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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 2,296 ― △281 ― △198 ― △200 ―

20年3月期第2四半期 2,490 2.2 81 △77.5 △33 ― 51 △47.4

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 △1,773.40 ―

20年3月期第2四半期 459.19 457.79

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 6,365 5,825 91.4 51,422.05
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2四半期  5,820百万円 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  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

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  有  

（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。  

(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、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．連結業績予想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2四半期  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  113,183株 20年3月期第2四半期  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２四半期連結会計期間における国内携帯電話市場規模は、割賦販売方式導入による端末機器の高額化が進

む一方、低額料金プランが浸透したことなどで、一般ユーザーの端末買換え需要が減退したことに加え、景気低

迷による消費の冷え込みが追い打ちをかけたことなどから、携帯電話の国内出荷台数が落ち込み、３四半期連続

のマイナス成長となりました。さらに、Apple社の「iPhone ３G」の登場や、T-Mobile USA社がGoogle社のAndroid

を搭載した「T-Mobile G１」の販売を発表するなど、携帯電話業界は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」に向けて、大きな変化の時期を迎えようとしております。　

　一方、モバイルコンテンツ市場におきましては、モバイル広告市場の拡大や携帯電話サービスのオープン化、

検索エンジンの高度化などにより、一般サイトでトラフィックを集めるコンテンツサービスが数多く立ち上がっ

ており、携帯電話コンテンツ事業者においても、異業種との統合や業務提携による自社コンテンツの充実、顧客

の囲い込みに向けた動きが活発化しております。また、携帯電話通信事業者各社が、18歳未満の契約者に対する

フィルタリングサービスについて、2009年初頭からの完全実施を発表するとともに、民間機関「モバイルコンテ

ンツ審査・運用監視機構」が「コミュニティサイト運用管理体制認定制度」に関する審査受付を開始するなど、

当社企業グループを取り巻く事業環境は日々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、主力の国内コンテンツ配信事業における利益率の改善に向け

て、ビジネスモデルの再構築やコスト構造の見直しに注力するとともに、新規事業におきましては、テレビ実況

コミュニティ「おしゃべりテレビ」の試験公開に着手するとともに、各種イベントにおいてデモプレイ公開を実

施するなど、新たなネットワーク・コミュニケーションの創生に向け、事業基盤の強化に取組みました。

　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、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。

①国内コンテンツ配信事業

　国内コンテンツ配信事業におきましては、株式会社ディー・エヌ・エーの「モバゲータウン」や株式会社ミ

クシィが運営する「mixiモバイル」など一般サイトとの連携強化により、公式サイトへの導線確保と集客力の

強化に取組んでまいりました。また、収益の安定化に向けて、ソフトバンクモバイル株式会社向け公式サイト

を月額課金モデルに変更したほか、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモではｉメニュートップページへの広告

出稿と「無料お試し登録」機能を連動させた効果的プロモーション展開などにより、会員数の増加に注力いた

しました。これらの結果、本事業セグメントの売上高は1,099百万円となりました。

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、テレビ実況コミュニティ「おしゃべりテレビ」の公式

サイトを立ち上げ、実証実験を開始するとともに、株式会社アイ・オー・データ機器をはじめ、株式会社バッ

ファローや株式会社ピクセラが提供するワンセグチューナー12機種に対応したほか、大手複合カフェ「アプレ

シオ」へのサービス提供や「ワイヤレスジャパン2008」等の各種イベントにおいてデモプレイ公開を実施いた

しました。

　また、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１百万円となりました。

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、引き続き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35百万円となりました。

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動画配信ソフ

トなど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、新たに多

機能型・長時間携帯電話動画配信システム「movie４U」のASPサービス(ハードウェアを含むアプリケーション

レンタル)の提供を開始したことなどにより、本事業セグメントの売上高は20百万円となりました。
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　これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は1,156百万円となりました。また、損益面におきましては、

ライセンス使用料やサイト運営費が増加したことなどから、営業損失は163百万円となりましたが、営業外収益が

増加したことなどで、経常損失は115百万円、四半期純損失は120百万円となりました。

 

　なお、当第１四半期連結会計期間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

（１）資産、負債及び純資産の状況

①　資産

当第２四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327百万円減少（前期末比4.9％減）し、

6,365百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度末より325百万円減少（前期末比5.7％減）し、5,370百万円となりました。主

な要因は現金及び預金の減少167百万円、未収還付法人税等の減少180百万円であります。固定資産は、前連結

会計年度末より2百万円減少（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による減少30百万円、無形固定資産の取得による増加14百万円、投資有価証券の増加14百

万円であります。

②　負債

当第２四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114百万円減少（前期末比17.5％減）

し、539百万円となりました。主な要因は買掛金の減少58百万円、未払金の減少47百万円であります。

③　純資産

当第２四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213百万円減少（前期末比3.5％減）

し、5,825百万円となりました。主な要因は四半期純損失の計上による利益剰余金の減少200百万円であります。

（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における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,068百万円となり

ました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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、140百万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199百万円、前

渡金の増加額118百万円、法人税等の還付額189百万円であります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果、127百万円の資金使用となりました。主な要因は定期預金の預入による支出100百万円、無

形固定資産の取得による支出15百万円、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、0.3百万円の資金使用となりました。要因は配当金の支払額0.3百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四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

一部簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため、注記を省略しております。　

（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

　・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、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。

　これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、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 2,184,276 2,351,884

受取手形及び売掛金 1,209,366 1,247,045

原材料 1,373 1,356

仕掛品 233,106 284,937

未収還付法人税等 － 180,997

繰延税金資産 735 1,547

短期貸付金 1,550,000 1,550,000

その他 198,277 84,982

貸倒引当金 △6,600 △6,992

流動資産合計 5,370,536 5,695,759

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 51,020 55,233

工具、器具及び備品（純額） 44,545 58,183

有形固定資産合計 95,566 113,417

無形固定資産   

のれん 73,020 78,236

その他 56,486 50,263

無形固定資産合計 129,506 128,499

投資その他の資産   

投資有価証券 52,898 38,673

長期貸付金 477,000 477,000

繰延税金資産 1,534 1,530

その他 238,131 238,283

投資その他の資産合計 769,563 755,486

固定資産合計 994,636 997,403

資産合計 6,365,172 6,693,163



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 232,157 290,806

未払金 183,828 231,035

未払法人税等 17,982 17,774

繰延税金負債 － 11,545

その他 105,268 102,668

流動負債合計 539,236 653,828

負債合計 539,236 653,828

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 △468,572 △267,853

株主資本合計 5,830,547 6,031,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △112 △1,387

繰延ヘッジ損益 △10,333 －

評価・換算差額等合計 △10,445 △1,387

少数株主持分 5,834 9,455

純資産合計 5,825,935 6,039,334

負債純資産合計 6,365,172 6,693,163



（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 2,296,680

売上原価 1,595,667

売上総利益 701,013

販売費及び一般管理費 982,982

営業損失（△） △281,968

営業外収益  

受取利息 68,899

持分法による投資利益 3,410

為替差益 1,363

その他 9,684

営業外収益合計 83,358

経常損失（△） △198,610

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（△） △199,614

法人税、住民税及び事業税 11,285

法人税等調整額 △10,737

法人税等合計 547

少数株主利益 556

四半期純損失（△） △200,719



（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 1,156,356

売上原価 834,239

売上総利益 322,116

販売費及び一般管理費 485,559

営業損失（△） △163,442

営業外収益  

受取利息 35,130

持分法による投資利益 5,426

その他 8,337

営業外収益合計 48,894

営業外費用  

為替差損 1,291

営業外費用合計 1,291

経常損失（△） △115,839

税金等調整前四半期純損失（△） △115,839

法人税、住民税及び事業税 1,965

法人税等調整額 2,124

法人税等合計 4,090

少数株主利益 172

四半期純損失（△） △120,101



（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（△） △199,614

減価償却費 30,023

のれん償却額 5,252

貸倒引当金の増減額（△は減少） △392

受取利息及び受取配当金 △68,899

為替差損益（△は益） 234

持分法による投資損益（△は益） △3,410

固定資産除却損 254

和解金 750

売上債権の増減額（△は増加） 37,679

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,175

前渡金の増減額（△は増加） △118,556

仕入債務の増減額（△は減少） △58,649

未払金の増減額（△は減少） △46,667

その他 △4,880

小計 △376,701

利息及び配当金の受取額 69,038

和解金の支払額 △750

法人税等の還付額 189,276

法人税等の支払額 △21,325

営業活動によるキャッシュ・フロー △140,461

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 △100,600

有形固定資産の取得による支出 △2,329

無形固定資産の取得による支出 △15,120

投資有価証券の取得による支出 △10,000

その他 919

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,130

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △381

財務活動によるキャッシュ・フロー △381

現金及び現金同等物に係る換算差額 △234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △268,208

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 2,068,356



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

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
1,099,359 1,567 35,092 20,337 1,156,356 － 1,156,356

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － 4,365 4,365 (4,365) －

計 1,099,359 1,567 35,092 24,702 1,160,721 (4,365) 1,156,356

営業利益又は営業損失

（△）
115,051 △82,332 △12,562 1,467 21,624 (185,066) △163,442

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）

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
2,190,963 5,144 52,765 47,807 2,296,680 － 2,296,680

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － 4,365 4,365 (4,365) －

計 2,190,963 5,144 52,765 52,172 2,301,045 (4,365) 2,296,680

営業利益又は営業損失

（△）
326,755 △187,454 △22,121 12,318 129,497 (411,466) △281,968

　（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
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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、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。この変更による当第２四半期連結累計期間の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、第１四半期連結会計期間より、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２四半期連結累計期間における国内受託事業の売上高は18,899千円、営業

利益は612千円であります。

〔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。
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「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  2,490,686 100.0

Ⅱ　売上原価  1,456,229 58.5

売上総利益  1,034,457 41.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  952,602 38.2

営業利益  81,854 3.3

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 13,797   

２．為替差益 86   

３．未払配当金除斥益 1,310   

４．その他 1,899 17,093 0.7

Ⅴ　営業外費用    

１．持分法による投資損失 132,239   

２．その他 609 132,848 5.4

経常損失  33,900 △1.4

Ⅵ　特別利益    

１．投資有価証券売却益 28,805 28,805 1.2

Ⅶ　特別損失    

１．投資有価証券評価損 12,715 12,715 0.5

税金等調整前中間純損失  17,810 △0.7

法人税、住民税及び事業税 25,924   

法人税等調整額 △96,427 △70,503 △2.8

少数株主利益  721 0.0

中間純利益  51,972 2.1
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（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 △17,810

減価償却費 28,767

のれん償却額 5,215

貸倒引当金の減少額 △204

受取利息及び受取配当金 △13,797

為替差益 △120

 持分法による投資損失 132,239

 持分法適用会社への未実現利益調整額 883

 投資有価証券売却益 △28,805

投資有価証券評価損 12,715

売上債権の減少額 56,949

 たな卸資産の減少額 105,466

 仕入債務の減少額 △15,562

 未払金の増加額 17,564

 その他 △40,385

小計 243,117

 利息及び配当金の受取額 9,718

 法人税等の還付額 1,256

 法人税等の支払額 △352,842

営業活動によるキャッシュ・フロー △98,750

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 △600

有形固定資産の取得による支出 △26,709

無形固定資産の取得による支出 △5,323

関係会社貸付けによる支出 △279,000

その他 380

投資活動によるキャッシュ・フロー △311,252

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △110,557

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,557

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 120

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △520,440

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中間期末残高 4,705,975
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（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）

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
2,191,466 180,451 50,245 68,522 2,490,686 － 2,490,686

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

9,530 768 － 2,340 12,638 (12,638) －

計 2,200,996 181,219 50,245 70,862 2,503,324 (12,638) 2,490,686

営業費用 1,690,208 188,141 73,894 65,515 2,017,759 391,072 2,408,831

営業利益又は営業損失

（△）
510,788 △6,922 △23,648 5,346 485,565 (403,710) 81,854

〔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）

 　　　 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〕

      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。　
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６．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第２四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）

国内コンテンツ配信事業（千円） 237,840

カジュアルコミュニケーション事業

（千円)
－

海外事業（千円） 18,383

その他の事業（千円） 17,029

合計（千円） 273,253

　（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２四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）

国内コンテンツ配信事業（千円） 1,099,359

カジュアルコミュニケーション事業

（千円）
1,567

海外事業（千円） 35,092

その他の事業（千円） 20,337

合計（千円） 1,156,356

　（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２四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） 割合（％）

 ＮＴＴドコモ 724,077 62.6

 ＫＤＤＩ 225,726 19.5

 ソフトバンクモバイル 81,807 7.1

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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