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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 1,140 ― △118 ― △82 ― △80 ―

20年3月期第1四半期 1,274 15.0 80 △56.1 33 △79.0 △6 ―

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 △712.28 ―

20年3月期第1四半期 △53.94 ―

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 6,514 5,952 91.3 52,541.26
20年3月期 6,693 6,039 90.1 53,275.49

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,946百万円 20年3月期  6,029百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

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  無  

(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） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予測の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １． 平成20年５月８日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しておりません。 
 ２． 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際 
   の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
   （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予測に関する定性的情報をご覧ください。 
 ３． 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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  113,183株 20年3月期  113,183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  113,183株 20年3月期第1四半期  113,183株



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

（１）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間における国内携帯電話市場は、高齢者層における携帯保有率の増加や保有開始時期

の低年齢化に加え、通話料金の低額化の普及や法人需要の顕在化などを背景に拡大基調が続いており、携帯「国

民１人１台」時代の到来が間近に迫っております。また、この先、米国アップル社の「ｉＰｈｏｎｅ」やグーグ

ル社の「Ａｎｄｒｏｉｄ」、ＭＶＮＯ（仮想移動通信事業者）の市場参入などにより、携帯電話端末機能やモバ

イル通信サービスの「グローバル化」と「オープン化」が一層進展するものと思われます。

　一方、モバイルコンテンツ市場におきましては、モバイル検索エンジンのオープン化に伴い、一般サイトへの

顧客流入が加速するなか、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「ＮＴＴドコモ」という。)が「ｉメ

ニュー」の公式サイトの表示順位決定に際して入札制を導入することを発表したほか、「青少年が安全に安心し

てインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（青少年ネット規制法）」の成立を受け、民間機関

「モバイルコンテンツ審査・運用監視機構」によって、サイトの有害性を判断するための「コミュニティサイト

運用管理体制認定基準」が示されるなど、当社企業グループを取り巻く事業環境は刻々と変化しております。

　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るため、公式サイト

を支えるシステム基盤の全面リニューアルを断行するとともに、利益率の改善に向け、ユーザー誘導策の強化な

らびにプロモーションの効率化やコンテンツ開発コストの削減に注力いたしました。

　また、中長期的な業容拡大と競争力強化に向け、新しいビジネスモデルの構築とコンテンツサービスの強化に

本格的に着手するとともに、株式会社シーエー・モバイルとの業務提携により、当社が有するあらゆるデバイス

に対応可能な先端的なアプリ開発技術力と同社が有するモバイル広告分野におけるノウハウ、モバイルインター

ネットにおける卓越したメディア価値創造力を最大限に活用することで、コンテンツサービスの差別化と高付加

価値化を実現すべく、新たな取組みを開始しております。

　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。なお、「５．　

四半期連結財務諸表　(５）セグメント情報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より事業の種類別セ

グメントを変更しております。このため、前年同期比較においては、前年度実績を変更後の区分に組み替えてお

ります。

①国内コンテンツ配信事業

　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、キャリアメニューからの導線

強化を目的とし、ＮＴＴドコモならびにソフトバンクモバイル株式会社向けの主力公式サイト名称をキラーコ

ンテンツ「ＴＥＴＲＩＳ(テトリス)」をキーワードとした「テトリス＆Ｇｅｔプチアプリ」に変更する準備を

進めると同時に、キャリアメニュー以外からの導線確保のため、株式会社ミクシィが運営する「ピコピコmixi

（ピコミク）」や株式会社シーエー・モバイルをはじめとする一般無料サイトとの連携強化を進めるなど、

ユーザー導線の確保と集客力の強化に取り組んでまいりました。   

　また、高単価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などにより、潜在顧客の開拓と売上

高拡大に注力いたしました。

　これらの結果、本事業セグメントの売上高は1,091百万円となり、前年同期比1.4％の増加となりました。

②カジュアルコミュニケーション事業

　カジュアルコミュニケーション事業におきましては、デジタルテレビ放送と連動したコミュニティサービス

「おしゃべりテレビ」のβサービスに向けて研究開発を進めるとともに、付加価値の高い新しいインターネッ

トサービスの早期提供と公式サイトとのシナジー創出に向け、一般サイト向けコンテンツSNS「ひとこトーク」

やクイズ形式の検定サイト「ちなみに～検定」の試験公開を実施いたしました。

　人気家庭用ゲーム機「Wii(R)」のゲームダウンロードサービス「WiiウェアTM」向け配信による売上も含め、

本事業セグメントの売上高は3百万円となりました。

③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17百万円となり、前年同期比26.5％の減少とな

りました。
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④その他の事業

　当社企業グループが所有するゲームライセンスの許諾や株式会社アコースティックが開発した着メロ自動作

成ソフト、動画配信ソフトのライセンスビジネス、コンテンツ開発受託などからなる本事業セグメントにおき

ましては、新たに株式会社フロントメディアのケータイテレビ「ＱＴＶ」への多機能型・長時間携帯電話動画

配信システム「movie４U」の提供を開始いたしました。

　なお、従来、本事業セグメントに含んでおりましたモバイルセールスプロモーション事業を、当第１四半期

連結会計期間より、ユーリーグ株式会社との合弁会社であるエージ ウェーブ株式会社へ取扱変更したことや、

ガンホー・モード株式会社向けのコンテンツ開発受託が終了したことなどにより、本事業セグメントの売上高

は27百万円となり、前年同期比84.3％の減少となりました。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,140百万円となり、前年同期比で10.6％の減少となり

ました。

　損益面におきましては、新規事業に係る研究開発費の増加などにより、営業損失は118百万円となりました。

また、受取利息の増加などにより、経常損失は82百万円、四半期純損失は80百万円となりました。

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

①　資産

　当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末より179百万円減少（前期末比2.7％減）し、

6,514百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度末より175百万円減少（前期末比3.1％減）し、5,519百万円となりました。主

な要因は現金及び預金の減少384百万円、受取手形及び売掛金の減少33百万円、有価証券の増加99百万円、仕

掛品の増加22百万円、その他の構成科目である前渡金の増加119百万円であります。固定資産は、前連結会計

年度末より3百万円減少（前期末比0.3％減）し、994百万円となりました。主な要因は有形固定資産及び無形

固定資産の償却等による減少12百万円、投資有価証券の増加9百万円であります。

②　負債

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より92百万円減少（前期末比14.1％減）し、

561百万円となりました。主な要因は買掛金の減少16百万円、未払金の減少72百万円であります。

③　純資産

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末より86百万円減少（前期末比1.4％減）

し、5,952百万円となりました。主な要因は当期純損失の計上による利益剰余金の減少80百万円、ヘッジ会計

適用による繰延ヘッジ損益の増加4百万円であります。

（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における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,052百万円（前

年同期末4,766百万円）となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果、270百万円の資金使用（前年同期188百万円の資金使用）となりました。主な要因は税金等

調整前四半期純損失83百万円、前渡金の増加額119百万円、未払金の減少額71百万円であります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果、14百万円の資金使用（前年同期184百万円の資金使用）となりました。主な要因は無形固

定資産の取得による支出3百万円、投資有価証券の取得による支出10百万円であります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果、0.2百万円の資金使用（前年同期86百万円の資金使用）となりました。要因は配当金の支

払額0.2百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績につきましては概ね計画どおりに推移していることから、平成20年５月８日に発表いたしまし

た第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想の変更はしておりません。
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４．その他

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

　該当事項はありません。

（２）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

　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

　・会計処理基準に関する事項の変更

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　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（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）により算定しております。

　これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありません。
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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 1,967,740 2,351,884

受取手形及び売掛金 1,213,070 1,247,045

有価証券 99,912 －

原材料 1,367 1,356

仕掛品 307,557 284,937

未収還付法人税等 180,997 180,997

繰延税金資産 2,866 1,547

短期貸付金 1,550,000 1,550,000

その他 202,994 84,982

貸倒引当金 △6,572 △6,992

流動資産合計 5,519,934 5,695,759

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 53,126 55,233

工具、器具及び備品（純額） 51,751 58,183

有形固定資産合計 104,877 113,417

無形固定資産   

のれん 75,628 78,236

その他 48,712 50,263

無形固定資産合計 124,340 128,499

投資その他の資産   

投資有価証券 48,263 38,673

長期貸付金 477,000 477,000

繰延税金資産 1,528 1,530

その他 238,207 238,283

投資その他の資産合計 764,998 755,486

固定資産合計 994,216 997,403

資産合計 6,514,151 6,693,163



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 274,026 290,806

未払金 158,050 231,035

未払法人税等 12,814 17,774

賞与引当金 5,400 －

繰延税金負債 － 11,545

その他 111,420 102,668

流動負債合計 561,712 653,828

負債合計 561,712 653,828

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,723 3,320,723

資本剰余金 2,978,396 2,978,396

利益剰余金 △348,471 △267,853

株主資本合計 5,950,649 6,031,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 322 △1,387

繰延ヘッジ損益 △4,194 －

評価・換算差額等合計 △3,872 △1,387

少数株主持分 5,661 9,455

純資産合計 5,952,438 6,039,334

負債純資産合計 6,514,151 6,693,163



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 1,140,324

売上原価 761,427

売上総利益 378,896

販売費及び一般管理費 497,422

営業損失（△） △118,526

営業外収益  

受取利息 33,768

為替差益 2,655

その他 1,347

営業外収益合計 37,771

営業外費用  

持分法による投資損失 2,015

営業外費用合計 2,015

経常損失（△） △82,770

特別損失  

固定資産除却損 254

和解金 750

特別損失合計 1,004

税金等調整前四半期純損失（△） △83,775

法人税、住民税及び事業税 9,319

法人税等調整額 △12,861

法人税等合計 △3,542

少数株主利益 384

四半期純損失（△） △80,617



（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損失（△） △83,775

減価償却費 14,815

のれん償却額 2,644

貸倒引当金の増減額（△は減少） △420

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,400

受取利息及び受取配当金 △33,768

為替差損益（△は益） △572

持分法による投資損益（△は益） 2,015

固定資産除却損 254

和解金 750

売上債権の増減額（△は増加） 33,975

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,407

前渡金の増減額（△は増加） △119,140

仕入債務の増減額（△は減少） △16,779

未払金の増減額（△は減少） △71,393

その他 3,795

小計 △288,605

利息及び配当金の受取額 38,889

和解金の支払額 △750

法人税等の支払額 △19,682

営業活動によるキャッシュ・フロー △270,148

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 △300

有形固定資産の取得による支出 △1,654

無形固定資産の取得による支出 △3,325

投資有価証券の取得による支出 △10,000

その他 562

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,717

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △238

財務活動によるキャッシュ・フロー △238

現金及び現金同等物に係る換算差額 572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △284,531

現金及び現金同等物の期首残高 2,336,565

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,052,033



　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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．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）

国内コン
テンツ配
信事業
（千円）

カジュアルコ
ミュニケー
ション事業 
（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）

売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
1,091,603 3,577 17,672 27,470 1,140,324 － 1,140,324

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － －

計 1,091,603 3,577 17,672 27,470 1,140,324 － 1,140,324

営業利益又は営業損失

（△）
211,703 △105,122 △9,559 10,851 107,873 (226,399) △118,526

　（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

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

 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

 ＰＣウェブサイト及び携帯電話向け着メロの受託制作、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．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「４．その他（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 ②」に記載

のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平

成18年７月５日）を適用しております。この変更による営業利益又は営業損失への影響はありません。

４．事業区分の変更

　従来、国内受託事業については、区分掲記しておりましたが、事業構造の改変に伴い重要性が低下したた

め、当第１四半期連結累計期間より、その他の事業に含めて表示しております。

　なお、従前の区分に従った当第１四半期連結累計期間における国内受託事業の売上高は4,838千円、営業損

失は1,123千円であります。

－ 4 －



ｂ．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）

　　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

　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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 5 －



「参考資料」

前四半期にかかる財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額

Ⅰ　売上高 1,274,958

Ⅱ　売上原価 796,477

　売上総利益 478,481

Ⅲ　販売費及び一般管理費 398,457

　営業利益 80,023

Ⅳ　営業外収益 6,901

Ⅴ　営業外費用 53,695

　経常利益 33,228

　税金等調整前四半期純利益 33,228

　税金費用 38,952

　少数株主利益 380

　四半期純損失 6,104

－ 6 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額

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 33,228

減価償却費 14,199

のれん償却額 2,607

貸倒引当金の減少額 △134

受取利息及び受取配当金 △3,629

為替差損益 △125

持分法による投資損失 53,695

持分法適用会社への未実現利益調整額 4,513

売上債権の減少額 80,089

たな卸資産の減少額 147,388

仕入債務の減少額 △47,611

未払金の減少額 △12,652

その他 △112,163

小計 159,408

利息及び配当金の受取額 3,702

法人税等の支払額 △351,317

営業活動によるキャッシュ・フロー △188,206

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入れによる支出 △300

有形固定資産の取得による支出 △22,867

関係会社貸付けによる支出 △162,000

その他 380

投資活動によるキャッシュ・フロー △184,786

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △86,892

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,892

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 125

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △459,759

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,226,416

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,766,656

－ 7 －



（３）セグメント情報

ａ．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（平成19年４月１日～平成19年６月30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）

売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
1,076,375 137,875 24,029 36,679 1,274,958 － 1,274,958

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

2,250 362 － 2,200 4,812 (4,812) －

計 1,078,625 138,237 24,029 38,879 1,279,770 (4,812) 1,274,958

営業費用 794,174 132,596 51,729 33,073 1,011,574 183,360 1,194,935

営業利益又は営業損失

（△）
284,450 5,640 △27,700 5,805 268,196 (188,172) 80,023

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30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。

－ 8 －



６．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間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）

国内コンテンツ配信事業（千円） 146,050

カジュアルコミュニケーション事業

（千円)
48,851

海外事業（千円） 1,684

その他の事業（千円） 10,049

合計（千円） 206,636

　（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．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「国内受託事業」は事業構造の改変に伴い重要性が低下した

　　　　　　ため「その他の事業」に含めることとしました。

(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

当第１四半期連結会計期間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）

国内コンテンツ配信事業（千円） 1,091,603

カジュアルコミュニケーション事業

（千円）
3,577

海外事業（千円） 17,672

その他の事業（千円） 27,470

合計（千円） 1,140,324

　（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．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「国内受託事業」は事業構造の改変に伴い重要性が低下した

ため「その他の事業」に含めることとしました。

３．当第１四半期連結会計期間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

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）

金額（千円） 割合（％）

 ＮＴＴドコモ 704,105 61.7

 ＫＤＤＩ 222,244 19.5

 ソフトバンクモバイル 98,963 8.7

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 9 －
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