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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 3,233 ― △102 ― △107 ― △388 ―
20年3月期第1四半期 3,245 16.9 △277 ― △288 ― △196 ―

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 △6,277.87 ―
20年3月期第1四半期 △3,212.17 ―

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 8,330 6,879 77.7 104,667.49
20年3月期 8,639 7,223 79.3 110,920.88

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,472百万円 20年3月期  6,849百万円

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 ― 750.00 ― 0.00 750.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 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  

現在、当社は期初に策定した年度予算（事業計画）を見直しており、見直し後の予算に基づく新たな連結業績予想につきまして、改めてお知らせする場合があります。ま
た、当社は第2四半期連結累計期間の業績予想の記載を控えております。これらの事由等につきましては「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。  

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 15,000 13.9 260 ― 250 ― 100 ― 1,619.39

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  

詳細は「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） 

詳細は「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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については 
  「定性的情報・財務諸表 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．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  61,850株 20年3月期  61,760株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  7株 20年3月期  7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  61,833株 20年3月期第1四半期  61,298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

　当第１四半期連結累計期間（４－６月期）の売上高は、3,233百万円（参考：前年同期比0.4％減）となりました。

メディア事業につきましては、依然として広告料金が低迷を続けており、同事業の売上高は1,040百万円（参考：前年

同期比10.9％減）と厳しい水準にとどまりました。また、エンタテインメント事業につきましては、オンラインゲー

ム及び音楽コンテンツ配信、インターネット接続サービスによる収益が安定的に推移し、同事業の売上高は2,070百万

円（参考：前年同期比4.7％増）となりました。

　当４－６月期の営業損失は、102百万円（参考：前年同期に比べ63.1％の損失幅の縮小）となりました。売上の不振

が続くメディア事業においてコスト低減に努めているものの、同事業の営業利益は10百万円（参考：前年同期は24百

万円の営業損失）と、より一層の改善に向けた努力が必要となっております。一方、エンタテインメント事業の営業

利益は、収益構造的に原価率の高い状況が続いており、同事業の営業利益は199百万円（参考：前年同期比210.5％増）

と、限定的な利益水準にとどまりました。また、子会社におけるＦＸ（外為証拠金取引）事業が、創業期（平成20年

５月営業開始）にあるため、金融サービス事業において55百万円の営業損失を計上しているほか、Ｅコマース（物販）

や欧州のモバイルユーザー向けサービスといった育成途上にある分野を区分するその他事業では、先行投資的費用に

よって90百万円の営業損失を計上しました。管理部門等の配賦不能費用を計上する全社区分の営業損失（セグメント

間取引消去を含む）は、166百万円（参考：前年同期に比べ27.5％の損失幅の縮小）となりました。ＰＲ活動費（広告

宣伝費）や管理費の削減を進めております。

　当４－６月期の四半期純損失は、388百万円（参考：前年同期に比べ97.1％の損失幅の増大）となりました。当４－

６月期より固定資産の減損や繰延税金資産の評価について四半期財務諸表に関する会計基準に沿った会計処理をいた

しております。その結果、特別損失として減損損失を91百万円、ネットワークサーバーの入れ替えに伴うリース解約

損を77百万円計上いたしました。また、繰延税金資産の取り崩しにより法人税等調整額を77百万円計上しました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期連結会計期間末（第1四半期末）における総資産は、前連結会計年度末に比べ309百万円減少し、8,330

百万円となりました。四半期純損失を388百万円計上しましたが、減損損失等の非資金損失による影響が大きく、現金

及び預金は前連結会計年度末に比べ63百万円の減少にとどまりました。また、売上の伸び悩みにより受取手形及び売

掛金が前連結会計年度末から54百万円減少しました。

　固定資産につきましては、無形固定資産その他の内訳として、前連結会計年度末では仮勘定であったＥコマース関

連の資産が、事業への供用開始に伴いソフトウェア資産に振り替わり、同資産の増加要因となりましたが、その一方

で、エンタテインメント事業に係るソフトウェア資産についての減損処理が減少要因となりました。

　負債につきましては、当４－６月中において前年度に係る法人税等を支払いましたので、未払保人税等（流動負債

その他）が前連結会計年度末に比べ減少しました。一方、リース資産の借り換えに伴う解約金77百万円を長期未払金

として計上しております。

　純資産につきましては、四半期純損失388百万円を計上したため利益剰余金が減少（マイナス幅が増加）しました。

これらの結果、当第１四半期末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.6ポイント減の77.7％となりました。

キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ63百万円減少し4,057百万円となりました。税金

等調整前四半期純損失を276百万円計上したものの、減損損失等の非資金損失による影響が大きく、資金の流出は限定

的な水準にとどまりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、1百万円の資金の支出となりました（参考：前年同期に比べ

225百万円の支出減少）。減価償却費及びその他償却による資金回収として82百万円を計上したほか、売上債権の減少

によって54百万円の資金収入となりました。その一方で、法人税等の支払額が85百万円ありました。

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、63百万円の資金を投資しました（参考：前年同期に比べ447百

万円の支出減少）。主な内容としましては、取引先との関係強化のため、株式の取得（出資）に16百万円を使用した

ほか、音楽コンテンツ配信に係るソフトウェアなどの無形固定資産の取得に43百万円を投じました。

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、ストックオプションの行使による払込代金として1百万円の収

入を計上したのみとなっております（参考：前年同期は43百万円の支出）。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結累計期間において特別損失（平成20年8月7日発表の「特別損失の発生に関するお知らせ」を参照）

を計上するなど、利益水準の面で決算実績と予算（事業計画）との間に乖離が見られ、直近業績予想の達成を懸念し

ているところであります。
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　また、平成20年6月25日開催の定時株主総会を経て、正式に代表者の交代並びに執行役員制度の導入による新経営体

制が構築されたことに伴い（注参照）、業績予想のベースとなる予算を抜本的に見直しているところであります。つ

きましては、直近業績予想と新予算に基づく新たな業績予想との間に大きな差異が生じる場合には、改めてお知らせ

いたします。

（注）平成20年4月1日発表の「代表取締役の異動の内定に関するお知らせ」、平成20年5月30日発表の「執行役員制度

の導入並びに代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」、平成20年7月1日発表の「組織変更及び人事

異動に関するお知らせ」をご覧ください。

第２四半期連結累計期間の業績予想の記載を差し控えることについて

 当社は中長期の事業展望に基づいた経営をしておりますが、経営管理の基本である１年間の期間収益認識に合わせ、

年次での業績管理を徹底しております。そのため、通期業績予想につきましては期間損益に対するコミットメントの

意味を含め、投資者情報として指し示すべきものとの考えであります。しかしながら、第２四半期連結累計期間の業

績予想につきましては、当社は様々な新規事業に挑戦しており、また会社全体の業績を左右することもあると考えて

おります。こうした状況の中、事業の進捗によっては収益認識が第２四半期末を境にして前後することも予想され、

短期間の業績予想数値と実績に差異が生じる可能性があり、第２四半期連結累計期間の業績予想を指し示すことは投

資者に誤解を与える（投資判断をミスリードする）ことになる懸念さえあると危惧するところであります。むしろ事

業の進捗については、年次計画を指し示した上で、四半期の開示をもって、お知らせすることが適当であり、第２四

半期連結累計期間の業績予想の記載を差し控えるものであります。

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

①簡便な会計処理

法人税等及び繰延税金資産の算定方法について、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

度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを基本とし、経営環境等の変化による重要

な影響を加味した方法に拠っております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、重要な減算項目

や税額控除項目を考慮して税金費用を算定しております。

（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、主として移動平均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、主として移動平均法による原価法（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。

　従来の処理方法に比べた時の、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に対する影響は、それぞ

れ損失額が8,463千円増加しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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 4,057,404 4,120,513

受取手形及び売掛金 2,216,115 2,270,954

商品 57,477 40,844

製品 1,572 1,341

仕掛品 8,964 9,376

貯蔵品 13,411 14,875

その他 280,553 371,486

貸倒引当金 △49,115 △34,237

流動資産合計 6,586,383 6,795,154

固定資産   

有形固定資産 142,408 160,412

無形固定資産   

のれん 113,174 124,675

その他 676,686 764,704

無形固定資産合計 789,861 889,380

投資その他の資産   

投資有価証券 563,019 542,413

その他 254,065 257,460

貸倒引当金 △5,065 △4,921

投資その他の資産合計 812,018 794,952

固定資産合計 1,744,288 1,844,745

資産合計 8,330,671 8,639,899

負債の部   

流動負債   

買掛金 949,817 938,784

未払法人税等 22,820 115,445

引当金 37,872 －

その他 364,924 348,494

流動負債合計 1,375,434 1,402,725

固定負債   

長期未払金 75,298 13,176

固定負債合計 75,298 13,176

負債合計 1,450,733 1,415,901



（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） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,228,182 3,227,467

資本剰余金 3,649,064 3,648,348

利益剰余金 △398,298 △10,115

自己株式 △4,800 △4,800

株主資本合計 6,474,149 6,860,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,218 △11,224

評価・換算差額等合計 △1,218 △11,224

新株予約権 153,643 137,058

少数株主持分 253,363 237,263

純資産合計 6,879,938 7,223,998

負債純資産合計 8,330,671 8,639,899



（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 3,233,698

売上原価 1,957,514

売上総利益 1,276,183

販売費及び一般管理費 1,378,633

営業損失（△） △102,449

営業外収益  

受取利息 2,618

受取配当金 975

その他 1,655

営業外収益合計 5,248

営業外費用  

持分法による投資損失 9,538

その他 858

営業外費用合計 10,397

経常損失（△） △107,598

特別損失  

減損損失 91,245

リース解約損 77,859

特別損失合計 169,105

税金等調整前四半期純損失（△） △276,704

法人税、住民税及び事業税 17,598

法人税等調整額 77,779

法人税等合計 95,378

少数株主利益 16,099

四半期純損失（△） △388,182



（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（△） △276,704

減価償却費及びその他の償却費 82,220

株式報酬費用 16,584

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,022

引当金の増減額（△は減少） 37,872

受取利息及び受取配当金 △3,593

持分法による投資損益（△は益） 9,538

減損損失 91,245

売上債権の増減額（△は増加） 54,839

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,987

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,629

仕入債務の増減額（△は減少） 11,032

その他の流動負債の増減額（△は減少） △17,565

長期未払金の増減額（△は減少） 62,122

その他 △118

小計 81,140

利息及び配当金の受取額 3,116

法人税等の支払額 △85,565

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,308

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,769

無形固定資産の取得による支出 △43,863

投資有価証券の取得による支出 △16,265

その他 △333

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,231

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 1,431

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,108

現金及び現金同等物の期首残高 4,120,513

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,057,404



　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）

メディア事業
（千円）

エンタテイン
メント事業
（千円）

金融サービス
事業　
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高及び営業損益

(1)外部顧客に対する売上

高
1,039,935 2,070,393 7,193 116,175 3,233,698 ― 3,233,698

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
113 244 ― 13,280 13,637 △13,637 ―

計 1,040,048 2,070,637 7,193 129,455 3,247,335 △13,637 3,233,698

営業利益又は

営業損失（△）
10,730 199,760 △55,430 △90,904 64,156 △166,605 △102,449

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。

事業区分 主要なサービス

 メディア事業  広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等

 エンタテインメント事業
 コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、イン

ターネット接続サービス等

 金融サービス事業  カードローン、クレジットサービス、外為証拠金取引事業等

 その他事業  Ｅコマース、新規事業等

２．事業区分の変更

前連結会計年度では、「金融サービス事業」を「その他の事業」に含めて表示しておりましたが、当セグメ

ントの重要性が増加したため区分掲記しております。そのため、当第１四半期連結会計期間における「その

他の事業」の売上高及び営業損失は、従前の区分に比べ、それぞれ7,193千円、55,430千円減少しております。

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）

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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、メディア事業の営業利益

が3,058千円減少しているほか、その他事業の営業損失が5,404千円増加しております。

 

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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　売上高  3,245,020

Ⅱ　売上原価  2,089,743

売上総利益  1,155,277

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,433,241

営業利益（△損失）  △277,964

Ⅳ　営業外収益  12,516

Ⅴ　営業外費用  23,144

経常利益（△損失）  △288,592

Ⅵ　特別利益  23,370

Ⅶ　特別損失  30,146

税金等調整前四半期（当期）
純利益（△損失）

 △295,368

法人税、住民税及び事業税 23,268  

法人税等調整額 △122,724 △99,456

少数株主損失（△利益）  △988

四半期（当期）純利益（△
損失）

 △196,901

   

－ 2 －



（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
（自平成19年 4月 1日
至平成19年 6月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益（△
損失） △295,368

減価償却費 15,601

権利金償却費 23,763

ソフトウェア償却費 53,463

受取利息及び受取配当金 △4,011

持分法による投資損失 15,551

投資有価証券売却益 －

関係会社株式売却益 －

持分変動利益 －

営業譲渡益 △23,000

固定資産除却損 2,559

事業整理損失 －

事務所移転費用 11,132

クレーム処理損失 16,084

売上債権の増加額 △6,049

営業貸付金の減少額 －

たな卸資産の増加額 △455

その他流動資産の増加額 △13,506

仕入債務の増減額（△減少
額） 181,379

未払金の増減額（△減少額） 96,201

未払費用の減少額 △5,092

その他流動負債の増減額（△
減少額） △15,101

その他営業活動による収入 28,501

役員賞与の支払額 －

小計   81,652

利息及び配当金の受取額 4,011

営業譲渡益の受取額 23,000

事務所移転費用の支払額 △11,132

クレーム処理損失の支払額 △16,084

法人税等の支払額 △307,787

営業活動によるキャッ
シュ・フロー △226,339

－ 3 －



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）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得による
支出 △1,312

無形固定資産の取得による
支出 △423,202

有価証券取得による支出 －

投資有価証券の売却による
収入 －

投資有価証券の取得による
支出 △83,695

関係会社株式の売却による
収入 －

関係会社株式の取得による
支出 △131,728

その他の投資活動による収
支 129,550

投資活動によるキャッ
シュ・フロー △510,388

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 2,248

配当金の支払額 △45,948

財務活動によるキャッ
シュ・フロー △43,699

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（△減少額） △780,427

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高 4,696,132

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高 3,915,705

－ 4 －



（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） メディア事業
エンタテインメ

ント事業
その他 計 消去又は全社 連結

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
1,166,721 1,977,755 100,543 3,245,020 － 3,245,020

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

1,073 － 102 1,176 △1,176 －

計 1,167,794 1,977,755 100,646 3,246,197 △1,176 3,245,020

営業費用 1,191,873 1,913,410 189,079 3,294,362 228,622 3,522,985

営業利益または

営業損失（△）
△24,078 64,345 △88,433 △48,165 △229,798 △277,964

－ 5 －



「補足資料」

（１）売上区分別の販売実績

区分

参考
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)

 
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)

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

広告売上 1,017,980 31.3 920,643 28.5

課金コンテンツサービス売上 863,795 26.6 1,096,231 33.9

ブロードバンドサービス売上 663,435 20.4 955,077 29.5

ＥＣ売上 585,457 18.0 182,981 5.7

その他売上 114,351 3.7 78,764 2.4

売上高合計 3,245,020 100.0 3,233,698 100.0

 （注）「課金コンテンツサービス売上」の内訳は以下のとおりです。

区分

参考
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)

 
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)

金額（千円） 金額（千円）

フレンズ 159,814  128,393  

恋愛結婚 51,426  42,664  

オンラインゲーム 217,698  362,493  

音楽コンテンツ配信 417,429  528,309  

その他 17,425  34,369  

合計 863,795  1,096,231  

（２）販売費及び一般管理費の明細

区分

参考
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）

 
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）

金額（千円） 金額（千円）

広告宣伝費  100,000  70,315

販売手数料  81,694  91,392

販売促進費  38,820  36,818

業務提携料  143,365  114,393

ロイヤリティ  63,186  61,766

役員報酬  30,751  40,547

給与手当  371,673  352,685

福利厚生費  36,794  39,210

賞与  42,518  37,887

退職給付費用  7,320  7,297

業務委託費  231,231  241,890

減価償却費  13,866  14,052

ソフトウエア償却費  53,408  48,456

権利金償却費  －  1,999

事務所家賃  68,248  67,748

のれん償却  909  3,502

その他  149,450  148,668

販売費及び一般管理費合計  1,433,241  1,378,633

－ 6 －
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