計

  1,135,301 13.1  960,962 14.5 △174,338

固定資産合計   1,311,428 15.2  1,109,798 16.8 △201,629

資産合計   8,651,051 100.0  6,604,206 100.0 △2,046,845
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
(千円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１. 買掛金   246,575   282,086   

２. 未払金   205,859   223,490   

３. 未払費用   126,002   37,783   

４. 未払法人税等   346,252   －   

５. 繰延税金負債   －   11,545   

６. 前受金   12,452   14,608   

７. 預り金   13,106   11,077   

８．その他   50,787   5,435   

流動負債合計   1,001,036 11.6  586,027 8.9 △415,008

負債合計   1,001,036 11.6  586,027 8.9 △415,008

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   3,320,723 38.4  3,320,723 50.3 －

２．資本剰余金         

(1) 資本準備金  2,978,396   2,978,396    

資本剰余金合計   2,978,396 34.4  2,978,396 45.1 －

３．利益剰余金         

(1) その他利益剰余金         

別途積立金  600,000   －    

繰越利益剰余金  454,324   △279,553    

利益剰余金合計   1,054,324 12.2  △279,553 △4.3 △1,333,878

４．自己株式   △571,429 △6.6  － － 571,429

株主資本合計   6,782,015 78.4  6,019,566 91.1 △762,448

Ⅱ　評価・換算差額等         

　１. その他有価証券
　　　評価差額金

  － －  △1,387 △0.0 △1,387

    評価・換算差額等合計   － －  △1,387 △0.0 △1,387

Ⅲ　新株予約権   868,000 10.0  － － △868,000

純資産合計   7,650,015 88.4  6,018,179 91.1 △1,631,836

負債純資産合計   8,651,051 100.0  6,604,206 100.0 △2,046,845
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(2) 損益計算書

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  4,880,340 100.0 4,566,947 100.0 △313,393

Ⅱ　売上原価  2,637,339 54.0 2,917,275 63.9 279,936

売上総利益  2,243,001 46.0 1,649,671 36.1 △593,329

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,407,720 28.9 1,672,684 36.6 264,963

営業利益又は営業損失
（△）

 835,280 17.1 △23,012 △0.5 △858,292

Ⅳ　営業外収益   

１. 受取利息  11,146 50,351  

２. 受取配当金  2 －  

３. 為替差益  1,445 2,188  

４. 業務受託料  1,920 －  

５. その他  2,028 16,542 0.3 4,218 56,759 1.2 40,216

Ⅴ　営業外費用   

１. 支払手数料  1,441 －  

２. 為替差損  － －  

３. 投資事業組合等
　　投資損失

 228 609  

４. その他  118 1,789 0.0 － 609 0.0 △1,179

経常利益  850,033 17.4 33,136 0.7 △816,896

Ⅵ　特別利益   

１. 投資有価証券売却益  － － － 28,805 28,805 0.7 28,805

Ⅶ　特別損失   

１. 固定資産除却損  10,987   317    

２．投資有価証券評価損  201,767   21,587    

３．関係会社株式売却損  －   56,514    

４．関係会社株式評価損  262,429 475,184 9.7 363,495 441,915 9.7 △33,269

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

 374,849 7.7 △379,972 △8.3 △754,821

法人税、住民税及び
事業税

 379,120 6,729  

法人税等調整額  △221,729 157,391 3.2 262,564 269,293 5.9 111,902

当期純利益又は当期純
損失（△）

 217,458 4.5 △649,265 △14.2 △866,724
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(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　  計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成18年３月31日　残高
　　　　　　　　（千円）

3,318,715 2,976,387 600,000 352,004 952,004 △376,079 6,871,028

事業年度中の変動額

新株の発行 2,008 2,008     4,017

剰余金の配当　　（注）    △115,138 △115,138  △115,138

当期純利益    217,458 217,458  217,458

自己株式の取得      △195,350 △195,350

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）

2,008 2,008 － 102,320 102,320 △195,350 △89,012

平成19年３月31日　残高
　　　　　　　　（千円）

3,320,723 2,978,396 600,000 454,324 1,054,324 △571,429 6,782,015

評価・換算差額等

新株予約権 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３月31日　残高
　　　　　　　　（千円）

419 419 868,000 7,739,448

事業年度中の変動額

新株の発行    4,017

剰余金の配当　　（注）    △115,138

当期純利益    217,458

自己株式の取得    △195,350

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

△419 △419 － △419

事業年度中の変動額合計
　　　　　　　　（千円）

△419 △419 － △89,432

平成19年３月31日　残高
　　　　　　　　（千円）

－ － 868,000 7,650,015

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　  計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成19年３月31日　残高
　　　　　　　　（千円）

3,320,723 2,978,396 600,000 454,324 1,054,324 △571,429 6,782,015

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩   △600,000 600,000 －  －

剰余金の配当    △113,183 △113,183  △113,183

当期純損失    △649,265 △649,265  △649,265

自己株式の消却    △571,429 △571,429 571,429 －

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）

  △600,000 △733,878 △1,333,878 571,429 △762,448

平成20年３月31日　残高
　　　　　　　　（千円）

3,320,723 2,978,396 － △279,553 △279,553 － 6,019,566

評価・換算差額等

新株予約権 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３月31日　残高
　　　　　　　　（千円）

－ － 868,000 7,650,015

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩    －

剰余金の配当    △113,183

当期純損失    △649,265

自己株式の消却    －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

△1,387 △1,387 △868,000 △869,387

事業年度中の変動額合計
　　　　　　　　（千円）

△1,387 △1,387 △868,000 △1,631,836

平成20年３月31日　残高
　　　　　　　　（千円）

△1,387 △1,387 － 6,018,179
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６．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

国内コンテンツ配信事業（千円） 983,697 125.6

国内受託事業（千円） 145,405 38.2

海外事業（千円） 55,581 63.3

カジュアルコミュニケーション事業（千円） 84,767 －

その他の事業（千円） 64,863 113.9

合計（千円） 1,334,314 101.9

　（注）１.　金額は、当期製品製造原価によっております。

２.　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３.　当連結会計年度より新規事業として「カジュアルコミュニケーション事業」を開始しております。

(2) 受注実績

当社企業グループは、主に国内コンテンツ配信事業を行っているため、該当事項はありません。

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

国内コンテンツ配信事業（千円） 4,394,140 103.6

国内受託事業（千円） 282,657 57.0

海外事業（千円） 102,377 91.6

カジュアルコミュニケーション事業（千円） － －

その他の事業（千円） 160,727 99.8

合計（千円） 4,939,903 98.6

　（注）１.　セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　２.　当連結会計年度より新規事業として「カジュアルコミュニケーション事業」を開始しております。

３.　最近２期における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。

　なお、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ及びソフトバンクモバイルに対する販売実績は、当社企業グループがＮＴ

Ｔドコモのiモードサービス、ＫＤＤＩのＥＺｗeb及びソフトバンクモバイルのYahoo!ケータイを介して行

う有料情報サービスの利用者（一般ユーザー）に対する情報料の総額であります。

 相手先

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 ＮＴＴドコモ 2,529,341 50.5 2,831,287 57.3

 ＫＤＤＩ 1,041,095 20.8 928,035 18.8

 ソフトバンクモバイル 449,671 9.0 385,569 7.8

 　　　 ４.　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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７．その他

（１）役員の異動

 　　　　 該当事項はありません。
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