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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 17,702 ― 7,721 ― 7,845 ― 4,303 ―

20年3月期第2四半期 12,008 124.8 4,735 157.2 4,818 157.5 2,371 126.1

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2四半期 8,856.40 ―

20年3月期第2四半期 4,899.95 4,880.43

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2四半期 34,425 24,721 68.1 48,232.84
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2四半期  23,439百万円 20年3月期  20,031百万円

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 ― 1,800.00 1,800.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,800.00 1,800.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 37,000 24.4 14,500 14.5 14,600 13.9 7,800 15.1 16,050.51

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） 

[(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） 

※ 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、５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。 

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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  485,966株 20年3月期第2四半期  484,011株
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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６月末に

は、FTTH、DSL等のブロードバンド契約数は2,934万回線となり、インターネット接続サービス契約数の

88.7％を占めております（総務省調べ）。また、平成20年９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9,365万人となり、加入者全体の89.3％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２四半期連結累計期間におきまして、引き続き携帯電話向

けのサービスを中心とした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 大化を目指してまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間のグループ総取扱高（注）は62,130,846千円(前年同期比

10.5％増)となり、また、当社グループの売上高は17,702,337千円(前年同期比47.4％増)、営業利益は

7,721,111千円(前年同期比63.0％増)、経常利益は7,845,568千円(前年同期比62.8％増)、四半期純利益

は4,303,911千円(前年同期比81.5％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」は、特に夏季においてテレビコマーシャルを中心とした広告宣伝活動等による会

員基盤の拡充を図り、当第２四半期連結会計期間末の会員数は1,164万人（前年同期末比421万人増）と

なり、国内 大級のモバイルメディアとして会員基盤を引き続き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が、今後も市場の拡大が見込まれるモバイル広告市場において、戦略的に

大手広告主を含めた広告販売の一層の強化等を図るため、平成20年７月に、株式会社ディーツー コミ

ュニケーションズ及び株式会社サイバー・コミュニケーションズとの間で、広告枠の販売に関する包括

的代理店契約を締結いたしました。一方で、主要な収益源であるアバター関連売上（アバター販売及び

成果報酬型広告）に関しては、各種需要促進企画の活性化による一時的な復調は見られたものの、アバ

ター自体や利用シーンの新規性の不足、健全性施策の強化による若年層のコミュニティレベルの低下等

の複合的な要因による減少傾向が継続いたしました。第３四半期連結会計期間以降、新規性のあるアバ

ターの開発や、SNS以外の他サービスとの連携による利用シーンの拡大によりアバター需要の喚起を図

ってまいりたいと考えております。また、大手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本格的に実施してまいりました。今後は、

モバイルゲームプラットフォームとして、アバター関連売上、広告関連売上以外の新たな主要な収益源

に確立してまいりたいと考えております。 

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、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。加えて、平成20年９月には、

青少年の保護と健全な育成を目的として審査・認定及び啓発・教育活動を行なう第三者機関である有限

責任中間法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（ＥＭＡ）より、「コミュニティサイト運営管理

体制認定基準」に適合するサイトとして認定されました。 

【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
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「ポケットアフィリエイト」は、当第２四半期連結会計期間末の累積媒体主数が53万（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」のサービス等の展開を本格的に開始し、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してまいりました。 

「モバオク」の当第２四半期連結会計期間末の有料会員数は113万人（前年同期末比18万人増）とな

り、課金売上等が順調に推移いたしました。また、当第２四半期連結会計期間末の出品数は314万品

（前年同期末比18万品増）、当第２四半期連結累計期間における取扱高は35,543,149千円（前年同期比

4.7％増）となりました。また、平成20年８月より、従来の個人間の取引を中心とした形態に加えて、

法人及び個人事業主による出店・出品を可能とするストアオークションのサービスを開始し、マーケッ

トプレイスとしての拡大施策を実施してまいりました。 

「モバコレ」は、販売商品の品揃えの充実を図るとともに、女性向けカジュアルブランド系ショッピ

ングサイトの新規開設や男性向けサービスの充実等を通じ、ユーザの趣向に沿った販売戦略の展開を実

施してまいりました。 

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、当第２四半期連結累計期間の営業損益が黒字化いたしました。 

以上の結果、モバイル事業の売上高は14,533,219千円(前年同期比56.6％増)、営業利益は7,951,170

千円(前年同期比57.6％増)となりました。 
  

②Webコマース事業 
  
当第２四半期連結累計期間におきましては、特にオークション＆ショッピングサイト「ビッダーズ」

の新規出店営業の強化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２四半期連結会計期間末の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4,329店（前年同期末比1,733店増）、当第２四半期連結累計期間の取扱高は

18,499,954千円（前年同期比16.3％増）となりました。 

以上の結果、Webコマース事業の売上高は2,466,770千円(前年同期比16.9％増)、営業利益は613,524

千円(前年同期比25.6％増)となりました。 
  

③その他事業 
  
当第２四半期連結累計期間におきましては、インターネット旅行事業を強化・拡大するため、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展開するとともに、ユーザ獲得のための販促活動を実施して

まいりました。 

以上の結果、その他事業の売上高は702,347千円(前年同期比13.5％増)、営業損失は296,254千円（前

年同期は377,958千円の営業損失）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、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。 

  
なお、文中の連結経営成績に関する、前年同期比及び前年同期の数値は参考として記載しておりま

す。 
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①財政状態 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は34,425,291千円（前期末比1,578,056千円増）となりまし

た。 

 流動資産は28,630,835千円（前期末比269,612千円増）となりました。主な増加要因は現金及び預金

が853,572千円増加したことなどによるものであり、主な減少要因は売掛金が546,709千円減少したこと

などによるものであります。 

 固定資産は5,794,455千円（前期末比1,308,443千円増）となりました。主な増加要因は投資有価証券

が1,256,297千円増加したことなどによるものであります。 

 流動負債は9,474,489千円（前期末比1,838,236千円減）となりました。主な減少要因は未払法人税等

が1,617,661千円減少したことなどによるものであります。 

 固定負債は228,993千円（前期末比71,742千円減）となりました。 

 この結果、負債合計は9,703,482千円（前期末比1,909,978千円減）となりました。 

 純資産合計は、24,721,808千円（前期末比3,488,035千円増）となりました。主な増加要因は利益剰

余金が3,411,209千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２四半期連結会計期間末において流動比率302.2％、自己資本比

率68.1％となっております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前期末に比べ853,572千円

増加し、22,633,983千円となりました。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3,842,271千円となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期

純利益7,834,747千円、減価償却費644,604千円であり、主な支出要因は法人税等の支払額4,789,960千

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1,926,322千円となりました。主な支出要因は、投資有価証券の取得

による支出1,261,000千円、無形固定資産の取得による支出450,417千円、有形固定資産の取得による支

出332,085千円であります。  

（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1,019,518千円となりました。主な支出要因は、配当金の支払額

869,518千円、少数株主への配当金の支払額150,000千円であります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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上期（当第２四半期連結累計期間）においては、当社グループの主力事業である「モバゲータウン」

の主要な収益源であるアバター関連売上に関しまして、各種需要促進企画の活性化による一時的な復調

は見られたものの、アバター自体や利用シーンの新規性の不足、健全性施策の強化による若年層のコミ

ュニティレベルの低下等の複合的な要因による減少傾向が継続いたしました。 

今後は、新規性のあるアバターの開発やSNS以外の他サービスとの連携による利用シーンの拡大施策

等を実施していく予定ですが、現時点では業績に与える影響は未定であり、本格的な伸長を業績予想に

織り込めないため、下期（第３四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間）は上期と比較して、

アバター関連売上が減少する計画に変更いたしました。 

一方で、下期においては、「モバゲータウン」における広告関連売上に関して、平成20年７月に、株

式会社ディーツー コミュニケーションズ及び株式会社サイバー・コミュニケーションズとの間で、広

告枠の販売に関する包括的代理店契約を締結し、戦略的に大手広告主を含めた広告販売の一層の強化等

を実施してまいります。加えて、大手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

拡大し、本格的にゲーム分野を中心とする新たな収益源の創出を行ってまいります。また、「モバゲー

タウン」以外のEC関連事業等に関しましては、当初計画のとおり、年末商戦等の季節要因等による売上

の伸長を見込んでおります。 

以上より、下期の売上に関しましては上期と比較して伸長する計画ではありますが、当初計画に対す

る上記アバター関連売上の減少の影響を吸収するには至らず、通期において前回予想を下回る見込みで

あります。 

営業利益に関しましては、下期において、EC関連売上の伸長に伴う仕入、販促費等の増加に加え、新

規性のあるアバター制作及びゲーム開発等の「モバゲータウン」のサービス・コンテンツ等の拡充施策

や会員基盤の一層の強化を目指したTVCM等の積極的な広告宣伝活動、さらには「趣味人倶楽部」等の新

規事業等に対する投資など、来期以降の本格貢献を目指した戦略的な先行投資を積極的に実施する予定

であるため、売上と同様に前回予想を下回る見込みであります。 

今後も、約1,200万人の「モバゲータウン」の会員基盤を 大限活用し、アバター関連、広告関連、

ゲーム関連に加えた新たな収益手段の創出に積極的に取り組むとともに、グループ内サービスのシナジ

ーを 大化することで、多様な収益構造の構築を推進してまいります。 

以上の状況を踏まえ、平成20年4月30日に公表した業績予想を修正いたしました。詳細は平成20年10

月28日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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  該当事項はありません。 

  

  ①固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

②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。 

   該当事項はありません。 

  

① 「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)を第１四半期連結会計期間から適用しておりま

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 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)が適用

されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸資産の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。 

  

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、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

  

4. その他

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

(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）

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(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

(4) 連結の範囲に関する事項の変更
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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２四半期連結会計期間末 
（平成20年９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 22,633,983 21,780,411 

売掛金 3,910,409 4,457,119 

商品 122,262 115,723 

貯蔵品 6,206 12,444 

その他 2,165,776 2,070,258 

貸倒引当金 △207,803 △74,733 

流動資産合計 28,630,835 28,361,223 

固定資産 

有形固定資産 1,078,259 1,141,636 

無形固定資産 

のれん 679,741 721,437 

その他 1,234,455 1,064,987 

無形固定資産合計 1,914,197 1,786,425 

投資その他の資産 

その他 2,882,572 1,571,168 

貸倒引当金 △80,574 △13,218 

投資その他の資産合計 2,801,998 1,557,950 

固定資産合計 5,794,455 4,486,011 

資産合計 34,425,291 32,847,234 

負債の部 

流動負債 

買掛金 385,862 378,086 

未払金 2,354,583 2,703,609 

未払法人税等 3,251,526 4,869,187 

前受金 2,045,257 1,522,552 

その他 1,437,259 1,839,289 

流動負債合計 9,474,489 11,312,725 

固定負債 

ポイント引当金 114,452 142,266 

その他 114,540 158,469 

固定負債合計 228,993 300,735 

負債合計 9,703,482 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 14,795,132 11,383,923 

株主資本合計 23,438,412 20,027,203 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,109 456 

為替換算調整勘定 － 3,678 

評価・換算差額等合計 1,109 4,135 

少数株主持分 1,282,286 1,202,435 

純資産合計 24,721,808 21,233,773 

負債純資産合計 34,425,291 32,847,234 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円) 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

売上高 17,702,337 

売上原価 3,781,555 

売上総利益 13,920,781 

販売費及び一般管理費 6,199,670 

営業利益 7,721,111 

営業外収益 

受取利息 58,603 

受取配当金 180 

契約に基づく債務消滅益 41,824 

業務受託料 19,611 

雑収入 12,531 

営業外収益合計 132,750 

営業外費用 

業務受託費用 4,624 

投資事業組合運用損 3,201 

雑損失 467 

営業外費用合計 8,293 

経常利益 7,845,568 

特別利益 

投資有価証券売却益 5,940 

特別利益合計 5,940 

特別損失 

固定資産除却損 16,761 

特別損失合計 16,761 

税金等調整前四半期純利益 7,834,747 

法人税、住民税及び事業税 3,269,105 

法人税等調整額 31,878 

法人税等合計 3,300,984 

少数株主利益 229,851 

四半期純利益 4,303,911 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 7,834,747 

減価償却費 644,604 

のれん償却額 42,373 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 133,981 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △27,813 

受取利息及び受取配当金 △58,783 

固定資産除却損 16,761 

売上債権の増減額（△は増加） 546,709 

仕入債務の増減額（△は減少） 7,776 

未払金の増減額（△は減少） △351,088 

前受金の増減額（△は減少） 519,740 

その他 △729,810 

小計 8,579,198 

利息及び配当金の受取額 53,034 

法人税等の支払額 △4,789,960 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,842,271 

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 △1,261,000 

有形固定資産の取得による支出 △332,085 

無形固定資産の取得による支出 △450,417 

差入保証金の差入による支出 △28,699 

差入保証金の回収による収入 192,071 

その他 △46,192 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,926,322 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △869,518 

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 △1,019,518 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 896,430 

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 22,633,983 
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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。 

  

  該当事項はありません。 

  

 【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

（単位：千円） 

 
(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 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

14,533,219 2,466,770 702,347 17,702,337 ― 17,702,337

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,284 1,421 1,800 6,507 (6,507) ―

計 14,536,504 2,468,192 704,147 17,708,844 (6,507) 17,702,337

営業利益又は△営業損失 7,951,170 613,524 △296,254 8,268,440 (547,329) 7,721,111

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

㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成21年３月期 第２四半期決算短信

― 10 ―



３ 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、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106,413千円増加し、営業利

益は64,890千円増加しております。 

 なお、前中間連結会計期間のセグメント情報を当第２四半期連結累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）前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

（単位：千円） 

 
  

 【所在地別セグメント情報】 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

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

9,279,371 2,109,830 618,873 12,008,075 ― 12,008,075

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,813 5,521 1,676 9,011 (9,011) ―

計 9,281,184 2,115,351 620,550 12,017,086 (9,011) 12,008,075

営業利益又は△営業損失 5,045,683 488,630 △377,958 5,156,355 (420,660) 4,735,694

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 中間連結損益計算書 

（単位：千円） 

 
  

「参考」

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

 Ⅰ 売上高 12,008,075

 Ⅱ 売上原価 2,381,500

    売上総利益 9,626,574

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,890,879

    営業利益 4,735,694

 Ⅳ 営業外収益

  １ 受取利息 29,698

  ２ 受取配当金 120

  ３ 貯蔵品売却益 44

  ４ 出品キャンセル料収入 2,131

  ５ 契約に基づく債務消滅益 32,636

  ６ 業務受託収入 10,717

  ７ 雑収入 14,328

    営業外収益合計 89,676

 Ⅴ 営業外費用

  １ 株式交付費 203

  ２ 業務受託費用 5,843

  ３ 雑損失 1,083

    営業外費用合計 7,130

    経常利益 4,818,240

 Ⅵ 特別利益

  １ 役員退職慰労引当金戻入益 970

    特別利益合計 970

 Ⅶ 特別損失

  １ 固定資産除却損 31,275

  ２ 本社移転関連費用 129,943

  ３ リース解約損 18,409

  ４ 投資有価証券評価損 5,940

    特別損失合計 185,569

    税金等調整前中間純利益 4,633,640

    法人税、住民税及び事業税 2,247,206

    法人税等調整額 △122,970

    法人税等合計 2,124,236

    少数株主利益 137,776

    中間純利益 2,371,627
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

   税金等調整前中間純利益 4,633,640

   減価償却費 371,970

   のれんの償却額 42,373

   貸倒引当金の増加額 19,023

   退職給付引当金の増加額 5,823

   役員退職慰労引当金の減少額 △12,470

   ポイント引当金の増加額 8,489

   賞与引当金の増加額 105,549

   受取利息及び受取配当金 △29,818

   固定資産除却損 31,275

   本社移転に伴う臨時償却額 58,772

   投資有価証券評価損 5,940

   売上債権の増加額 △839,559

   たな卸資産の減少額 16,914

   前渡金の増加額 △49,718

   仕入債務の減少額 △42,414

   未払金の増加額 313,356

   未払消費税等の減少額 △10,739

   未収消費税等の減少額 5,791

   前受金の増加額 106,197

   その他 △795,259

    小計 3,945,139

    利息及び配当金の受取額 27,955

   法人税等の支払額 △2,032,227

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,940,867

 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

   投資有価証券の取得による支出 △100,000

   有形固定資産の取得による支出 △476,256

   無形固定資産の取得による支出 △455,335

   差入保証金の差入による支出 △627,928

   その他 △3,391

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,529,484

 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 2,251

   配当金の支払額 △249,245

   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 △396,993

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 137

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 14,527

 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中間期末残高 15,659,348

㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成21年３月期 第２四半期決算短信

― 13 ―



(3) セグメント情報 

 【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
（単位：千円） 

 
(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 

 
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(420,660千円)の主なものは、当社の管

理部門等に係る費用であります。 

４  会計方針の変更について 

有形固定資産の減価償却の方法 

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

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

9,279,371 2,109,830 116,937 501,936 12,008,075 ― 12,008,075

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,813 5,521 ― 1,676 9,011 (9,011) ―

計 9,281,184 2,115,351 116,937 503,612 12,017,086 (9,011) 12,008,075

営業費用 4,235,501 1,626,721 56,029 942,479 6,860,731 411,649 7,272,380

営業利益又は△営業損失 5,045,683 488,630 60,907 △438,866 5,156,355 (420,660) 4,735,694

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」「モバデパ」

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
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５ 当中間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、当中間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8,091千円増加し、営業

費用は77,922千円増加し、営業利益は69,830千円減少しており、「その他事業」の売上高は8,091千円減少

し、営業費用は77,922千円減少し、営業利益は69,830千円増加しております。 

 なお、前中間連結会計期間のセグメント情報を当中間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中間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） 

 
  

 【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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】 

 前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

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
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