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１．平成20年９月期第３四半期の連結業績（平成19年10月１日　～　平成20年６月30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３四半期 18,124 16.7 △334 － △312 － △777 －

19年９月期第３四半期 15,534 4.8 △260 － △310 － △1,408 －

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３四半期 △3,934 94 － －

19年９月期第３四半期 △7,163 72 － －

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３四半期 23,968 19,166 77.3 93,627 18

19年９月期第３四半期 24,599 20,141 79.9 99,786 62

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３四半期 240 △1,177 △117 11,022

19年９月期第３四半期 706 118 △357 11,862

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】

 （％表示は対前期増減率）

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

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３四半期の個別業績（平成19年10月１日～平成20年６月30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３四半期 13,906 21.4 145 － 184 － △413 －

19年９月期第３四半期 11,454 △7.9 △370 － △336 － △1,309 －

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３四半期 △2,094 75 － －

19年９月期第３四半期 △6,659 36 － －

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３四半期 23,475 20,156 85.9 101,885 55

19年９月期第３四半期 24,495 21,367 87.2 108,448 34

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】

（％表示は対前期増減率）

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

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

　上記に記載した予想数値は、平成20年４月24日に「平成20年９月期中間期末の投資有価証券評価損および中間期

（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表した数値であり、本資料の公表時点では、通期（連結・

個別）につきましては平成19年11月13日付「平成19年９月期　決算短信」において公表しました連結業績予想から

変更はございません。

 

※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３四半期（平成19年10月１日～平成20年６月30日）における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端

を発した米国経済減速懸念や原油をはじめとする各種資源価格の高騰などにより、景気回復に足踏み状態が見られま

す。

　当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）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が平成19年６月末の76.7％から平成20年６月末には88.0％（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

加速しております。一方、PCにつきましては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は2,874万契約

（総務省調べ）となっており、今後につきましてもさらなるインフラの拡大に伴い、今までにはない様々な新しいサー

ビスが展開されていくものと考えられます。

　このような環境のもと、当社グループではモバイル事業において、主力サイトである着うた®・着うたフル®サイトに

おいて、積極的な人気楽曲の権利獲得やタイアップ企画などの施策により、順調に会員数を伸ばしております。

　また、音楽系サイトのみらなず、ゲーム系サイト及び携帯端末の新機能に合わせた新しいジャンルにつきましても積

極的な取組みを行っており、ユーザニーズに応えるべく、ラインアップの充実を図っております。

　これらの取り組みにより当第３四半期末の有料ユニークユーザ数は384万３千人（前年同期比38万４千人増）、ARPUは

378円（同10円増）となりました。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、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-」や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、他一部タイトルの販売時期のずれ込みや販

売計画本数の未達などがありました。

　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、株式会社ニワンゴが展開する「ニコニコ動画」が順

調に登録会員数を伸ばしており、平成20年６月末において、登録会員数789万人、また、様々な特典を受けられる「ニコ

ニコプレミアム会員」の会員数が20万５千人となっております。「ニコニコプレミアム会員」からの有料サービスに加

え、メディアとしての認知度向上やユーザ間におけるコミュニティ形成などを通じ、広告収入やEC収入なども着実に売

上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本格的な収益化に向けての先行

投資等により、収益の貢献には至っておりません。

　また、「ニコニコ動画モバイル」も順調に登録会員数を伸ばしており、本年６月末で191万人（NTTドコモ・KDDI端末

対応）となっております。NTTドコモにつきましては、本年２月に公式サイトになりました。

　その他事業におきましては、株式会社チュンソフトによるゲームソフト攻略本等やアニメーション番組への出資によ

る利益分配金や音楽出版などのアニメ関連事業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、当連結会計年度より「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、セグメントの見直しを行ったこと

によるものです。

　なお、「ソリューション事業」につきましては、「その他事業」に含めております。

　以上の結果、当第３四半期連結業績は、売上高181億24百万円（前年同期比16.7%増）、営業損失３億34百万円（前年

同期は２億60百万円の営業損失）、経常損失３億12百万円（前年同期は３億10百万円の経常損失）、当期純損失は７億

77百万円（前年同期は14億8百万円の損失）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３四半期末の資産につきましては、有価証券、投資その他の資産が減少したこと等により、前連結会計年度末

に比べ15億48百万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が減少したこと等により前連結会計年度

末に比べ４億32百万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11億15百万円の減少となりました。

②キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動で増加したものの投資活動及び

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10億53百万円減少し、当第３四半期末には110億22百

万円となりました。

当第３四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） 

  営業活動の結果得られた資金は２億40百万円（前年同期は７億６百万円の収入）となりました。これは主に税金等

調整前当期純損失で８億51百万円、法人税等の支払額５億85百万円、仕入債務の減少額３億36百万円が支出要因となっ

たものの、減価償却費９億86百万円、売上債権の減少額５億６百万円、投資有価証券評価損３億88百万円が収入要因

となっ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11億77百万円（前年同期は１億18百万円の収入）となりました。これは主に有形固

定資産の取得により６億27百万円、無形固定資産の取得により４億39百万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１億17百万円（前年同期は３億57百万円の支出）となりました。これは主に短期借

入金による収入が４億円あったものの、配当金の支払で３億92百万円、短期借入金の返済で２億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月期の通期予想につきましては、本資料の公表時点では、平成19年11月13日付「平成19年９月期　決算短

信」において公表しました連結業績予想から変更はございません。

※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３四半期連結業績

〔売上構成〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額：百万円）

 

 

 前第３四半期

（売上比）

当第３四半期

（売上比）

前連結会計年度

（売上比）
当第３四半期の主な変動要因

売上高 15,534 18,124 22,257  

 
モバイル事業

11,320

(72.9％)

12,479

(68.9％)

15,217

(68.4％)

 

 
音楽系

10,216

(65.8％)

11,364

(62.7％)

13,732

 (61.7％)

着うた®・着うたフル®の売上増加による

 
ゲーム・その他

1,103

(7.1％)

1,114

 (6.1％)

1,484

 (6.7％)

 

 
ゲーム事業

3,836

(24.7％)

3,262

(18.0％)

6,120

 (27.5％)

前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

11

 (0.1％)

1,286

(7.1％)

196

 (0.9％)

「ニコニコ動画」の売上増加による

 
その他事業

575

 (3.7％)

1,145

(6.3％)

962

 (4.3％)

子会社の新規取得、事業拡大による

 
消去又は全社

△208

(△1.3％)

△48

(△0.3％)

△240

(△1.1％)

 

〔売上原価主要科目〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額：百万円）

  前第３四半期

（売上比）

当第３四半期

（売上比）

前連結会計年度

（売上比）
当第３四半期の主な変動要因

売上原価

 

7,464

(48.1％)

10,440

(57.6％)

11,044

(49.6％)

 

 
外注費

2,470

 (15.9％)

2,018

(11.1％)

3,307

(14.9％)

制作費の削減による

 
人件費

2,245

(14.5％)

2,507

(13.8％)

3,059

(13.7％)

 

 
その他経費

1,460

 (9.4％)

2,787

(15.4％)

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

1,035

 (6.7％)

1,201

(6.6％)

1,785

(8.0％)

 

 
著作権等使用料

1,895

 (12.2％)

3,108

(17.1％)

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）

1,642

 (10.6％)

1,182

(6.5％)

2,329

(10.5％)

 

㈱ドワンゴ（3715）平成 20 年９月期  第３四半期財務・業績の概況

－ 5 －



〔販売費及び一般管理費主要科目〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額：百万円）

  前第３四半期

（売上比）

当第３四半期

（売上比）

前連結会計年度

（売上比）
当第３四半期の主な変動要因

販売費及び

一般管理費

8,329

 (53.6％)

8,018

(44.2％)

10,844

(48.7％)

 

 
広告宣伝費

2,797

 (18.0％)

2,174

(12.0％)

3,450

(15.5％)

前年上半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

989

 (6.4％)

1,150

(6.3％)

1,333

(6.0％)

 

 
支払手数料

1,850

 (11.9％)

2,102

(11.6％)

2,542

(11.4％)

 

 
研究開発費

2,051

 (13.2％)

1,884

(10.4％)

2,680

(12.0％)

 

 
その他

640

 (4.1％)

706

(3.9％)

837

(3.8％)

 

※　当第３四半期末の従業員数（連結）は、707名となり、前第３四半期末より166名、前連結会計年度末より151名増加し

ております。

２．ユーザ動向

モバイルサイト会員数推移
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3,512
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3,800
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377376

368
358353351

343
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2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月
240

260

280

300

320

340

360

380

400

420
ユニークユーザ

ＡＲＰＵ（顧客単価）

（千人） （円）

平成20年平成18年 平成19年

 （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 平成20年３月 平成20年６月

 無料会員 1,602 3,268 4,713 6,219 7,892

 有料会員 34 93 165 192 205

モバイル会員 ― 410 811 1,329 1,914
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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、動画投稿共有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

株式会社ティーアンドイーソフト

（注１）

ゲームソフトウェア、ネットワークゲームの制作・開発

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、動画投稿共有サイトの運営等

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・運営及び動画投稿共有サイトの運営等

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　

ai sp@ce製作委員会（注２）
PC向けバーチャル・ライフ・システムサービスの企画・

開発・製作等

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
音楽著作権及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
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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

株式会社スカイスクレイパー　 広告の販売及び広告代理店業等

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３）
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 関係内容

- 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・資本提携契約を締結しております。

 

 

 

(注１） 当社の子会社である株式会社ゲームズアリーナは、平成20年１月に、株式会社ティーアンドイーソフトの発行

済株式の全株式を取得いたしました。これに伴い、同社は株式会社ゲームズアリーナの子会社に該当しておりま

す。　

(注２)　当社は平成19年11月に、人気美少女コンテンツの世界観・キャラクターを3Dでオンライン上に忠実に再現した

PC向けバーチャル・ライフ・システムサービス「ai sp@ce」（アイスペース）製作委員会を発足いたしました。

なお平成20年６月時点での出資会社は５社であり、当社の同委員会への出資比率は70％となっております。　

(注３)  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。 　

(注４）ゲームズアリーナ有限責任事業組合１号は、平成20年１月に組合員全員の同意により解散いたしました。同組合

は平成20年４月に清算が結了しております。これに伴い同組合は当社の子会社に該当しないこととなりました。

(注５） 当社は平成20年６月に、当社が保有する株式会社トランの全株式を譲渡しタクシー予約関連事業より撤退いた

しました。これに伴い同社は当社の子会社に該当しないこととなりました。
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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、動画投稿共有サイトの運営等

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・運営及び動画投稿共有
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

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

株式会社
ティーアンドイーソフト

ai sp@ce 製作委員会
PC向けバーチャル・ライフ・システムサービスの
企画・開発・製作等

企
業
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５．四半期連結財務諸表

(1) 第３四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３四半期末）

当四半期
（平成20年９月期

第３四半期末）
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 4,509,866 4,569,344   4,726,722

２．受取手形及び売掛金 4,362,184 4,889,643   5,457,324

３．有価証券 7,453,562 6,454,747   7,451,863

４．たな卸資産 125,293 185,457   71,937

５．その他 1,667,826 1,932,422   1,360,710

貸倒引当金 △2,443 －   －

流動資産合計 18,116,289 18,031,615 △84,674 △0.5 19,068,559

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

 (1）建物及び構築物 297,684 283,344   295,636

(2）工具器具備品 804,375 1,099,588   1,033,010

(3）その他 449 2,779   449

有形固定資産合計 1,102,509 1,385,712 283,203 25.7 1,329,096

２．無形固定資産      

その他 1,043,125 909,750   1,015,291

無形固定資産合計 1,043,125 909,750 △133,374 △12.8 1,015,291

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 3,072,948 2,656,073   2,804,330

(2）その他 1,270,306 985,180   1,299,315

貸倒引当金 △6,160 －   －

投資その他の資産合計 4,337,095 3,641,254 △695,840 △16.0 4,103,646

固定資産合計 6,482,729 5,936,717 △546,012 △8.4 6,448,033

資産合計 24,599,019 23,968,332 △630,686 △2.6 25,516,592
      

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．支払手形及び買掛金 1,415,384 1,377,493   1,779,122

２．短期借入金 200,000 700,000   500,000

３．１年以内償還予定社債 60,000 －   30,000

４．未払金 － 1,280,335   1,378,846

５．賞与引当金 134,230 164,501   270,632

６．返品調整引当金 40,339 65,102   58,583

７．その他 2,543,252 1,211,982   1,183,365

流動負債合計 4,393,206 4,799,416 406,209 9.2 5,200,549

Ⅱ　固定負債      

１．長期借入金 60,577 －   33,715

２．その他 3,649 2,688   672

固定負債合計 64,226 2,688 △61,538 △95.8 34,387

負債合計 4,457,433 4,802,104 344,671 7.7 5,234,936

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 10,053,542 10,069,622   10,058,642

２．資本剰余金 11,704,065 11,720,145   11,709,165

３．利益剰余金 △570,875 △1,742,874   △570,713

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

株主資本合計 19,636,295 18,496,456 △1,139,838 △5.8 19,646,657

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価
差額金

22,952 24,999   △88,362

２．為替換算調整勘定 1,909 1,371   1,396

評価・換算差額等合計 24,862 26,370 1,508 6.1 △86,966

Ⅲ　少数株主持分 480,428 643,400 162,972 33.9 721,964

純資産合計 20,141,586 19,166,228 △975,357 △4.8 20,281,656

負債・純資産合計 24,599,019 23,968,332 △630,686 △2.6 25,516,592
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(2) 第３四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３四半期）

当四半期

（平成20年９月期

第３四半期）

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 15,534,199 18,124,595 2,590,395 16.7 22,257,235

Ⅱ　売上原価 7,464,988 10,440,351 2,975,363 39.9 11,044,702

売上総利益 8,069,211 7,684,244 △384,967 △4.8 11,212,533

Ⅲ　販売費及び一般管理費 8,329,765 8,018,516 △311,249 △3.7 10,844,273

営業利益又は損失(△） △260,554 △334,272 △73,717 － 368,260

Ⅳ　営業外収益      

１．受取利息 27,046 44,309   44,649

２．受取配当金 1,351 10   1,361

３．還付加算金 16,811 －   17,134

４．その他 3,206 4,245   7,568

営業外収益合計 48,415 48,566 151 0.3 70,714

Ⅴ　営業外費用      

１．支払利息 3,937 11,178   6,806

２．株式交付費 1,543 －   1,723

３．持分法による投資損失 73,384 4,703   98,273

４．出資金償却 10,277 －   11,766

５．投資事業組合持分損失 － 8,658   －

６．その他 9,570 2,037   2,540

営業外費用合計 98,714 26,577 △72,136 △73.1 121,110

経常利益又は損失(△） △310,853 △312,283 △1,430 － 317,864

Ⅵ　特別利益      

１．持分変動利益 － 1,908   －

２．投資有価証券売却益 766,649 －   767,704

３．その他 － －   13,092

特別利益合計 766,649 1,908 △764,740 △99.8 780,796

Ⅶ　特別損失      

１．固定資産除却損 － 56,650   45,640

２．子会社株式売却損 － 87,557   －

３．投資有価証券評価損 1,424,429 388,236   1,719,323

４．その他 166,867 8,941   259,079

特別損失合計 1,591,297 541,387 △1,049,910 △66.0 2,024,043

税金等調整前四半期

(当期）純損失(△）
△1,135,501 △851,762 283,739 － △925,383

法人税、住民税及び事業税 167,171 154,749 △12,421 △7.4 341,176

法人税等調整額 58,473 △72,046 △130,520 － △147,466

少数株主利益又は損失(△） 47,633 △156,878 △204,512 － 289,524

四半期(当期)純損失(△) △1,408,780 △777,586 631,193 － △1,408,618
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(3) 第３四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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

第３四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行 20,500 20,500   41,000

剰余金の配当   △392,014  △392,014

四半期純損失   △1,408,780  △1,408,780

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第３四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

     

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

20,500 20,500 △1,800,796 － △1,759,796

平成19年６月30日　残高
                      （千円）

10,053,542 11,704,065 △570,875 △1,550,437 19,636,295

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３四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行     41,000

剰余金の配当     △392,014

四半期純損失     △1,408,780

新規連結による剰余金減少額     △1

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

13,373 389 13,763 118,053 131,816

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

13,373 389 13,763 118,053 △1,627,979

平成19年６月30日　残高
                      （千円）

22,952 1,909 24,862 480,428 20,141,586
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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６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３四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行 10,980 10,980   21,960

剰余金の配当   △394,574  △394,574

四半期純損失   △777,586  △777,586

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

     

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

10,980 10,980 △1,172,160 － △1,150,200

平成20年６月30日　残高
　　　　　　　　　　　（千円）

10,069,622 11,720,145 △1,742,874 △1,550,437 18,496,456

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３四半期連結会計期間中の
変動額

新株の発行     21,960

剰余金の配当     △394,574

四半期純損失     △777,586

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額
                    （純額）

113,361 △25 113,336 △78,563 34,772

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

113,361 △25 113,336 △78,563 △1,115,427

平成20年６月30日　残高
　　　　　　　　　　　（千円）

24,999 1,371 26,370 643,400 19,166,228
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前連結会計年度の連結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

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３四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３四半期）

当四半期
（平成20年９月期

第３四半期）

（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 (△） △1,135,501 △851,762 △925,383

減価償却費 590,575 986,000 868,976

減損損失 85,364 － 220,062

のれん償却額 17,414 29,140 28,037

貸倒引当金増減額 1,476 － △7,127

賞与引当金増減額 △89,568 △103,408 46,833

返品調整引当金増減額 △46,639 6,519 △28,395

 事業撤退損失引当金減少額 △1,108 － △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 △28,397 △44,320 △46,011

支払利息 3,937 11,178 6,806

 株式交付費 811 458 1,723

持分法による投資損失 73,384 4,703 98,273

出資金償却額 10,277 － －

投資事業組合持分損失 － 8,658 －

投資有価証券売却益 △766,649 － △767,704

持分変動利益 － △1,908 －

固定資産除却損 58,350 56,650 45,640

固定資産売却損 － － 902

投資有価証券評価損 1,424,429 388,236 1,719,323

子会社株式売却損 － 87,557 －

売上債権の増減額 707,854 506,241 △387,285

たな卸資産の増加額 △61,561 △114,456 △8,206

前払費用の増加額 △395,574 △264,064 △165,040

差入敷金保証金の増減額 △70,344 8,052 △100,503

その他の資産の減少額 14,054 121,145 152,300

仕入債務の減少額 △370,058 △336,445 △6,320

未払金の減少額 △269,055 △21,474 △22,244

前受金の増減額 261,437 144,308 △77,649

その他の負債の増加額 402,051 165,782 238,132

その他 △4,504 5,601 14,326

小計 394,990 792,396 880,891

利息及び配当金の受取額 29,387 45,977 43,332

利息の支払額 △3,380 △12,113 △6,466

法人税等の還付額 555,709 － 552,665

法人税等の支払額 △270,655 △585,410 △246,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 706,052 240,849 1,224,085
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前年同四半期
（平成19年９月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年９月期

第３四半期）

（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 △100,000 △1,803 △100,600

定期預金の払戻による収入 － 100,000 －

有価証券の取得による支出 △1,000,000 － △1,000,000

有価証券の償還による収入 3,000,000 － 3,000,000

有形固定資産の取得による支出 △711,240 △627,530 △1,008,028

有形固定資産の売却による収入 774 － 963

無形固定資産の取得による支出 △612,247 △439,916 △858,251

無形固定資産の売却による収入 5,000 － 5,000

投資有価証券の取得による支出 △834,510 △62,510 △1,074,473

投資有価証券の売却による収入 825,649 － 827,514

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

－ △12,230 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△123,396 △150,020 △124,128

 事業譲受による支出 △57,300 － △57,300

貸付による支出 △95,500 △90,000 △95,500

 貸付金の回収による収入 20,475 69,271 21,340

出資金の払込による支出 △200,000 △12,600 －

その他 525 50,000 556

投資活動によるキャッシュ・フロー 118,229 △1,177,338 △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 △200,000

短期借入金による収入 － 400,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △8,505 △4,565 △9,525

社債償還による支出 △30,000 △30,000 △60,000

新株発行による収入 40,188 21,501 50,208

少数株主からの払込による収入 29,000 88,750 29,000

配当金の支払額 △388,414 △392,952 △389,049

財務活動によるキャッシュ・フロー △357,731 △117,266 △79,365

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 787 △141 81

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 467,338 △1,053,897 681,894

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 － 8,881

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 11,862,330 11,022,989 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３四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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
11,320,197 3,829,008 89,006 295,987 15,534,199 － 15,534,199

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 7,003 35,774 165,673 208,451 (208,451) －

計 11,320,197 3,836,012 124,780 461,661 15,742,651 (208,451) 15,534,199

営業費用 9,717,251 3,471,045 123,652 1,073,526 14,385,475 1,409,278 15,794,754

営業利益又は

営業損失（△）
1,602,945 364,966 1,128 △611,865 1,357,175 (1,617,730) △260,554

（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・サービス

事業区分 主要製品・サービス

 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、1,630,657千円であり、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．事業区分の内訳となる部門の変更

　　　　　　事業区分の内訳となる部門については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点から区分しておりまし

          たが、当第１四半期連結会計期間に当社グループの事業内容を見直した結果、従来ソリューション事業に

          含めておりましたネットワークゲーム・パッケージゲームの受託部門をゲーム事業に含めることにいたしま

          した。

　　　　　　なお、前第３四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３四半期連結会計期間

　　　　　において用いた事業区分の内訳となる部門により事業区分をすると次のようになります。

 

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年６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
12,294,260 2,186,021 94,865 250,271 14,825,420 － 14,825,420

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 12,294,260 2,186,021 94,865 250,271 14,825,420 － 14,825,420

営業費用 10,370,772 1,801,743 163,204 324,084 12,659,805 1,273,694 13,933,498

営業利益又は

営業損失（△）
1,923,488 384,278 △68,338 △73,812 2,165,614 (1,273,694) 891,920
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 前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18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
16,360,719 3,131,492 146,911 321,884 19,961,008 － 19,961,008

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 33,300 － 33,300 (33,300) －

計 16,360,719 3,131,492 180,211 321,884 19,994,308 (33,300) 19,961,008

営業費用 14,445,630 2,913,523 211,032 682,612 18,252,799 1,739,994 19,992,794

営業利益又は

営業損失（△）
1,915,088 217,968 △30,820 △360,727 1,741,509 (1,773,294) △31,785

 

当第３四半期連結会計期間（自平成19年10月１日　至平成20年６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
12,479,098 3,258,686 1,282,256 1,104,554 18,124,595 － 18,124,595

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 3,717 3,769 40,661 48,148 (48,148) －

計 12,479,098 3,262,404 1,286,025 1,145,215 18,172,744 (48,148) 18,124,595

営業費用 9,901,718 3,177,795 2,346,337 1,229,462 16,655,313 1,803,554 18,458,867

営業利益又は営業損失(△) 2,577,380 84,609 △1,060,312 △84,246 1,517,430 (1,851,702) △334,272

（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・サービス

事業区分 主要製品・サービス

 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、動画投稿共有サイトの運営等

 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、1,864,463千円であり、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、当第３四半期連結会計

期間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、当第３四半期連結会計期間

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87,804千円、営業費用が57,012千円、営

業利益が30,791千円であります。

　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、当第３四半期連結会計期間

より「モバイル事業」として表示しております。

　なお、前第３四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３四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３四半期連結会計期間（自平成18年10月１日　至平成19年６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
11,320,197 3,829,008 11,309 373,684 15,534,199 － 15,534,199

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 7,003 － 201,448 208,451 (208,451) －

計 11,320,197 3,836,012 11,309 575,132 15,742,651 (208,451) 15,534,199

営業費用 9,717,251 3,471,045 333,087 864,091 14,385,475 1,409,278 15,794,754

営業利益又は営業損失(△) 1,602,945 364,966 △321,777 △288,958 1,357,175 (1,617,730) △260,554

 

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・サービス

事業区分 主要製品・サービス

 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。

５．事業区分の方法の変更

　　　当連結会計年度より当社グループの事業内容の見直しを行い、ゲームの開発業務及び第三者よりのゲーム

受託受託業務について連結子会社であるゲームズアリーナに統合的に移管し、ゲーム関連事業を統一、一体

管理するように変更いたしました。よって、従来ソリューション事業に含めておりましたネットワークゲー

ム・パッケージゲームの受託部門をゲーム事業に含めることにいたしました。

  なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の内訳となる部門に

より事業区分をすると次のようになります。

 

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18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
16,360,719 3,131,492 146,911 321,884 19,961,008 － 19,961,008

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 33,300 － 33,300 (33,300) －

計 16,360,719 3,131,492 180,211 321,884 19,994,308 (33,300) 19,961,008

営業費用 14,445,630 2,913,523 211,032 682,612 18,252,799 1,739,994 19,992,794

営業利益又は営業損失(△) 1,915,088 217,968 △30,820 △360,727 1,741,509 (1,773,294) △31,785
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６．四半期個別財務諸表

(1) 第３四半期貸借対照表

科目

前年同四半期

（平成19年９月期

第３四半期末）

当四半期

（平成20年９月期

第３四半期末）

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 3,269,140 3,310,626   3,181,728

２．売掛金 4,043,395 4,645,792   4,326,483

３．有価証券 7,453,562 6,454,747   7,451,863

４．たな卸資産 － 3,836   －

５．その他 1,214,745 1,617,197   1,144,108

流動資産合計 15,980,843 16,032,200 51,356 0.3 16,104,184

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

 (1）建物 103,298 87,566   98,325

(2）工具器具備品 702,002 1,007,959   931,712

有形固定資産合計 805,300 1,095,526 290,225 36.0 1,030,037

２．無形固定資産 557,623 411,147 △146,475 △26.3 436,741

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 2,561,052 2,161,435   2,304,960

(2）関係会社株式 3,551,180 3,210,655   3,410,655

(3）その他 1,039,260 564,091   891,053

投資その他の資産合計 7,151,494 5,936,182 △1,215,311 △17.0 6,606,669

固定資産合計 8,514,418 7,442,856 △1,071,562 △12.6 8,073,447

資産合計 24,495,262 23,475,056 △1,020,206 △4.2 24,177,632
      

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．買掛金 1,309,574 1,428,185   1,435,858

２．短期借入金 200,000 200,000   200,000

３．未払金 958,940 1,088,160   1,092,406

４．賞与引当金 99,939 121,682   200,145

５．その他 559,013 480,397   419,409

流動負債合計 3,127,468 3,318,425 190,957 6.1 3,347,819

負債合計 3,127,468 3,318,425 190,957 6.1 3,347,819

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 10,053,542 10,069,622 16,080 0.2 10,058,642

２．資本剰余金      

  (1）資本準備金 11,704,065 2,620,145   11,709,165

  (2）その他資本剰余金 － 9,100,000   －

資本剰余金合計 11,704,065 11,720,145 16,080 0.1 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
1,122,353 △123,744   684,774

利益剰余金合計 1,138,257 △107,841 △1,246,098 － 700,678

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

株主資本合計 21,345,428 20,131,489 △1,213,938 △5.7 20,918,049

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券

評価差額金
22,365 25,140   △88,236

評価・換算差額等合計 22,365 25,140 2,775 12.4 △88,236

純資産合計 21,367,793 20,156,630 △1,211,163 △5.7 20,829,813

負債純資産合計 24,495,262 23,475,056 △1,020,206 △4.2 24,177,632
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(2) 第３四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年９月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年９月期
第３四半期）

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 11,454,590 13,906,221 2,451,631 21.4 15,485,930

Ⅱ　売上原価 6,018,437 8,534,722 2,516,285 41.8 8,528,856

売上総利益 5,436,152 5,371,498 △64,653 △1.2 6,957,074

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,806,580 5,226,070 △580,509 △10.0 7,445,876

営業利益又は損失(△） △370,427 145,428 515,855 － △488,802

Ⅳ　営業外収益 55,621 51,949 △3,672 △6.6 78,260

Ⅴ　営業外費用 22,065 13,313 △8,752 △39.7 17,536

経常利益又は損失(△） △336,871 184,064 520,935 － △428,077

Ⅵ　特別利益 766,354 － △766,354 － 766,354

Ⅶ　特別損失 1,549,416 611,347 △938,069 △60.5 2,018,786

税引前四半期(当期）
純損失(△）

△1,119,933 △427,282 692,651 － △1,680,509

法人税、住民税及び事業税 139,566 10,565 △129,001 △92.4 61,744

法人税等調整額 50,096 △23,901 △73,998 － 4,921

四半期(当期）純損失(△） △1,309,597 △413,945 895,651 － △1,747,175
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(3) 第３四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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 2,839,868 △1,550,437 23,006,039

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 20,500 20,500   41,000

剰余金の配当   △392,014  △392,014

四半期純損失   △1,309,597  △1,309,597

株主資本以外の項目の第３四半
期会計期間中の変動額
                    （純額）

     

第３四半期会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

20,500 20,500 △1,701,611 － △1,660,611

平成19年６月30日　残高
                      （千円）

10,053,542 11,704,065 1,138,257 △1,550,437 21,345,428

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３四半期会計期間中の変動額

新株の発行   41,000

剰余金の配当   △392,014

四半期純損失   △1,309,597

株主資本以外の項目の第３四半
期会計期間中の変動額
                    （純額）

13,394 13,394 13,394

第３四半期会計期間中の
変動額合計　　　　　　（千円）

13,394 13,394 △1,647,216

平成19年６月30日　残高
                      （千円）

22,365 22,365 21,367,793
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当第３四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６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

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３四半期会計期間中
の変動額

新株の発行 10,980 10,980  10,980     21,960

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

四半期純損失      △413,945 △413,945  △413,945

株主資本以外の項目
の第３四半期会計期
間中の変動額（純
額）

         

第３四半期会計期間中
の変動額合計　　　
（千円）

10,980 △9,089,020 9,100,000 10,980 － △808,519 △808,519 － △786,559

平成20年６月30日
残高　　　　（千円）

10,069,622 2,620,145 9,100,000 11,720,145 15,903 △123,744 △107,841 △1,550,437 20,131,489

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３四半期会計期間中
の変動額

新株の発行   21,960

資本準備金の取崩    

剰余金の配当   △394,574

四半期純損失   △413,945

株主資本以外の項目
の第３四半期会計期
間中の変動額（純
額）

113,377 113,377 113,377

第３四半期会計期間中
の変動額合計　　　
（千円）

113,377 113,377 △673,182

平成20年６月30日　　
残高　　　　（千円）

25,140 25,140 20,156,630
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（参考）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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