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1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 連結経営成績(累計)
(％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 9,009 － 4,270 － 4,337 － 2,395 －

20年３月期第１四半期 5,608 138.4 2,040 154.9 2,085 158.1 1,025 103.3

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 4,929 71 － －

20年３月期第１四半期 2,118 26 2,109 78

　(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

21年３月期第１四半期 31,547 22,704 68.3 44,307 91

20年３月期 32,847 21,233 61.0 41,219 63
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 21,532百万円 20年３月期 20,031百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 － － 0 00 － － 1,800 00 1,800 00

21年３月期 － － － － － － － －
1,800 00

21年３月期(予想) － － 0 00 － － 1,800 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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 19,500 － 8,500 － 8,500 － 4,300 － 8,848 36

通期 42,000 41.2 17,500 38.2 17,600 37.3 8,800 29.9 18,108 26
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等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

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(4) 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）

21年３月期第１四半期 485,966株 20年３月期 485,966株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 －株 20年３月期 －株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 485,966株 20年３月期第１四半期 483,997株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

・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。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績

予想の前提となる条件等については、６ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的

情報」をご覧ください。
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㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

・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

国内のインターネット市場は、ＰＣについてはブロードバンド（高速インターネット回線）、携帯電話に

ついては高速データ通信や定額料金制の普及等を背景に成長過程にあります。平成20年３月末には、FTTH、

DSL等のブロードバンド契約数は2,874万回線となり、インターネット接続サービス契約数の87.9％を占め

ております（総務省調べ）。また、平成20年６月末現在、高速データ通信が可能な第三世代携帯電話加入者

数は9,083万人となり、加入者全体の87.6％を占めております（電気通信事業者協会調べ）。 

このような状況の下、当社グループは当第１四半期連結会計期間におきまして、携帯電話向けのサービ

スを中心に事業展開を実施してまいりました。

特に、携帯総合ポータルサイト「モバゲータウン」を収益、トラフィックの中核とし、アフィリエイト

ネットワーク「ポケットアフィリエイト」、携帯電話オークション「モバオク」（「auオークション」を含

む。以下同じ。）、携帯電話専用ファッション系ショッピングサイト「モバコレ」、携帯電話向け総合ショッ

ピングサイト「モバデパ」等も「モバゲータウン」との連携を引き続き強化することで、サービス間シナ

ジーの最大化を目指してまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間のグループ総取扱高（注）は30,606,866千円(前年同期比8.8％

増)となり、また、当社グループの売上高は9,009,901千円（前年同期比60.7％増）、営業利益は4,270,121

千円（前年同期比109.3％増）、経常利益は4,337,919千円（前年同期比108.0％増）、四半期純利益は

2,395,669千円（前年同期比133.7％増）となりました。

（注）グループ総取扱高は、当社グループが運営するマッチングサービスにおける売買成立高の合計額であり、「ビッダーズ」及びそ

の提携サイト、「ポケットビッダーズ」、「auショッピングモール」、「モバデパ」、「モバオク」、「auオークション」、「モバコレ」、

「ネッシー（NETSEA)」、株式会社エアーリンク（旅行取扱高）を集計対象としております。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①モバイル事業

「モバゲータウン」の当第１四半期連結会計期間末の会員数は1,078万人（前年同期末比474万人増）と

なり、1,000万人を超える国内最大級のモバイルメディアとして会員基盤を強化してまいりました。モバイ

ルメディアとしての媒体価値の向上により、大手広告主との共同タイアップ企画や、その他広告販売の売

上が好調に推移してまいりました。また、幅広い年齢層のユーザに対するサービスの充実及び新規収益源

の創出を図るため、大人向けゲームコンテンツ「モバカジノ」やゲーム会社各社と共同開発したアイテム

課金型ゲーム等の配信を開始し、ゲーム分野を中心とするサービスの強化を実施してまいりました。

また、サイトの健全性の維持に対する社会的な要請が高まりを見せている中で、青少年の保護をより強

化することを目的に、モニタリングシステム等の強化やサイトパトロール等のための人員体制の増強など、

システム面、人員面双方において監視体制を強化し、健全性維持の取り組みを継続して実施してまいりま

した。

「ポケットアフィリエイト」は、当第１四半期連結会計期間末の累積媒体主数が51万（前年同期末比7万

増）となり、アフィリエイトネットワークとしての規模を引き続き拡大し、営業の強化等により他社媒体

の売上が引き続き伸長してまいりました。加えて、検索連動型・コンテンツ連動型広告等の携帯電話向け

P4P（Pay for Performance）広告ネットワーク「ポケットマッチ」のサービスを開始し、既存のネットワ

ーク力を活かした総合的な広告配信事業の強化に着手いたしました。

「モバオク」の当第１四半期連結会計期間末の有料会員数は110万人（前年同期末比20万人増）となり、

課金売上等が順調に推移いたしました。また、当第１四半期連結会計期間末の出品数は332万品（前年同期

末比45万品増）、当第１四半期連結会計期間における取扱高は17,977,107千円（前年同期比3.8％増）とな

りました。

「モバコレ」は、引き続き販売商品の品揃えの充実を図るとともに、男性向け商材を扱うコーナーを独
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㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

立させ、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの提供するiモード公式サイトに登録されました。加えて、女

性向けカジュアルブランド系ショッピングサイトを新たに開設する等、ユーザの趣向に沿った販売戦略の

展開に着手いたしました。

電子商取引に係る収納代行サービスを提供する株式会社ペイジェントは、「モバオク」向けに導入した決

済エスクローサービス「モバペイ」を含めた当社グループ内のサービスにおける利用促進に継続的に取り

組んでまいりました。加えて、当社グループ外のEC事業者等による利用の拡大にも継続的に取り組んでお

り、営業損益が改善基調にあります。

以上の結果、モバイル事業の売上高は7,430,192千円（前年同期比73.9％増）、営業利益は4,403,977千円

（前年同期比96.8％増）となりました。

②Webコマース事業

当第１四半期連結会計期間におきましては、引き続き携帯電話向け総合ショッピングサイト「ポケット

ビッダーズ」、eショッピングモールサイト「auショッピングモール」及び「モバデパ」などのモバイル分

野が好調に推移いたしました。

また、オークション＆ショッピングサイト「ビッダーズ」の新規出店キャンペーンプランの継続による

店舗数の大幅な拡充により、マーケットプレイスとしての基盤の強化及び拡大に努めてまいりました。

当第１四半期連結会計期間末の携帯電話向けサービスを含む「ビッダーズ」の会員数は804万人（前年同

期末比198万人増）、出品数は405万品（前年同期末比147万品増）、ショッピングサービスを提供する有料法

人会員組織「クラブビッダーズ」加盟店舗数は3,837店（前年同期末比1,464店増）、当第１四半期連結会計

期間の取扱高は9,445,054千円（前年同期比17.1％増）となりました。

以上の結果、Webコマース事業の売上高は1,207,151千円（前年同期比20.7％増）、営業利益は293,370千

円（前年同期比49.7％増）となりました。

③その他事業

当第１四半期連結会計期間におきましては、インターネット旅行事業を強化・拡大し、多様化する旅行

者やインターネット利用者のニーズに応えていくため、平成20年４月に、株式会社地球の歩き方T&Eより、

格安航空券販売サイト「アルキカタ・ドット・コム」における格安航空券販売事業に関する事業譲受を実

施いたしました。

また、中高年向けSNS「趣味人倶楽部」はSNSを活用した旅行商品の開発やユーザ参加型のイベント等、

ユーザの行動を活性化させる企画等を実施してまいりました。

以上の結果、その他事業の売上高は372,557千円（前年同期比11.1％増）、営業損失は158,425千円（前年

同期は191,979千円の営業損失）となりました。

（注）前連結会計年度まで区分表示しておりました「ソリューション事業」は、金額的重要性がなくなったことにより、当第１四半期

連結会計期間より「その他事業」に含めることといたしました。

そのため、前年同期の数値を変更後の事業区分に組み替えて、前年同期との比較を行っております。
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㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態

当第１四半期連結会計期間末の総資産は31,547,003千円（前期末比1,300,231千円減）となりました。

　流動資産は25,871,321千円（前期末比2,489,901千円減）となりました。主な減少要因は現金及び預金が

2,185,723千円、売掛金が453,787千円がそれぞれ減少したことなどによるものであります。

　固定資産は5,675,681千円（前期末比1,189,670千円増）となりました。主な増加要因は投資有価証券が

1,263,910千円増加したことなどによるものであります。

　流動負債は8,574,592千円（前期末比2,738,133千円減）となりました。主な減少要因は未払法人税等が

3,297,809千円減少したことなどによるものであります。

　固定負債は268,002千円（前期末比32,733千円減）となりました。

　この結果、負債合計は8,842,594千円（前期末比2,770,866千円減）となりました。

　純資産合計は、22,704,408千円（前期末比1,470,635千円増）となりました。主な増加要因は利益剰余金

が1,502,968千円増加したことなどによるものであります。

　流動性に関する指標としては、当第１四半期連結会計期間末において流動比率301.7％、自己資本比率

68.3％となっております。

②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前期末に比べ

2,185,723千円減少し、19,594,687千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとお

りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動の結果得られた資金は96,111千円となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益

4,324,679千円、旅行代金等の前受金増加による収入821,405千円であり、主な支出要因は法人税等の支払

額4,784,447千円であります。 

（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1,287,622千円となりました。主な支出要因は、投資有価証券の取得によ

る支出993,375千円、有形固定資産の取得による支出234,491千円、無形固定資産の取得による支出220,045

千円であります。 

（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951,354千円となりました。主な支出要因は、配当金の支払額801,354千

円、少数株主への配当金の支払額150,000千円であります。
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㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループでは、引き続きモバイル事業及びWebコマース事業を中心としながら、モバイル分野に経営

資源を重点的に配分すると同時に、新たな事業領域への進出も積極的に検討してまいる方針です。

特に、「モバゲータウン」を当社グループの収益、トラフィックの中核とし、携帯総合ポータルサイトと

して会員基盤の強化、サービス領域の拡大、収益源の多様化等を引き続き推進してまいります。

なお、サイトの健全性の維持に関しましては、モニタリングシステム等の強化やサイトパトロール等の

ための人員体制の増強など、システム面、人員面双方における監視体制の強化を継続的に実施してまいり

ます。

また、「ポケットアフィリエイト」、「モバオク」、「モバコレ」、「モバデパ」等の広告、EC・物販サービス

等に関しましては、「モバゲータウン」との連携を強化することで、サービス間シナジーの最大化を目指し

てまいります。

以上により、平成20年４月30日発表の平成21年３月期の連結業績予想に変更はございません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　（簡便な会計処理）

　 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

③繰延税金資産の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　 該当事項はありません。

(3) 四半期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

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を適用し、評価基

準については原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

に変更しております。これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。

(4) 連結の範囲に関する事項の変更

当社海外子会社である北京得那網絡科技有限公司及び北京虹飛掌訊網絡科技有限公司は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等が、四半期連結財務諸表に及ぼす影響が

いずれも軽微であるため、当連結会計年度より連結範囲から除外しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,594,687 21,780,411

売掛金 4,003,331 4,457,119

商品 156,174 115,723

その他 2,247,903 2,082,702

貸倒引当金 △130,775 △74,733

流動資産合計 25,871,321 28,361,223

固定資産

有形固定資産 1,112,723 1,141,636

無形固定資産

のれん 701,003 721,437

その他 1,139,263 1,064,987

無形固定資産合計 1,840,267 1,786,425

投資その他の資産

その他 2,803,250 1,571,168

貸倒引当金 △80,560 △13,218

投資その他の資産合計 2,722,689 1,557,950

固定資産合計 5,675,681 4,486,011

資産合計 31,547,003 32,847,234

負債の部

流動負債

買掛金 356,672 378,086

未払金 2,424,428 2,703,609

未払法人税等 1,571,377 4,869,187

前受金 2,346,922 1,522,552

その他 1,875,190 1,839,289

流動負債合計 8,574,592 11,312,725

固定負債

ポイント引当金 134,361 142,266

その他 133,640 158,469

固定負債合計 268,002 300,735

負債合計 8,842,594 11,613,460

純資産の部

株主資本

資本金 4,328,870 4,328,870

資本剰余金 4,314,408 4,314,408

利益剰余金 12,886,891 11,383,923

株主資本合計 21,530,171 20,027,203

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,969 456

為替換算調整勘定 － 3,678

評価・換算差額等合計 1,969 4,135

少数株主持分 1,172,268 1,202,435

純資産合計 22,704,408 21,233,773

負債純資産合計 31,547,003 32,847,234
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円)

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日）

売上高 9,009,901

売上原価 1,801,553

売上総利益 7,208,348

販売費及び一般管理費 2,938,226

営業利益 4,270,121

営業外収益

受取利息 21,391

受取配当金 180

契約に基づく債務消滅益 20,324

業務受託料 18,932

雑収入 9,751

営業外収益合計 70,579

営業外費用

業務受託費用 2,428

雑損失 353

営業外費用合計 2,782

経常利益 4,337,919

特別損失

固定資産除却損 13,240

特別損失合計 13,240

税金等調整前四半期純利益 4,324,679

法人税、住民税及び事業税 1,614,847

法人税等調整額 194,328

法人税等合計 1,809,176

少数株主利益 119,833

四半期純利益 2,395,669

― 8 ―

決算短信 2008年07月27日 15時47分 04359xe01_in 8ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,324,679

減価償却費 311,120

のれん償却額 21,186

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56,939

ポイント引当金の増減額（△は減少） △7,904

受取利息及び受取配当金 △21,571

固定資産除却損 13,240

売上債権の増減額（△は増加） 453,787

仕入債務の増減額（△は減少） △21,413

未払金の増減額（△は減少） △277,019

前受金の増減額（△は減少） 821,405

その他 △814,406

小計 4,860,044

利息及び配当金の受取額 20,514

法人税等の支払額 △4,784,447

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △993,375

有形固定資産の取得による支出 △234,491

無形固定資産の取得による支出 △220,045

差入保証金の差入による支出 △2,004

差入保証金の回収による収入 180,190

その他 △17,896

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,287,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △801,354

少数株主への配当金の支払額 △150,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △951,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,142,865

現金及び現金同等物の期首残高 21,780,411

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少）
△42,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,594,687
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

　 該当事項はありません。

 

(5) セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

（単位：千円）

モバイル
事業

Webコマース
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
7,430,192 1,207,151 372,557 9,009,901 ― 9,009,901

(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
990 484 1,141 2,616 (2,616) ―

計 7,431,182 1,207,636 373,699 9,012,518 (2,616) 9,009,901

営業利益又は△営業損失 4,403,977 293,370 △158,425 4,538,921 (268,800) 4,270,121

(注) １ 事業区分の方法

　事業は、サービスの内容および特性を考慮して区分しております。

２ 事業区分の内容

事業区分 主要サービス

モバイル事業 ・携帯電話オークション

　 「モバオク」「auオークション」

・アフィリエイトネットワーク

　 「ポケットアフィリエイト」

・携帯総合ポータルサイト

　 「モバゲータウン」

・携帯電話専用ファッション系ショッピングサイト

　 「モバコレ」

・決済エスクローサービス

　 「モバペイ」

Webコマース事業 ・オークション＆ショッピングサイト

　 「ビッダーズ」

・携帯電話向け総合ショッピングサイト

　 「ポケットビッダーズ」「auショッピングモール」「モバデパ」

その他事業 ・EC関連のソリューションサービスの提供

・旅行代理店、保険代理店サービスの提供
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３ 当第１四半期連結会計期間における所属セグメントの変更

　前連結会計年度まで区分表示しておりました「ソリューション事業」について、当事業では自社の持つEC関

連サービスのノウハウを活用し、主に大企業・中堅企業を対象としてEC事業の立ち上げ支援及びEC事業におけ

るマーケティング支援サービス等を行い、一定の成果を挙げて参りました。

　一方、「モバゲータウン」等の自社サービスが急成長を遂げるなか、自社サービスの更なる拡大による経営基

盤のより一層の強化を目的とし、当事業における新規の受注を取りやめ人的経営資源の自社サービスへのシフ

トを積極的に推進して参りました。

　その結果、ソリューション事業における売上高は、立ち上げ支援を行ったお客様のEC事業におけるサービス

の保守・運営といった継続的契約に基づく案件のみとなり、契約期間満了等による受注高の減少から、当事業

における金額的重要性がなくなったことにより、当第１四半期連結会計期間より「その他事業」に含めて表示

することといたしました。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ「その他事業」の売上高は91,420千円増加し、営業利益は

51,795千円増加しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間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

の変更により区分した場合、次のとおりとなります。

（参考）前第１四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

（単位：千円）

モバイル
事業

Webコマース
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
4,273,211 999,928 335,217 5,608,357 ― 5,608,357

(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
1,057 3,248 222 4,528 (4,528) ―

計 4,274,268 1,003,176 335,440 5,612,885 (4,528) 5,608,357

営業利益又は△営業損失 2,238,280 195,955 △191,979 2,242,256 (201,818) 2,040,437

　【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

　 該当事項はありません。
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「参考」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

 Ⅰ 売上高 5,608,357

 Ⅱ 売上原価 1,092,371

　  売上総利益 4,515,986

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,475,548

　  営業利益 2,040,437

 Ⅳ 営業外収益

  １ 受取配当金 120

  ２ 受取利息 12,532

  ３ 貯蔵品売却益 11

  ４ 出品キャンセル料収入 1,082

  ５ 契約に基づく債務消滅益 14,040

  ６ 業務受託収入 8,377

  ７ 雑収入 13,542

  営業外収益合計 49,706

 Ⅴ 営業外費用

  １ 株式交付費 82

  ２ 業務受託費用 3,347

  ３ 雑損失 989

  営業外費用合計 4,419

　  経常利益 2,085,724

 Ⅵ 特別損失

  １ 固定資産除却損 9,731

  ２ 投資有価証券評価損 5,940

  特別損失合計 15,671

　  税金等調整前四半期純利益 2,070,052

　  法人税、住民税及び事業税 863,761

　  法人税等調整額 116,066

　  法人税等合計 979,828

　  少数株主利益 64,990

　  四半期純利益 1,025,233
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

 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純利益 2,070,052

　  減価償却費 155,201

　  のれんの償却額 21,186

　  貸倒引当金の増加額 7,232

　  退職給付引当金の増加額 3,956

　  役員退職慰労引当金の増加額 590

　  ポイント引当金の増加額 4,048

　  賞与引当金の減少額 △12,182

　  受取利息及び受取配当金 △12,652

　  固定資産除却損 9,731

　  投資有価証券評価損 5,940

　  売上債権の増加額 △365,998

　  たな卸資産の増加額 △32,724

　  前渡金の増加額 △204,597

　  仕入債務の減少額 △60,780

　  未払金の増加額 742

　  未払消費税等の減少額 △66,701

　  未収消費税等の増加額 △5,812

　  前受金の増加額 391,614

　  その他 △743,913

　  小計 1,164,933

　   利息及び配当金の受取額 12,778

　  法人税等の支払額 △2,045,951

　  営業活動によるキャッシュ・フロー △868,239

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　  新規連結子会社の取得による収入 133,427

　  有形固定資産の取得による支出 △197,625

　  無形固定資産の取得による支出 △177,477

　  差入保証金の差入による支出 △8,734

　  その他 △1,922

　  投資活動によるキャッシュ・フロー △252,332

 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 1,626

　  配当金の支払額 △208,615

　  少数株主への配当金の支払額 △150,000

　  財務活動によるキャッシュ・フロー △356,989

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 32

 Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,477,529

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 15,644,821

 Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 14,167,292

― 13 ―

決算短信 2008年07月27日 15時47分 04359xe01_in 13ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

（単位：千円）

モバイル
事業

Webコマー
ス

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
4,273,211 999,928 77,555 257,661 5,608,357 ― 5,608,357

(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
1,057 3,248 ― 222 4,528 (4,528) ―

計 4,274,268 1,003,176 77,555 257,884 5,612,885 (4,528) 5,608,357

営業費用 2,035,988 807,221 26,550 500,868 3,370,629 197,289 3,567,919

営業利益又は△営業損失 2,238,280 195,955 51,005 △242,984 2,242,256 (201,818) 2,040,437

(注) １ 事業区分の方法

　事業は、サービスの内容および特性を考慮して区分しております。

２ 事業区分の内容

事業区分 主要サービス

モバイル事業 ・携帯電話オークション

　 「モバオク」「auオークション」

・アフィリエイトネットワーク

　 「ポケットアフィリエイト」

・携帯ゲーム＆SNS

　 「モバゲータウン」

・携帯電話専用ファッション系ショッピングサイト

　 「モバコレ」

・決済エスクローサービス

　 「モバペイ」

Webコマース事業 ・オークション＆ショッピングサイト

　 「ビッダーズ」

・携帯電話向け総合ショッピングサイト

　 「ポケットビッダーズ」「au Shopping Mall」

ソリューション事業 ・EC関連のソリューションサービスの提供

その他事業 ・旅行代理店、保険代理店サービスの提供等
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(201,818千円)の主なものは、当社の管理部

門等に係る費用であります。
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㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

４ 当第１四半期連結会計期間における所属セグメントの変更

　新規事業として平成18年11月よりサービスを開始したBtoBマーケットプレイス「ネッシー(NETSEA)」につき

まして、従来「その他事業」に区分しておりましたが、「Webコマース事業」との顧客共通化が認められたこと

から営業効率向上による収益力の強化を目指し、当第１四半期連結会計期間において組織改変を行ったことを

契機として「Webコマース事業」に含めることと致しました。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ「Webコマース事業」の売上高は3,086千円増加し、営業費

用は40,633千円増加し、営業利益は37,546千円減少しており、「その他事業」の売上高は3,086千円減少し、営

業費用は40,633千円減少し、営業利益は37,546千円増加しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間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の

変更により区分した場合の金額影響はなく、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の変更により区分すると次のとおりとなります。

（参考）前連結会計年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)

（単位：千円）

モバイル
事業

Webコマー
ス

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
9,013,508 3,454,938 547,253 1,166,224 14,181,924 ― 14,181,924

(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
106,369 49,065 ― 2,303 157,738 (157,738) ―

計 9,119,877 3,504,003 547,253 1,168,528 14,339,663 (157,738) 14,181,924

営業費用 5,080,221 2,553,560 316,865 1,270,910 9,221,558 454,103 9,675,662

営業利益又は△営業損失 4,039,655 950,442 230,388 △102,382 5,118,104 (611,842) 4,506,262

　【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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