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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 6,633 ― △325 ― △357 ― △1,865 ―
20年3月期第2四半期 6,632 14.5 △270 ― △266 ― △1,300 ―

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 △30,146.42 ―
20年3月期第2四半期 △21,207.33 ―

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 7,423 5,435 67.5 80,866.36
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2四半期  5,010百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 13,300 1.0 △660 ― △700 ― △2,260 ― △36,501.99

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2四半期  61,970株 20年3月期  61,760株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  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2四半期  61,866株 20年3月期第2四半期  61,388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２四半期連結会計期間（７－９月期）の売上高は3,399百万円となりました。メディア事業につきましては、

オリンピック開催年といった広告需要への効果は限定的で、また、広告主のニーズがディスプレー型の広告商品から

検索連動に代表されるパフォーマンス型へとシフトするなど、ブランディング広告やディスプレー型広告を強みとす

る当社にとって厳しい営業展開となりました。そのため、当セグメントの売上高は990百万円と低い水準にとどまり

ました。エンタテインメント事業は、夏に予定していたオンラインゲームの新タイトル投入が遅れたものの、音楽コ

ンテンツ配信のサービス数を増やすとともに、インターネット接続サービスの利用者数を安定的に伸ばすことがで

き、堅調な推移となりました。このような状況により当セグメントの売上高は2,311百万円となりました。 

 利益面につきましては223百万円の営業損失となりました。メディア事業における収益性回復が厳しく、当セグメ

ントは26百万円の営業損失を計上しました。また、エンタテインメント事業につきましては、増収傾向にあるものの

原価率の高い収益構造にあるため、当セグメントの営業利益は170百万円にとどまりました。さらに、平成20年5月に

営業を開始したＦＸ事業の収益を計上する金融サービス事業では、取引手数料の低価格競争によって収益が伸び悩む

状況で、開業に伴う費用負担が重なったことで利益を圧迫し、当セグメントは66百万円の営業損失となりました。先

行投資的に取り組むＥコマースや欧州でのモバイルサービスの収益を計上するその他事業については、118百万円の

営業損失を計上しております。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は182百万円となっており

ます。 

 最終損益は、1,476百万円の当期純損失となりました。当第２四半期決算において有形固定資産、無形固定資産及

びリース資産の評価をしたところ、減損損失を738百万円認識する必要が生じました。また、保有する提携先の投資

有価証券（株式）につきましても減損処理による評価損を235百万円計上することとなりました。これらの特別損失

を計上したほか、税効果会計における将来の課税所得を合理的に見積もることが難しいとの判断から、繰延税金資産

を取り崩しすることにいたしました。これによって法人税等調整額を141百万円（控除項目）計上いたしました。 

 なお、平成21年３月期第１四半期（４－６月期）に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年
３月期第１四半期決算短信（平成20年８月７日開示）をご参照ください。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末（第２四半期末）の総資産は、前連結会計年度末から1,215百万円減少し7,423百万円

となりました。 

 四半期純損失を第１四半期（４－６月期）で388百万円、第２四半期（７－９月期）で1,476百万円計上しました

が、減損損失や投資有価証券評価損等の非資金性の損失要因が大きく、現金及び預金の前年度末から減少額は275百

万円にとどまりました。受取手形及び売掛金は前年度末から131百万円増加し2,402百万円となりました。これはイン

ターネット接続サービスの増収によるもののほか、平成20年９月開催した音楽イベント「Excite Music Festival」

の興行収入が計上されているためであります。 

 固定資産につきましては、音楽コンテンツ配信事業に係る無形固定資産（ソフトウェア）の取得に90百万円を投資

しましたが、第２四半期決算における減損処理により有形及び無形固定資産が合計で前年度末から544百万円減少し

ました。また、投資その他資産では、保有する投資有価証券の評価減により前年度末に比べ269百万円減少しまし

た。 

 負債につきましては、有形・無形固定資産の減損処理と併せてファイナンスリースにて保有するリース資産につい

ても減損処理をすることとなり、当第２四半期末で335百万円のリース資産減損勘定を計上しております。 

 純資産は前年度末に比べ1,788百万円減少し5,435百万円となりました。当第1～２四半期合計で1,865百万円の四半

期純損失を計上したことにより当第２四半期末の利益剰余金が△1,875百万円となったためであります。これらの結

果、当第２四半期末の自己資本比率は、前年度末比11.8ポイント減の67.5％となりました。 

      

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の通期連結業績予想について修正いたしました。内容につきましては、本日（平成20年11月４日）

発表の「平成21年３月期 業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  



 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）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、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。 

  なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣布令」（平成20年８月７日内閣府令第50

号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

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、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

れ損失額が第２四半期連結会計期間で4,499千円、第２四半期連結累計期間で12,962千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。 

  



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 3,844,722 4,120,513

受取手形及び売掛金 2,402,319 2,270,954

たな卸資産 17,965 66,438

その他 179,503 371,486

貸倒引当金 △51,334 △34,237

流動資産合計 6,393,175 6,795,154

固定資産   

有形固定資産 29,626 160,412

無形固定資産   

のれん 2,091 124,675

その他 474,011 764,704

無形固定資産合計 476,103 889,380

投資その他の資産   

投資有価証券 310,663 542,413

その他 220,555 257,460

貸倒引当金 △6,131 △4,921

投資その他の資産合計 525,087 794,952

固定資産合計 1,030,817 1,844,745

資産合計 7,423,992 8,639,899

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,105,479 938,784

未払法人税等 37,152 115,445

引当金 81,957 －

その他 409,358 348,494

流動負債合計 1,633,947 1,402,725

固定負債   

長期未払金 10,863 13,176

リース資産減損勘定 335,445 －

繰延税金負債 8,058 －

固定負債合計 354,368 13,176

負債合計 1,988,315 1,415,901

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,229,096 3,227,467

資本剰余金 3,649,978 3,648,348

利益剰余金 △1,875,163 △10,115

自己株式 △4,800 △4,800

株主資本合計 4,999,111 6,860,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,594 △11,224

評価・換算差額等合計 11,594 △11,224

新株予約権 160,730 137,058

少数株主持分 264,240 237,263

純資産合計 5,435,676 7,223,998

負債純資産合計 7,423,992 8,639,899



（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 6,633,219

売上原価 4,174,477

売上総利益 2,458,742

販売費及び一般管理費 2,784,702

営業損失（△） △325,959

営業外収益  

受取利息 7,071

受取配当金 975

その他 4,430

営業外収益合計 12,476

営業外費用  

持分法による投資損失 41,881

その他 2,231

営業外費用合計 44,113

経常損失（△） △357,596

特別利益  

投資有価証券売却益 6,719

新株予約権戻入益 9,560

特別利益合計 16,280

特別損失  

固定資産除却損 10,366

減損損失 830,119

投資有価証券評価損 235,441

リース解約損 72,737

関係会社整理損 92,616

その他 9,612

特別損失合計 1,250,895

税金等調整前四半期純損失（△） △1,592,210

法人税、住民税及び事業税 26,588

法人税等調整額 219,272

法人税等合計 245,860

少数株主利益 26,976

四半期純損失（△） △1,865,048



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,399,521

売上原価 2,216,963

売上総利益 1,182,558

販売費及び一般管理費 1,406,068

営業損失（△） △223,510

営業外収益  

受取利息 4,453

その他 2,820

営業外収益合計 7,273

営業外費用  

持分法による投資損失 32,343

その他 1,418

営業外費用合計 33,761

経常損失（△） △249,998

特別利益  

投資有価証券売却益 6,719

リース解約違約金清算益 5,121

新株予約権戻入益 9,560

特別利益合計 21,402

特別損失  

固定資産除却損 10,366

減損損失 738,874

投資有価証券評価損 235,441

関係会社整理損 92,616

その他 9,612

特別損失合計 1,086,911

税金等調整前四半期純損失（△） △1,315,506

法人税、住民税及び事業税 8,989

法人税等調整額 141,492

法人税等合計 150,482

少数株主利益 10,876

四半期純損失（△） △1,476,865



（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損失（△） △1,592,210

減価償却費及びその他の償却費 164,249

株式報酬費用 33,232

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,307

引当金の増減額（△は減少） 81,957

受取利息及び受取配当金 △8,046

持分法による投資損益（△は益） 41,881

新株予約権戻入益 △9,560

固定資産除却損 10,396

リース解約損 72,140

減損損失 830,119

投資有価証券売却損益（△は益） △6,719

投資有価証券評価損益（△は益） 235,441

事業整理損失 92,616

売上債権の増減額（△は増加） △132,575

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,038

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,743

仕入債務の増減額（△は減少） 166,694

その他の流動負債の増減額（△は減少） 25,115

長期未払金の増減額（△は減少） △2,312

その他 153

小計 51,176

利息及び配当金の受取額 8,046

リース解約損の支払額 △72,140

法人税等の支払額 △88,419

営業活動によるキャッシュ・フロー △101,337

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 △13,319

有形固定資産の除却による支出 △8,100

無形固定資産の取得による支出 △144,744

投資有価証券の取得による支出 △16,265

投資有価証券の売却による収入 6,720

その他 △2,004

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,712

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 3,259

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △275,791

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 3,844,722



 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。 

 なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣布令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条

第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

（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  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

 （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。 

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２四半期連結累計期間における「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15,497千円、122,344千円減少しており

ます。 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 単位：千円 

  
メディア 
事業 

エンタテ
インメン
ト事業 

金融サービ
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 
990,543 2,312,224 8,303 88,449 3,399,521  － 3,399,521 

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
△5 △244 － 17,220 16,970 △16,970  －

  計 990,538 2,311,980 8,303 105,669 3,416,492  △16,970 3,399,521 

 
営業利益又は 

営業損失（△） 
△26,953 170,950 △66,914 △118,199 △41,117 △182,393 △223,510 

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 

  
メディア 
事業 

エンタテ
インメン
ト事業 

金融サービ
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 
2,030,479 4,382,617 15,497 204,625 6,633,219  － 6,633,219 

(2）

 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
108 － － 30,500 30,608 △30,608  －

  計 2,030,587 4,382,617 15,497 235,125 6,663,827  △30,608 6,633,219 

 
営業利益又は 

営業損失（△） 
△16,223 370,711 △122,344 △209,104 23,039 △348,999 △325,959 

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 



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） 

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損失が

第２四半期連結会計期間で4,429千円増加、第２四半期連結累計期間で7,488千円増加しているほか、その他

事業の営業損失が第２四半期連結会計期間で69千円増加、第２四半期連結累計期間で5,473千円増加してお

ります。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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） 

 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。 

  

  

〔海外売上高〕  

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第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。 



  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
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） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        6,632,388  100.0

Ⅱ 売上原価        4,043,995  61.0

売上総利益        2,588,392  39.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,859,321  43.1

営業損失（△）        △270,928  △4.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  6,221            

２．受取配当金  1,409            

３．持分法による投資利益  153            

４．その他  6,759  14,544  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．開業費  5,369            

２．その他  4,768  10,137  0.1

経常損失（△）        △266,521  △4.0

Ⅵ 特別利益                  

１．事業譲渡益  22,096            

２．その他  386  22,482  0.4

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  2,478            

２．投資有価証券評価損  823,761            

３．クレーム処理損失  16,084            

４．事業撤退に伴う商品評価損  196,419            

５．その他  13,607  1,052,350  15.9

税金等調整前中間純損失（△）        △1,296,389  △19.5

法人税、住民税及び事業税  52,412            

法人税等調整額  △47,969  4,442  0.1

少数株主利益        125  0.0

中間純損失（△）        △1,300,707  △19.6

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失  △1,296,389

 減価償却費  25,003

 権利金償却費  31,685

 ソフトウェア償却費  114,499

 のれん償却額  25,685

 持分法による投資利益  △153

 返品調整引当金の減少額  △4,036

 ポイント引当金の増加額  13,253

 受取利息  △6,221

 株式報酬費用  36,899

 事業譲渡益  △22,096

 投資有価証券評価損  823,761

 クレーム処理損失  16,084

 事業撤退に伴う商品評価損  196,419

 売上債権の減少額  74,406

 たな卸資産の増加額  △54,728

 その他流動資産の減少額  51,361

 仕入債務の増加額  320,223

 未払金の減少額  △76,507

 未払費用の増加額  45,660

 その他流動負債の増加額  99,976

 その他  32,111

小計  446,897

 利息の受取額  5,904

 クレーム処理損失の支払額  △16,084

 法人税等の支払額  △296,389

 その他  12,457

営業活動によるキャッシュ・フロー  152,786

Ⅱ 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  △261,232

 有形固定資産の取得による支出  △2,612

 無形固定資産の取得による支出  △324,224

 事業譲受による支出  △172,107

 敷金保証金の回収による収入  9,350

 その他の投資活動による収入  2,591

投資活動によるキャッシュ・フロー  △748,234

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  3,930

 配当金の支払額  △45,948

財務活動によるキャッシュ・フロー  △42,017

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △637,466

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,696,132

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  4,058,666

  



（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） 

  

  
メディア事業 
（千円） 

エンタテイン
メント事業 
（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             

(1）外部顧客に対する売上高  2,374,991  4,017,237  240,159  6,632,388  －  6,632,388

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,115  －  46,150  50,265 (50,265)  －

計  2,379,107  4,017,237  286,309  6,682,654 (50,265)  6,632,388

営業費用  2,407,120  3,740,392  431,418  6,578,932  324,385  6,903,317

営業利益又は営業損失（△）  △28,013  276,844  △145,109  103,722 (374,651)  △270,928



  

６．その他の情報  

「補足資料」 

（１）売上区分別の販売実績 

 ① 四半期連結累計期間 

  

 ② 四半期連結会計期間 

 ※四半期連結会計期間の数値（３ヶ月情報）は当期より算出しております。 

  

区分 

前第２四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日）

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） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

広告  2,125,634 32.0%  1,843,327 27.8% 

課金コンテンツサービス  2,001,187 30.2%  2,241,836 33.8% 

フレンズ  316,765    252,541   

恋愛結婚  102,138    86,233   

オンラインゲーム  625,529    739,172   

音楽コンテンツ配信  919,921    1,080,440   

その他  36,832    83,448   

ブロードバンドサービス  1,378,737 20.8%  1,967,236 29.7% 

Ｅコマース  872,750 13.2%  448,441 6.8% 

その他  254,079 3.8%  132,377 2.0% 

合計  6,632,388 100.0%  6,633,219 100.0% 

区分 

当第２四半期連結会計期間

（自 平成20年７月１日 

  至 平成20年９月30日） 

    金額（千円） 構成比（％） 

広告        922,683 27.1% 

課金コンテンツサービス        1,145,604 33.7% 

フレンズ          124,147   

恋愛結婚          43,569   

オンラインゲーム          376,678   

音楽コンテンツ配信          552,130   

その他          49,078   

ブロードバンドサービス          1,012,159 29.8% 

Ｅコマース          265,460 7.8% 

その他          53,613 1.6% 

合計          3,399,521 100.0% 



（２）販売費及び一般管理費の明細 

 ① 四半期連結累計期間 

  

 ② 四半期連結会計期間 

※四半期連結会計期間の数値（３ヶ月情報）は当期より算出しております。 

  

区分 

前第２四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日）

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） 

金額（千円） 金額（千円） 

広告宣伝費  157,298  137,591

販売手数料  176,922  182,190

販売促進費  63,743  95,079

業務提携料  267,049  248,464

ロイヤリティ  129,382  121,358

総人件費  952,349  969,439

業務委託費  473,271  474,545

減価償却費  25,003  29,685

ソフトウェア償却費  111,116  88,405

権利金償却費  3,999  3,910

のれん償却  1,819  14,110

事務所家賃  136,386  136,331

その他  360,978  283,590

合計  2,859,321  2,784,702

区分 

  

  

当第２四半期連結会計期間

（自 平成20年７月１日 

  至 平成20年９月30日） 

金額（千円） 

広告宣伝費        67,276

販売手数料        90,797

販売促進費        58,260

業務提携料        134,070

ロイヤリティ        59,592

総人件費        491,812

業務委託費        232,654

減価償却費        15,632

ソフトウェア償却費        39,948

権利金償却費        1,910

のれん償却        10,608

事務所家賃        68,583

その他        134,921

合計        1,406,068
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