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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 37,607 26.5 15,843 25.1 16,099 25.6 7,956 17.4
20年3月期 29,736 109.7 12,662 181.0 12,820 177.4 6,776 166.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 16,515.19 ― 36.1 45.9 42.1
20年3月期 13,978.17 13,944.00 40.4 47.5 42.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 37,335 25,654 64.5 50,748.75
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  24,091百万円 20年3月期  20,031百万円

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

21年3月期 9,471 △3,752 △4,020 23,435
20年3月期 9,207 △2,682 △390 21,780

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 1,800.00 1,800.00 874 12.9 5.2
21年3月期 ― 0.00 ― 1,800.00 1,800.00 854 10.9 3.9

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 1,800.00 1,800.00 10.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

19,000 7.3 7,000 △9.3 7,100 △9.5 3,900 △9.4 8,215.20

通期 43,000 14.3 16,000 1.0 16,200 0.6 8,500 6.8 17,904.91
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、28ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) 1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり情報」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 485,966株 20年3月期 485,966株

② 期末自己株式数 21年3月期  11,236株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 30,064 24.9 13,074 21.5 13,663 21.5 6,833 6.2
20年3月期 24,068 129.9 10,758 248.6 11,250 253.3 6,437 209.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 14,185.39 ―

20年3月期 13,279.05 13,246.58

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 29,411 21,719 73.8 45,751.51
20年3月期 26,995 18,759 69.5 38,602.94

（参考） 自己資本 21年3月期  21,719百万円 20年3月期  18,759百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（1） 連結業績予想に関して 
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、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」を
ご覧ください。 
 
（2） 配当予想金額に関して 
当社は業績連動型の配当を実施することを基本方針としており、22年３月期(予想)の連結配当性向は10％を目安としておりますが、今後の業績の変動等
により配当性向及び配当金額等は変動する可能性がございます。 
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（当期の経営成績） 

 当連結会計年度における我が国経済は、米国の金融危機を発端とする世界経済の減速が秋以降深刻化

していることを背景に、輸出、生産及び企業収益とも大幅に減少し、雇用環境の悪化から個人消費も弱

まり、景気が急速に悪化してまいりました。 

 一方で、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12月

末には、FTTH、DSL等のブロードバンド契約数は3,010万回線となり、インターネット接続サービス契約

数の89.6％を占めております（総務省調べ）。また、平成21年３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9,963万人となり、加入者全体の92.7％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、当社グループは当連結会計年度におきまして、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 one モバオ

ク」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、当連結会計年度のグループ総取扱高（注）は132,744,906千円(前期比10.6％増)とな

り、また、当社グループの売上高は37,607,334千円(前期比26.5％増)、営業利益は15,843,362千円(前

期比25.1％増)、経常利益は16,099,451千円(前期比25.6％増)、当期純利益は7,956,058千円(前期比

17.4％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 one モバオ

ク」、「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」の当連結会計年度末の会員数は1,344万人（前期末比357万人増）となり、10代中

心のユーザ構成から20代以上へと会員の裾野を拡大しながら、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。加えて、投稿系コンテンツの強化・拡充や、サービス利便性

向上及びコミュニティ活性化のための機能開発等を積極的に実施することで、ユーザのアクティビティ

の推移に改善傾向が見受けられ、月間187億ページビュー、日次平均６億ページビュー（平成21年３月

度）を誇る規模へと成長してまいりました。 

 収益面においては、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、第２四半期連

結累計期間において、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が、第３四半期連結会計

期間において、継続的なアバター需要促進企画の活性化等が奏功し、引き続き主要な収益源として伸長

いたしました。加えて、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

ーンの拡大施策にも着手しており、アバター需要の喚起を今後もより一層図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 広告関連売上に関しては、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

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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理店契約を締結いたしました。これにより、下期において純広告の売上が大きく伸長いたしました。一

方で、大手広告主とのタイアップ広告、検索・コンテンツ連動型広告の売上は、景況感の悪化等による

影響等を一部受けましたが、営業体制の再構築、新たな商品開発などの施策を通じ、広告主の裾野を拡

大してまいりたいと考えております。 

 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ゲーム関連売上に関しては、新規タイ

トルの拡充とともに、既存ゲームにおける購入アイテムの追加やゲーム内企画等の促進により、着実に

成長してまいりました。今後は、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、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一般

社団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用管理体制認

定基準」に適合するサイトとして認定されました。認定以降も、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配置の 適化などを通じ、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。 

 「ポケットアフィリエイト」は、当連結会計年度末の累積媒体主数が56万（前期末比６万増）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・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」

が新規収益源として立ち上がり、既存のネットワーク力を活かした総合的な広告配信サービスの強化に

着手してまいりました。 

 「モバオク」は、「モバゲータウン」との連携強化等により当連結会計年度末の有料会員数が118万

人（前期末比10万人増）と堅調に推移し、課金売上等が順調に拡大いたしました。月間平均出品数（平

成21年３月度）は371万品（前年同月比37万品増）、当連結会計年度における取扱高は77,067,962千円

（前期比5.6％増）となりました。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。また、サービスブランド力の強化を図るた

め、平成20年10月より「auオークション」を「au one モバオク」に名称変更し、「モバオク」にブラ

ンド統合するとともに、新規入会無料キャンペーンやTVCM等のプロモーション施策にも取り組んでまい

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。また、商品力の強化や新規顧客層の開拓を目指し、ファッションブランド等との

商品企画開発などにも取り組んでまいりました。 

 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加え

て、当社グループ外のEC事業者等による利用拡大施策も強化してまいりました。さらに、携帯キャリア

決済に対応することで総合決済機能の充実を図り、決済規模の順調な拡大に伴い営業損益が構造的に黒

字化いたしました。 

 以上の結果、モバイル事業の売上高は30,729,729千円(前期比30.0％増)、営業利益は16,249,061千円

(前期比23.5％増)となりました。 

  

②Webコマース事業 

  

 当連結会計年度におきましては、引き続き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」、eショッピングモールサイト「auショッピングモール」及び「モバデパ」等のモバイル分野が好

調に推移いたしました。また、マーケットプレイスとしての基盤の強化及び拡大のために、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も積極的に取り組んでまいりました。

 当連結会計年度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4,777店（前期末比1,464店増）、当連結会計年度の取扱高は39,409,317千円（前期比12.6％増）
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となりました。 

 以上の結果、Webコマース事業の売上高は5,287,367千円(前期比17.8％増)、営業利益は1,350,849千

円(前期比22.7％増)となりました。 

  

③その他事業 

  

 当連結会計年度におきましては、旅行代理店事業におけるインターネット旅行サービスを強化・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」をはじめとした新規事業に関しては、事業領域の拡大を目指

した戦略的な取り組み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1,590,237千円(前期比1.2％減)、営業損失は614,066千円（前期

は695,538千円の営業損失）となりました。 

 なお、株式会社エアーリンクにおいて、当社グループのPC及び携帯電話上のインターネットサービス

における総合的な集客力を活かすことで、グループとしてのシナジー効果が十分に見込めるものと考え

ておりましたが、当初想定していた収益計画どおりに進展していないため、「固定資産の減損に係る会

計基準」に基づき、旅行代理店事業に係る固定資産282,364千円並びに同社及び株式会社瀧本に係るの

れんの未償却残高の全額636,691千円を減損処理し、合計919,055千円の減損損失を特別損失に計上いた

しました。 

  

（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、当連結会

計年度より「その他事業」に含めることといたしました。そのため、前連結会計年度の数値を変更後の事業区分に組み替え

て、前期比較を行っております。 

  

（次期の見通し） 

 当社グループでは、引き続きモバイル分野に経営資源を重点的に配分すると同時に、新たな事業領域

への進出も積極的に検討してまいる方針です。 

 当社グループ全体の業績を牽引している「モバゲータウン」に関しましては、当連結会計年度末

1,344万人のユーザ規模を誇る国内 大級のモバイルメディアとしての媒体力を活かし、コミュニティ

機能をサービスの軸に据えつつ新規及び既存コンテンツ・サービス等の強化に積極的に取り組んでまい

ります。特にゲーム関連サービスの収益力強化並びに新規性のあるアバターの投入及び利用シーンの拡

大によるアバター需要の再活性化に注力しながら、携帯総合ポータルサイトとして会員基盤の強化、サ

ービス領域の拡大、収益源の多様化等を引き続き推進してまいります。 

 なお、「モバゲータウン」の広告関連売上に関しましては、景気の悪化により大手広告主の広告宣伝

費用の抑制などの影響が想定されますが、広告販売体制の再構築によりモバイル広告市場の開拓を引き

続き推進してまいります。「ポケットアフィリエイト」に関しましては、媒体開拓や商品開発を含めて

国内 大級の広告配信ネットワークとしてさらなる拡大を目指してまいりたいと考えております。 

 サイトの健全性の維持に関しましては、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

の人員配置の 適化などを通じ、システム面、人員面双方における監視体制の強化を継続的に実施して

まいります。加えて、サイト内でのユーザへの啓蒙活動に止まらず、携帯インターネットの健全な利用

方法等に関する幅広い啓蒙活動の展開も実施してまいりたいと考えております。 

 「モバオク」、「モバコレ」、「ビッダーズ」、ペイジェント等のEC関連事業に関しましては、「モ

バゲータウン」との連携を引き続き強化することで、グループ内シナジーの 大化を目指すとともに、

モバイルを中心に多様なサービス領域における事業展開の強みを発揮しつつ売上を拡大してまいりたい

と考えております。 

 その他事業に関しましては、株式会社エアーリンクにおいて財務基盤の健全化を図るとともに、イン

ターネット旅行サービスのさらなる強化・拡大により、収益の改善を目指してまいります。また、新た

な収益源の創出のため、「趣味人倶楽部」等の新規事業の推進にも引き続き取り組んでまいります。 

 国際展開に関しましては、中国及び米国を中心とする英語圏における事業推進に注力してまいりたい
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と考えております。 

 以上により、平成22年３月期の連結の業績見通しにつきましては、ゲーム関連売上やEC関連売上等が

伸長する一方で、新サービス投入時期等の不確定要素の多いアバター関連売上及び景気悪化等の影響を

考慮した広告関連売上等の利益率の高い収益源は保守的な計画としているため、売上高43,000百万円、

営業利益16,000百万円、経常利益16,200百万円、当期純利益8,500百万円を見込んでおります。 

  

 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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありま

す。 
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 ①財政状態 

 当連結会計年度末の総資産は37,335,110千円(前期末比4,487,876千円増)となりました。 

 流動資産は32,418,643千円(前期末比4,057,420千円増)となりました。主な増加要因は、現金及び預

金が1,660,421千円増加、有価証券が1,027,584千円増加、売掛金が821,008千円増加したことなどによ

るものであります。 

 固定資産は4,916,467千円(前期末比430,455千円増)となりました。主な増加要因は、投資有価証券が

1,147,337千円増加したことなどによるものであり、主な減少要因は、のれんが721,437千円減少したこ

となどによるものであります。 

 流動負債は11,510,922千円(前期末比198,197千円増)となりました。主な増加要因は、預り金が

759,384千円増加、未払金が328,814千円増加したことなどによるものであり、主な減少要因は、未払法

人税等が955,083千円減少したことなどによるものであります。 

 固定負債は、169,611千円(前期末比131,123千円減)となりました。主な減少要因は、固定負債のその

他に含んでいるリース資産減損勘定が64,041千円減少、ポイント引当金が63,118千円減少したことなど

によるものであります。 

 この結果、負債合計は11,680,534千円(前期末比67,073千円増)となりました。 

 純資産合計は25,654,576千円(前期末比4,420,802千円増)となりました。主な増加要因は、利益剰余

金が7,063,357千円増加したことなどによるものであり、主な減少要因は自己株式の取得2,999,993千円

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、当連結会計年度末において流動比率281.6％、自己資本比率64.5％と

なっております。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ

1,655,421千円増加し、23,435,832千円となりました。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9,471,163千円（前期比263,859千円増）となりました。 

 主な収入要因は、税金等調整前当期純利益15,140,695千円であり、主な支出要因は法人税等の支払額

7,698,815千円であります。 

 （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3,752,489千円（前期比1,070,249千円増）となりました。 

 主な支出要因は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出2,170,689千円、無形固定資産の取得

による支出1,145,607千円などであります。 

 （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4,020,394千円（前期比3,630,139千円増）となりました。 

 主な支出要因は、自己株式の取得による支出2,999,993千円及び配当金の支払額870,401千円などであ

ります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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 当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対する利益還元を行うことを重要な経営課題として認識

しております。配当による利益還元につきましては、業績連動型の配当を実施することを基本方針とし

ておりますが、引き続き今後の事業拡大に備えて内部留保の充実を図る必要があることを勘案し、連結

配当性向は10％を目処としております。また、株価や経営環境の変化に対する機動的な対応や資本政策

及び株主に対する利益還元の一方法として、自己株式の取得等も、適宜検討の上行ってまいります。 

 上記方針の下、当事業年度の配当金に関しましては、当社普通株式１株につき1,800円の普通配当を

予定しております。また、当事業年度においては、取締役会決議に基づく市場買付により、当社普通株

式11,236株、取得価額総額2,999,993,200円の自己株式の取得を実施いたしました。 

 次期の配当につきましては、引き続き今後の事業拡大に備えて内部留保の充実を図る必要があること

を勘案し、連結配当性向は10％を目安としており、これにより年間配当1,800円と予定しております

が、業績の変動により配当性向及び配当金額等が変動する可能性がございます。 

 なお、配当性向につきましては、今後の業績の拡大に応じて、適宜見直しを行う方針でございます。

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる

可能性があると考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を

記載しております。当社グループでは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び

発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の

記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本書提出日現在において当社

が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

  

①EC市場の拡大について 

 当社グループはEC関連事業を主な事業領域のひとつとしております。平成20年12月末現在、FTTH、

DSL等のブロードバンド契約数は3,010万回線となり、インターネット接続サービス契約数の89.6％を占

めております（総務省調べ）。また、平成21年３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9,963万人となり、加入者全体の92.7％を占めております（電気通信事業者協会調べ）。い

ずれも引き続き普及が進むものと思われ、当社グループではEC市場の拡大傾向が今後も継続するものと

考えております。 

 しかしながら、ECを巡る新たな規制の導入や何らかの予期せぬ要因により、当社グループの期待どお

りにEC市場の拡大が進まない場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性がありま

す。また、EC市場の拡大が進んだ場合であっても、当社グループが同様のペースで順調に成長しない可

能性があります。 

  

②インターネット広告市場等について 

 インターネット及び携帯電話を利用した広告事業は引き続き全般的に成長を続けており、平成20年に

はインターネット広告費（媒体費及び広告制作費）が広告市場全体の10.4％を占める規模となっており

ます(株式会社電通調べ)。しかしながら、従来からの他の主要メディアであるテレビや新聞の規模には

達しておらず、今後、市場が想定以上に成長しない場合や成長のペースが大きく鈍化した場合には、当

社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。また、広告事業は一般的に、景気動向や

季節的な要因による広告クライアントの広告支出需要の変動の影響を受けやすい面があり、未だ市場規

模が小さく成長過程にある携帯電話を利用したインターネット広告市場においては、特にその影響が顕

著となる傾向があります。さらに、市場が成熟していないため、今後、大手企業による新規参入により

市場シェアの構成が急激に変化することで、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があり

ます。  

 当社グループは、バナー広告、成果報酬型広告（アフィリエイト広告等）、タイアップ広告等の多様

な広告商品を提供しておりますが、今後、広告クライアントに支持される新たな広告手法が出現し、か

かる変化への当社グループの対応が遅れた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能

性があります。また、当社グループは、「モバゲータウン」をはじめ携帯電話向けのサービスを中心に

インターネットメディアを複数運営しております。こうしたサービスにおいては、各メディアの持つ広

告価値を活かした広告枠等の販売によるインターネット広告収入の占める比率が高くなっております。

今後、インターネット広告市場全体の動きや他社サービスとの競合の結果、広告商品単価が低下する等

の可能性があるほか、広告代理店等に対する販売手数料及び広告クライアント獲得のための費用の増加

等により、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

③当社グループの事業について 

 ア．ECサイトの運営に伴うリスク 

 当社グループは、「モバオク」、「ビッダーズ」等のECサイト及びBtoBマーケットプレイス「ネッシ

ー(NETSEA)」においては、原則として取引の場を提供するのみで売買の当事者とはなっておりません

が、取引の場を提供する立場から、法令に違反した商品や偽ブランド商品等の出品及び詐欺行為等の違

法行為が行われないように、出品の監視等を行っております。また、「ビッダーズ」は盗品の売買防止

(4) 事業等のリスク
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措置等に関し東京都公安委員会の審査を受け、「古物営業法」に基づく認定を平成15年10月に受けてお

ります。なお、当社グループの会員規約においては、出品された商品等に関する一切の事項や落札後の

取引等について、当社グループが何らの責任を負わない旨、明記されております。さらに、当社グルー

プは、通信販売業者による広告を規制する「特定商取引に関する法律」に基づき、広告の掲載に関する

独自の基準を設定して自主規制を行っております。加えて、広告主との約款において、広告内容に関す

る責任の所在が広告主にあることを確認しています。また、「モバコレ」においては、当社グループが

販売主体となって物販を行っておりますが、当社グループが販売した商品に瑕疵もしくは商標権等の侵

害が発生した場合、仕入先に責任を負っていただくことを原則として運営しております。 

 しかしながら、当社グループが運営するECサイトで会員やその他利用者の間に重大なトラブルが発生

した場合、会員規約や約款の内容にかかわらず当社グループが法的責任を問われる可能性があります。

また、法的責任を負わない場合においても、ブランドイメージの悪化等により当社グループの事業及び

業績に影響を与える可能性があります。 

  

 イ．Webコマース事業における提携サイトについて 

 Webコマース事業においては、自社サイトである「ビッダーズ」の運営に加え、マイクロソフト株式

会社が運営する「MSN(R)」やソネットエンタテインメント株式会社が運営する「So-net」等、日本国内

の主要なポータルサイトやインターネットサービスプロバイダーが運営するサイトに対し、当社グルー

プは、オークションサービスのプラットフォームとして「ビッダーズECプラットフォーム」を提供して

おります。この「ビッダーズECプラットフォーム」のサービスは、オークションサイトに出品される商

品のデータベースを共有することで、どのサイトから出品された商品でも、すべてのサイトから入札で

きる仕組みになっており、これにより「ビッダーズ」へのアクセス数が当社グループ単独の場合と比べ

て増加しております。 

 この「ビッダーズECプラットフォーム」のサービスを提供している企業が自社内でオークションサー

ビスを開発したり、当社グループと競合関係にある他のオークションサービス提供企業と提携する等に

より当社グループとの提携が解消された場合、「ビッダーズ」へのアクセス数が減少し、当社グループ

の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 ウ．不特定多数の個人会員を対象とすることについて 

 当社グループのオークションサービスには、不特定多数の個人会員が出品しております。一般的に個

人会員の取引金額は少額であり、当社グループが各個人会員から受け取っている手数料収入も少額なも

のとなっております。このため、サービス規模の拡大により個人会員が増加した場合、小口債権の増加

に伴い債権回収コスト及び未回収債権が増加し、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性が

あります。 

 また、オークションや、SNS機能を提供する「モバゲータウン」をはじめとする不特定多数の個人会

員を対象とするサービスでは、会員間で行われるコミュニケーション等において、他人の所有権、知的

財産権、名誉、プライバシーその他の権利等の侵害行為や法令違反行為等、不適切な行為が生じる可能

性があります。当社グループにおいては、監視体制の強化等に取り組んでおりますが、急速に会員数を

拡大しているサイトにおいて、会員によるサイト内の行為を完全に把握することは困難であり、会員の

不適切な行為に起因するトラブルが生じた場合には、会員規約や約款の内容にかかわらず、当社グルー

プが法的責任を問われる可能性があります。また、法的責任を問われない場合においても、ブランドイ

メージの悪化等により当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 エ．サイトの健全性の維持について 

 当社グループのオークションサービスや、SNS機能を提供する「モバゲータウン」等は、不特定多数

の個人会員が、各会員間において独自にコミュニケーションを取ることを前提としております。当社グ

ループは、健全なコミュニティを育成するため、ユーザに対し、利用規約において社会的問題へと発展

する可能性のある不適切な利用の禁止を明示しております。例えば、オークションサービスにおいては

他人の権利侵害へと発展する可能性のある行為等を禁止し、「モバゲータウン」においては、出会いを
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目的とする行為や他人の権利を侵害する行為等の不適切な利用方法を禁止しております。また、当社グ

ループは、ユーザ等のモニタリングを常時行っており、規約に違反したユーザに対しては、改善の要請

や退会等の措置を講じております。加えて、当社内に設けられた代表取締役社長を委員長とする「健全

コミュニティー促進委員会」において、コミュニティを維持発展させ健全性を保つための手段を即時に

講じうる体制を整えております。さらに、適切なサービス利用を促進させるためにサイトを利用する上

でのマナーや注意事項等をより一層明確に表示し、若年層におけるコミュニケーションの機能等を制限

するとともに、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大幅に強化し、健全性維持の取り組みを継続しております。

なお、サイトの運営体制が一定以上の水準にあることを客観的に示すため、一般社団法人モバイルコン

テンツ審査・運用監視機構（EMA）より、「コミュニティサイト運用管理体制認定基準」に適合するサ

イトとして認定を受けております。 

 しかしながら、急速に会員数が拡大しているサイトにおいて、会員によるサイト内の行為を完全に把

握することは困難であり、会員の不適切な行為に起因するトラブルが生じた場合には、会員規約や約款

の内容にかかわらず、当社グループが法的責任を問われる可能性があります。また、法的責任を問われ

ない場合においても、ブランドイメージの悪化等により当社グループの事業及び業績に影響を与える可

能性があります。 

 なお、事業規模の拡大に伴い、今後も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、サイトの健全性の維持、向上のために必要な対策を講じていく方針であります

が、これに伴うシステム対応や体制強化の遅延等が生じた場合や、対応のために想定以上に費用が増加

した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 オ．サービス機能の拡充について 

 当社グループは、急速に拡大するサイトのユーザのニーズに対応すべく、様々なサービス機能、コン

テンツの拡充等を進めております。 

 しかしながら、ユーザのニーズの的確な把握やユーザのニーズに対応する有力コンテンツの導入が、

何らかの要因により困難となった場合に、ユーザへの訴求力の低下等から当社グループの事業及び業績

に影響を与える可能性があります。 

  

 カ．他社との競合について 

 当社グループは、 適なユーザビリティを追求したサイトの構築、特色あるサービスの提供や商品の

品揃え、取引の安全性の確保やカスタマーサポートの充実等に取り組み、競争力の向上を図っておりま

す。 

 しかしながら、当社グループと同様にインターネットや携帯電話でEC、ゲーム、SNS、広告等のサー

ビスを提供している企業や新規参入企業との競争激化により、当社グループの事業及び業績に影響を与

える可能性があります。 

  

 キ．他社との業務・資本提携等について 

 当社グループは、KDDI株式会社との業務提携により「auショッピングモール」及び「au one モバオ

ク」を運営しております。KDDI株式会社は両サイトに関する広告宣伝活動、会員獲得活動、決済機能の

提供等において大きな役割を果たしております。また、長期安定的な関係を構築するため、株式会社モ

バオクはKDDI株式会社から出資（議決権比率は当社70％、KDDI株式会社30％）を受けております。 

 また、当社グループは株式会社千趣会との合弁により、モバイルECを中心とした物販事業を展開する

株式会社モバコレを設立しております。議決権比率は当社51％、株式会社千趣会49％となっておりま

す。株式会社モバコレは、株式会社千趣会から商品調達等のマーチャンダイジングや在庫管理、物流に

関するノウハウ等の提供を受け、「モバコレ」を運営しております。 

 さらに、当社グループは株式会社三菱東京UFJ銀行と業務・資本提携を行っております。当社は平成

18年３月に株式会社三菱東京UFJ銀行に対して14,300株の第三者割当増資を行っており、平成21年３月

末現在、同社は当社の議決権の3.01％を保有しております。また、当社はインターネット及び携帯電話
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上での決済サービスを提供する子会社として株式会社ペイジェントを設立し、平成18年６月実施の第三

者割当増資後、同社の議決権比率は当社50％、株式会社三菱東京UFJ銀行40％、農林中央金庫10％とな

っております。 

 当社グループは、今後もこれらの業務・資本提携及び合弁会社を通じた事業の拡大に取り組んでまい

りますが、当初見込んだ効果が発揮されない場合、またはこれらの提携等が解消された場合、当社グル

ープの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 ク．システム障害について 

 当社グループの事業は、携帯電話やPC、コンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに全面的に依

存しており、自然災害や事故（社内外の人的要因によるものを含む）等によって通信ネットワークが切

断された場合には、当社グループの事業及び業績は深刻な影響を受けます。また、当社グループの運営

する各サイトへのアクセスの急激な増加や電力供給の停止等の予測不可能な様々な要因によってコンピ

ュータシステムがダウンした場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。ま

た、当社グループのコンピュータシステムは、適切なセキュリティ手段を講じて外部からの不正アクセ

スを回避するよう努めておりますが、コンピュータウイルスやハッカーの侵入等によりシステム障害が

生じ、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 ケ．法的規制等について 

 当社グループは、インターネットオークション事業者として、「古物営業法」に基づく届出を行って

おり、出品された古物に盗品等の疑いがあるときに警察に申告する義務等を負っております。また、政

府の知的財産戦略本部が平成20年６月に公表した「知的財産推進計画2008」では、インターネットオー

クションサイトにおける知的財産権侵害品対策について一層の自主的努力が求められており、当社グル

ープにおいても対策を推進しております。当社グループが運営するサービスのユーザの個人情報に関し

ては「個人情報の保護に関する法律」の適用を受けております。加えて、「不正アクセス行為の禁止等

に関する法律」では、他人のID、パスワードの無断使用の禁止等が定められております。さらに、「特

定商取引に関する法律」及び「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」により、一定の広告・

宣伝メールの送信にあたっては、法定事項の表示義務等を負う場合があります。そのほか、当社グルー

プは「電気通信事業法」における電気通信事業者として同法の適用を受けております。 

 また、当社グループの「モバゲータウン」等は、そのサービスの一つとしてSNS機能を提供しており

ますが、ユーザ間の健全なコミュニケーションを前提としたサービスであり、「インターネット異性紹

介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に定義される「インターネット異性紹介

事業」には該当しないものと認識しております。さらには、平成21年４月に施行された「青少年が安全

に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」では、携帯電話事業者等によるフ

ィルタリングサービス提供義務等が定められております。当社グループは、前述（エ．サイトの健全性

の維持について）のとおりサイトの健全性維持の取り組み強化を継続して実施しており、フィルタリン

グサービス利用時においてもユーザがアクセス可能な状態を 大限達成することを目指しております。

 当社グループは、上記各種法的規制等について誠実な対応をしておりますが、不測の事態により、万

が一当該規制等に抵触しているとして当社グループが何らかの行政処分等を受けた場合、また、今後こ

れらの法令等が強化され、もしくは新たな法令等が定められ、当社グループの事業が制約を受ける場

合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 コ．決済代行サービスについて 

 当社グループは、連結子会社である株式会社ペイジェントにおいて、当社グループの「ビッダー

ズ」、「モバコレ」、「モバゲータウン」等のほか、「モバオク」においては「モバペイ」の名称で、

商品売買取引後の当事者間での決済を、販売者（出品者）及び購入者（落札者）の委託に基づき代行す

るサービスを行っており、加えて、当社グループ以外の事業者に対する提供も実施しております。 

 当サービスにおいては、落札者がクレジットカードで支払いを行う場合、株式会社ペイジェントから

出品者へ立替払いを実施するため、当該立替分を回収するまでの間の資金調達が必要となります。サー
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ビスの普及スピードが現在想定しているペースを大幅に上回る場合、必要資金を適切なコストで調達で

きず、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

 株式会社ペイジェントは、当サービスを利用する加盟事業者に対する管理責任を有しており、事前審

査等による加盟事業者の信用情報等の取得に努めております。しかしながら、事前に想定することが困

難な当サービスの利用に係る加盟事業者の責任による何らかの問題が明らかになった場合、当社グルー

プの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

 また、今後、決済代行サービスに関する法規制等が定められ、当社グループの事業が制約を受ける場

合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 サ．旅行代理店事業及び保険代理店事業について 

 当社グループは、連結子会社の株式会社エアーリンク及び株式会社瀧本において、旅行代理店事業及

び保険代理店事業を行っております。 

 旅行代理店事業につきましては、平成19年４月に、スカイゲート株式会社の全株式を取得し、両社の

経営資源を集中し効率化を図ることを目的に、平成20年３月に株式会社エアーリンクを存続会社とする

吸収合併を実施いたしました。加えて、平成20年４月には、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。以上により、当社グループのPC及び携帯電話上のインターネットサービスにおける総合的な

集客力を活かすことで、グループとしてのシナジー効果が十分に見込めるものと考えておりましたが、

当初想定していた収益計画どおりに進展していないため、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づ

き、平成21年３月期において、旅行代理店事業に係る固定資産282,364千円並びに株式会社エアーリン

ク及び株式会社瀧本に係るのれんの未償却残高の全額636,691千円を減損処理し、合計919,055千円の減

損損失を特別損失に計上いたしました。今後は、株式会社エアーリンクの財務基盤の健全化を図るとと

もに、インターネット旅行サービスのさらなる強化・拡大により、収益の改善を目指してまいります

が、収益が計画どおりに改善しない場合には事業の縮小等の措置も考えられ、その場合には当社グルー

プの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

 また、景気動向や地震等の予期せぬ災害、天候、その他国内外の情勢や消費者の嗜好等市場環境の変

化、同業他社との競争激化等により、当該事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループ

は、当該事業に係る公的規制や「旅行業法」等の関係法令を遵守し事業を運営しておりますが、不測の

事態により、万が一当該規制等に抵触しているとして株式会社エアーリンクが旅行業登録取消の行政処

分等を受けた場合、また、今後これらの法令等が強化され、もしくは新たな法令等が定められ、当社グ

ループの事業展開が何らかの制約を受ける場合及び追加費用の発生などの事態が生じた場合、当社グル

ープの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

 保険代理店事業につきましても、株式会社エアーリンクと当社グループの持つ資産を活かした事業展

開により、シナジー効果が十分に見込めるものと考えておりますが、当初見込んだ効果が発揮されない

場合、投資を回収できず、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。また、「保

険業法」の他、「金融商品の販売等に関する法律」、「消費者契約法」、「不当景品類及び不当表示防

止法」等の関係法令を遵守する必要があります。今後、これらの法令や規制、制度等が変更された場合

には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 シ．海外事業について 

 当社グループは、中華人民共和国（中国）での携帯電話向けサービス展開のため、100%出資子会社

（北京得那網絡科技有限公司）及び当社が直接出資していない子会社（事業遂行に必要な許認可交付が

事実上国内法人に限定されていることに対応して設立された現地法人（北京虹飛掌訊網絡科技有限公

司））において、携帯電話専用無料SNSサイト「加加城」のサービスを行っております。当社グループ

は、中国を今後高い成長が見込まれる有望な市場と考えておりますが、同国特有の商慣習や政府規制等

に対応できないこと等により事業推進が困難となった場合には、投資回収が困難となり、当社グループ

の事業及び業績に影響を与える可能性があります。また、当社グループは事前の法律意見書取得を含む

慎重な検討の結果、本事業に適用されている法的スキームのリスクが極めて小さいものと判断しており
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ますが、当該法的スキームに対して中国関係当局から指摘・行政指導等を受けることにより事業推進が

困難となり、その結果当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。加えて、当該法

的スキームにおいては当社が本事業遂行に必要な許認可を有する当該子会社の出資持分を有しておら

ず、全出資持分を有する当社従業員と当社、並びに当社100%出資子会社と当該子会社の間でそれぞれ締

結されている契約に基づいて事業運営を行う形態を採用しており、当該当社従業員又は当該子会社が契

約に違反した場合には事業推進が困難となり、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があ

ります。 

 また、英語圏を対象とした携帯電話向けサービス展開のため、平成20年１月に100％出資子会社

DeNA Global,Inc.を米国に設立し、平成20年９月に携帯SNSの機能を中核とする「MobaMingle（モバミ

ングル）」のサービスを開始いたしました。しかしながら、米国に限らず、広く英語圏を対象にグロー

バルな事業展開を行っていく上で、各国の法令、制度、政治・経済・社会情勢、文化、商慣習、為替等

をはじめとした様々な潜在的リスクが存在し、それらのリスクに対処できない等により事業推進が困難

となった場合には、投資回収が困難となり、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があり

ます。 

  

 ス．新規事業について 

 当社グループは、事業規模の拡大と収益源の多様化を進めるため、当連結会計年度におきましても、

モバイルを中心とした新サービスの展開及び新規コンテンツの拡充等を積極的に実施してまいりまし

た。今後も引き続き、積極的に新サービスないし新規事業に取り組んでいく考えであります。これによ

りシステム投資、広告宣伝費等の追加的な支出が発生し、利益率が低下する可能性があります。また、

予測とは異なる状況が発生する等により新サービス、新規事業の展開が計画どおりに進まない場合、投

資を回収できず、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

④個人情報保護について 

 当社グループ各社は、サービスの提供にあたり、会員情報やクレジットカード情報等の個人情報を取

得し利用しているため、「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情報取扱事業者としての義務が

課されております。個人情報については、代表取締役社長を委員長とする個人情報管理委員会のもと、

個人情報管理規程及びガイドラインを制定し、個人情報の取り扱いに関する業務フローを定めて厳格に

管理しております。また、特定非営利活動法人日本プライバシーコンサルタント協会認定の個人情報保

護に関する「プライバシーコンサルタント」の資格取得者を中心に社員教育を充実し、個人情報保護に

対する社内の認識を高く維持するよう努めております。システム面でも情報セキュリティ技術により対

策を講じ、「ビッダーズ」については第三者機関による審査を受け「TRUSTe」（注）の認証を取得して

おります。「ビッダーズ」出店店舗については、取引に必要な個人情報を店舗のパソコンにダウンロー

ドできる期間の制限や、クレジットカード情報を取得せずに決済が可能な仕組みの導入、店舗の個人情

報管理体制の強化支援等を推進しております。 

 しかしながら、個人情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合には、当社グループへの損害賠償

請求や当社グループに対する信用の低下等により、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性

があります。 

（注）「TRUSTe」とは、Webサイトの個人情報保護の信頼性を客観的に判断できるように、第三者機関が審査し認証する個人情報保

護認証規格であり、日本国内では有限責任中間法人日本プライバシー認証機構が認証機関となっております。 

  

⑤事業体制について 

 ア．代表者への依存について 

 当社の代表取締役社長である南場智子は、当社グループの創業者であり、創業以来の 高経営責任者

であります。同氏は、ECをはじめとするインターネット及び携帯電話におけるサービスに関する豊富な

経験と知識を有しており、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役割を果たし

ております。当社グループでは、取締役会や経営会議等における役員及び幹部社員の情報共有や経営組

織の強化を図り、平成21年４月からは、各事業部門の責任を明確にするとともに、権限委譲の進展によ

る意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入するなど、同氏に過度に依存しない経営体制の整備
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を進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社グループの業務を継続することが困難になった場

合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 イ．内部管理体制について 

 当社グループは、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能するこ

とが不可欠であるとの認識のもと、業務の適正性を確保し、財務報告の信頼性を高め、さらに健全な倫

理観に基づく法令遵守を徹底することを目的に、代表取締役社長直轄の独立した組織としてコンプライ

アンス室を設置する等、内部管理体制の充実に努めております。しかしながら、事業の急速な拡大によ

り、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難と

なり、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 ウ．人的資源について 

 当社グループは、近年モバイル分野を中心に急速に事業領域を拡大してまいりましたが、今後のさら

なる業容拡大及び業務内容の多様化に対応するため、サービス企画及び技術開発、広告等の営業、管理

部門等、グループ内の各部門において、一層の人員の増強が必要となると考えられます。しかしなが

ら、事業規模の拡大に応じたグループ内における人材育成や外部からの人材登用等が計画通りに進ま

ず、適正な人材配置が困難となることが、競争力の低下や一層の業容拡大の制約要因となる場合には、

当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 エ．技術革新への対応について 

 当社グループはインターネット関連技術に基づいて事業を展開しておりますが、インターネット関連

分野は新技術の開発及びそれに基づく新サービスの導入が相次いで行われ、非常に変化の激しい業界と

なっております。 

 また、当社グループのサービスはモバイルへの比重が増大しておりますが、携帯電話端末の技術革新

も著しく、携帯電話端末の技術に対応した新サービスが相次いで展開される業界となっております。加

えて、従来の携帯電話端末とは異なる多様な情報端末の普及も進展してきております。 

 このため、技術革新に対する当社グループの対応が遅れた場合、当社グループの競争力が低下する可

能性があります。また、新技術への対応のために追加的な支出が必要となり、当社グループの事業及び

業績に影響を与える可能性があります。 

  

 オ．知的財産権について 

 当社グループは、運営するサイト及びサービスの名称について商標登録をしております。一方、自社

開発のシステムや当社グループのビジネスモデルに関しても、特許権や実用新案権等の対象となる可能

性のあるものについては、その取得の必要性を検討しておりますが、現在までのところ権利を取得した

ものはありません。競合他社が特許等を取得した場合、その内容によっては競争の激化又は当社グルー

プへの訴訟が発生し、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

  

 カ．関連当事者との関係について 

 平成21年３月末現在、ソネットエンタテインメント株式会社は、当社の議決権の17.26％を保有し、

当社は同社の持分法適用関連会社となっております。同社の運営サイト「So-net」は、当社がWebコマ

ース事業において「ビッダーズECプラットフォーム」のサービスを提供している提携サイトであり、ま

た当社は同社にサーバーの管理を委託しておりますが、事業上の依存関係はなく、取引金額に重要性は

ありません。当社は経営に関する総合的な助言を得るため、同社より社外取締役を招聘しており、本書

提出日現在、十時裕樹が就任しております。 

  

 キ．企業買収（M＆A）等による事業拡大について 

 当社グループは、今後とも新サービス及び新規事業に取り組む考えであり、事業拡大を加速する有効

な手段のひとつとして、M＆Aを有効に活用してまいる方針であります。M＆Aにあたっては、対象企業の
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財務内容や契約関係等についての詳細な事前審査を行い、十分にリスクを吟味した上で決定する内部統

制システムを構築しておりますが、買収後に偶発債務の発生や未認識債務の判明等事前の調査で把握で

きなかった問題が生じた場合、また事業の展開等が計画どおりに進まない場合、のれんの減損処理を行

う必要が生じる等、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。また、買収によ

り、当社グループが従来行っていない新規事業が加わる際には、その事業固有のリスク要因が加わりま

す。 

  

 ク．繰延税金資産について 

 繰延税金資産については、将来減算一時差異に対して回収可能性を十分に検討の上、適正な残高を計

上しております。将来の業績の変動により課税所得の見込額が増減した場合には、残高が増減する可能

性があります。また、将来税制改正により実効税率が変更された場合には、残高が増減する可能性があ

ります。 
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 近の有価証券報告書（平成20年６月23日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

2. 企業集団の状況
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 平成20年３月期決算短信（平成20年４月30日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。 

 当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

 当社グループは、当連結会計年度におきましては、「モバゲータウン」を収益、トラフィックの中核

とし、各サービス間シナジーを 大化しながら、全社的にモバイル分野へ経営資源を集中することで売

上及び利益を拡大してまいりました。 

 今後も、引き続きモバイル分野を中心に、1,300万人以上のユーザ基盤を有する「モバゲータウン」

を事業戦略の中核としながら、多様な収益源の創出を行ってまいります。具体的には、ユーザのコミュ

ニティ活性化施策を通じ、日本 大級のモバイルメディアとしての媒体価値を源泉とした大手広告主等

からの広告関連売上、アバターやゲーム等のユーザからの直接収益となるコンテンツ課金売上及び当社

の既存サービスとの連携を強化したEC関連売上等の収益構造の多様化に取り組んでまいります。 

 一方で、引き続き新規領域への進出も積極的に推進し、将来的に既存事業と並ぶ規模への拡大が見込

める事業群の育成も推進してまいります。M＆Aについても事業拡大を加速する有力な手段のひとつとし

て、積極的に活用してまいる方針です。 

 当社グループは、多様な事業ポートフォリオを形成し、各サービス間シナジーを 大化しながら、今

後も事業規模を拡大し、企業価値の増大を図ってまいる所存です。 

  

 当社グループが対処すべき主要な課題は以下のとおりであります。 

  

①多様で強固な収益構造の構築 

 当社グループは、モバイル事業、Webコマース事業、その他事業の各セグメントの下で、多様なサー

ビスの提供と収益手段を実現しております。特に、近年、モバイル事業の成長が著しく、中でも「モバ

ゲータウン」のメディア力の拡大とグループ内サービスのシナジーの強化が奏功し、アバター関連売

上、広告関連売上、EC関連売上等が伸長し、当社グループ全体の売上及び利益を牽引してまいりまし

た。一方で、特に「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は、ユーザのアバター需

要の増減による収益性の変動リスクを内在しており、同売上に大きく依存する事業構造は当社グループ

の収益性を不確実にする要因の一つとなります。当社グループでは、今後の持続的な成長を実現するた

めには、アバター関連売上の安定的成長に加え、その他収益手段の多様性及び収益力の強化をより一層

推進していくことが必要であると考えております。国内 大級のモバイルメディアである「モバゲータ

ウン」の会員基盤を 大限活用し、広告関連売上、EC関連売上の拡大に加え、ゲーム関連売上等の新た

な収益手段の創出に積極的に取り組むとともに、サービス間のシナジー効果の極大化を推進し、多様で

強固な収益構造の構築を推進してまいります。 

  

②モバイル市場における競合への対応 

 モバイル市場においては競合他社も取り組みを強化しており、今後競争が一層激しくなっていくもの

と思われますが、市場が活性化してモバイルオークション、ショッピング及びゲームやSNS等の認知度

が高まり、利用者層が広がって需要が拡大すれば、会員基盤等において優位性を築きつつある当社グル

ープにとってもメリットは大きいものと思われます。当社グループでは、引き続き既存サービスのさら

なる拡大とサービス間のシナジー効果の極大化を推進し、提携先との関係を維持、強化するとともに、

新規サービスの立ち上げにも積極的に取り組んでまいる方針です。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針 (2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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③サイトの安全性・健全性強化の取り組み 

 インターネットオークション、ショッピングやSNS機能を提供するサービスの普及につれて、サイト

の安全性や健全性の維持に対する社会的な要請は一層高まりを見せております。当社グループは、取引

やコミュニティの場を提供する立場から、ユーザが安心して利用できるようにサイトの安全性や健全性

をより一層強化していくことが必要であると考えております。同業他社との連携も図りながら、個人情

報保護や知的財産権侵害品対策等に関するサイトの安全性の強化に加え、利用方法に関する啓蒙活動や

利用内容の常時モニタリングシステム等の強化、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大幅に強化し、健全性維持の取り組みを継続的に実施してま

いる方針です。 

  

④知名度の向上 

 当社グループは、当社グループが運営するサービスの取扱高や会員数の増加を図り、事業規模を拡大

するためには、各サービスの知名度の向上が必要であると考えております。加えて、他社との提携等も

含めて事業展開をより有利に進めるため、また、それらの事業を支える優秀な人材を獲得するために

は、企業としての知名度の向上も重要であると考えております。当社グループでは、費用対効果を見極

めながら、広告宣伝活動及び広報活動を今後も強化してまいる方針です。 

  

⑤業容の拡大に対応した組織力の強化と内部統制システムの強化 

 当社グループは今後、既存事業の強化、拡大に加え、モバイル事業を中心としてM＆Aや海外進出によ

る事業領域の拡大を推進する計画です。これに対応して、社員のモチベーションを引き出す人事制度の

構築や権限委譲の促進、専門分野を有するエキスパートに加え、新卒採用強化等、組織力の向上に取り

組んでまいります。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応を含め、

内部統制システムの整備を推進し、経営の公正性・透明性を確保するための体制強化に取り組んでまい

る方針です。 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 21,780,411 ※2 23,440,832 

売掛金 4,457,119 5,278,128 

有価証券 － ※2 1,027,584 

たな卸資産 128,167 － 

商品及び製品 － 111,360 

未収入金 1,053,489 1,773,594 

繰延税金資産 656,299 602,778 

その他 360,470 429,839 

貸倒引当金 △74,733 △245,475 

流動資産合計 28,361,223 32,418,643 

固定資産 

有形固定資産 

建物 374,598 414,219 

減価償却累計額 △23,105 △112,137 

建物（純額） 351,492 302,081 

工具、器具及び備品 1,608,514 1,932,502 

減価償却累計額 △818,371 △1,381,371 

工具、器具及び備品（純額） 790,143 551,131 

有形固定資産合計 1,141,636 853,213 

無形固定資産 

ソフトウエア 937,827 1,013,553 

のれん 721,437 － 

その他 127,160 343,170 

無形固定資産合計 1,786,425 1,356,723 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1, ※2 391,600 ※1 1,538,937 

繰延税金資産 214,935 348,899 

その他 964,633 928,863 

貸倒引当金 △13,218 △110,170 

投資その他の資産合計 1,557,950 2,706,530 

固定資産合計 4,486,011 4,916,467 

資産合計 32,847,234 37,335,110 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 378,086 391,604 

未払金 2,703,609 3,032,424 

未払法人税等 4,869,187 3,914,103 

前受金 1,522,552 1,713,323 

預り金 1,144,323 1,903,708 

その他 694,965 555,758 

流動負債合計 11,312,725 11,510,922 

固定負債 

ポイント引当金 142,266 79,148 

その他 158,469 90,463 

固定負債合計 300,735 169,611 

負債合計 11,613,460 11,680,534 

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 11,383,923 18,447,280 

自己株式 － △2,999,993 

株主資本合計 20,027,203 24,090,567 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 456 1,386 

為替換算調整勘定 3,678 － 

評価・換算差額等合計 4,135 1,386 

少数株主持分 1,202,435 1,562,622 

純資産合計 21,233,773 25,654,576 

負債純資産合計 32,847,234 37,335,110 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 29,736,354 37,607,334 

売上原価 5,967,360 8,796,865 

売上総利益 23,768,993 28,810,469 

販売費及び一般管理費 ※1 11,106,740 ※1 12,967,107 

営業利益 12,662,252 15,843,362 

営業外収益 

受取利息 66,162 128,557 

受取配当金 120 180 

契約に基づく債務消滅益 64,584 100,402 

業務受託手数料 14,344 20,921 

その他 25,713 22,291 

営業外収益合計 170,925 272,352 

営業外費用 

株式交付費 261 － 

業務受託費用 8,186 7,386 

投資事業組合運用損 － 4,768 

自己株式取得費用 － 2,699 

その他 4,482 1,408 

営業外費用合計 12,931 16,263 

経常利益 12,820,247 16,099,451 

特別利益 

役員退職慰労引当金戻入額 970 － 

投資有価証券売却益 － 5,940 

特別利益合計 970 5,940 

特別損失 

固定資産除却損 ※2 54,780 ※2 44,872 

本社移転費用 ※3 162,616 － 

リース解約損 18,409 － 

投資有価証券評価損 5,940 － 

減損損失 － ※4 919,055 

その他 － 767 

特別損失合計 241,747 964,696 

税金等調整前当期純利益 12,579,469 15,140,695 

法人税、住民税及び事業税 5,904,596 6,755,945 

法人税等調整額 △449,532 △81,496 

法人税等合計 5,455,064 6,674,449 

少数株主利益 348,165 510,187 

当期純利益 6,776,240 7,956,058 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 4,323,875 4,328,870 

当期変動額 

新株の発行 4,995 － 

当期変動額合計 4,995 － 

当期末残高 4,328,870 4,328,870 

資本剰余金 

前期末残高 4,309,413 4,314,408 

当期変動額 

新株の発行 4,995 － 

当期変動額合計 4,995 － 

当期末残高 4,314,408 4,314,408 

利益剰余金 

前期末残高 4,859,351 11,383,923 

当期変動額 

剰余金の配当 △251,668 △874,738 

連結範囲の変動 － △17,962 

当期純利益 6,776,240 7,956,058 

当期変動額合計 6,524,572 7,063,357 

当期末残高 11,383,923 18,447,280 

自己株式 

前期末残高 － － 

当期変動額 

自己株式の取得 － △2,999,993 

当期変動額合計 － △2,999,993 

当期末残高 － △2,999,993 

株主資本合計 

前期末残高 13,492,639 20,027,203 

当期変動額 

新株の発行 9,991 － 

剰余金の配当 △251,668 △874,738 

連結範囲の変動 － △17,962 

当期純利益 6,776,240 7,956,058 

自己株式の取得 － △2,999,993 

当期変動額合計 6,534,563 4,063,364 

当期末残高 20,027,203 24,090,567 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 9,608 456 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△9,151 929 

当期変動額合計 △9,151 929 

当期末残高 456 1,386 

為替換算調整勘定 

前期末残高 2,897 3,678 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

781 △3,678 

当期変動額合計 781 △3,678 

当期末残高 3,678 － 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 12,505 4,135 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△8,370 △2,748 

当期変動額合計 △8,370 △2,748 

当期末残高 4,135 1,386 

少数株主持分 

前期末残高 1,004,269 1,202,435 

当期変動額 

剰余金の配当 △150,000 － 

少数株主利益 348,165 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 360,187 

当期変動額合計 198,165 360,187 

当期末残高 1,202,435 1,562,622 

純資産合計 

前期末残高 14,509,414 21,233,773 

当期変動額 

新株の発行 9,991 － 

剰余金の配当 △401,668 △874,738 

連結範囲の変動 － △17,962 

当期純利益 6,776,240 7,956,058 

自己株式の取得 － △2,999,993 

少数株主利益 348,165 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,370 357,438 

当期変動額合計 6,724,359 4,420,802 

当期末残高 21,233,773 25,654,576 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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 12,579,469 15,140,695 

減価償却費 889,092 1,364,637 

のれん償却額 84,746 84,897 

減損損失 － 919,055 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,211 201,248 

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,492 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37,079 － 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,470 － 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 33,199 △63,118 

受取利息及び受取配当金 △66,282 △128,737 

固定資産除却損 54,780 44,872 

固定資産臨時償却費 68,354 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 5,940 － 

売上債権の増減額（△は増加） △2,248,568 △821,008 

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,022 2,104 

前渡金の増減額（△は増加） △63,068 － 

仕入債務の増減額（△は減少） 48,091 13,518 

未払金の増減額（△は減少） 767,376 341,750 

未払消費税等の増減額（△は減少） 302,587 － 

未収消費税等の増減額（△は増加） 23,387 － 

前受金の増減額（△は減少） 249,231 187,806 

その他 △358,471 △224,079 

小計 12,276,014 17,063,643 

利息及び配当金の受取額 63,006 106,335 

法人税等の支払額 △3,131,718 △7,698,815 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,207,303 9,471,163 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

※2 133,427 － 

子会社出資金の取得による支出 △54,590 － 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △200,000 △2,170,689 

有形固定資産の取得による支出 △1,069,611 △545,286 

無形固定資産の取得による支出 △854,765 △1,145,607 

差入保証金の差入による支出 △641,889 △46,699 

差入保証金の回収による収入 － 208,562 

その他 5,189 △52,768 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,682,240 △3,752,489 

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 9,991 － 

自己株式の取得による支出 － △2,999,993 

配当金の支払額 △250,246 △870,401 

少数株主への配当金の支払額 △150,000 △150,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △390,254 △4,020,394 

現金及び現金同等物に係る換算差額 781 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,135,589 1,698,279 

現金及び現金同等物の期首残高 15,644,821 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期末残高 ※1 21,780,411 ※1 23,435,832 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月23日提出）における記載から重要な 

 変更がないため開示を省略します。 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社 ７社 (1) 連結子会社 ５社

会社名：株式会社モバオク      

    株式会社モバコレ  

    株式会社ペイジェント  

    株式会社エアーリンク  

    株式会社瀧本  

    北京得那網絡科技有限公司  

    北京虹飛掌訊網絡科技有限公 

    司 

 なお、スカイゲート株式会社は平成

19年4月25日の株式取得に伴い当連結

会計年度より連結子会社となり、株式

会社エアーリンクは平成20年3月10日

付で同社を存続会社としてスカイゲー

ト株式会社を吸収合併しております。

会社名：株式会社モバオク     

    株式会社モバコレ 

    株式会社ペイジェント 

    株式会社エアーリンク 

    株式会社瀧本

 なお、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、連結財務諸表に及ぼす影響が

いずれも軽微であるため、当連結会計

年度より連結の範囲から除外しており

ます。

(2) 非連結子会社 ２社 (2) 非連結子会社 ４社

会社名：株式会社ディー・スタイル 

    DeNA Global, Inc. 

 なお、DeNA Global, Inc.は平成20

年１月18日付で新たに設立出資された

ものです。 

 なお、上記非連結子会社は、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余

金が、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を与えていないため、連結の範囲

から除外しております。   

  

会社名：株式会社ディー・スタイル 

    北京得那網絡科技有限公司  

    北京虹飛掌訊網絡科技有限公 

    司  

    DeNA Global, Inc. 

 なお、上記非連結子会社は、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余

金が、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を与えていないため、連結の範囲

から除外しております。   

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用しない非連結子会社 

  及び関連会社 ４社

(1) 持分法を適用しない非連結子会社 

  及び関連会社 ６社

会社名：株式会社ディー・スタイル 

    DeNA Global, Inc. 

    株式会社シーズクリエイト 

    株式会社トラベル・フロン 

    ティア 

 なお、上記持分法非適用会社は、当 

期純損益及び利益剰余金等が、いずれ 

も連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で 

あるため、持分法の適用範囲から除外 

しております。

会社名：株式会社ディー・スタイル 

    北京得那網絡科技有限公司  

    北京虹飛掌訊網絡科技有限公 

    司  

    DeNA Global, Inc. 

    株式会社シーズクリエイト 

    株式会社トラベル・フロン 

    ティア 

 なお、上記持分法非適用会社は、当 

期純損益及び利益剰余金等が、いずれ 

も連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で 

あるため、持分法の適用範囲から除外 

しております。

３ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価 

  方法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価 

  方法

 たな卸資産 

 （イ）商品 

    移動平均法による原価法 

 （ロ）貯蔵品 

    移動平均法による原価法

 たな卸資産 

  商品 

  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） 
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(7) 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

(会計方針の変更)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

（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。 

 

――――

―――― （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  当連結会計年度より「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日公表分)

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

価切下げの方法により算定）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

当期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

―――― 

 

（リース取引に関する会計基準等） 

  当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正）)及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）)を適

用しております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響はありません。
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(表示方法の変更)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

―――― (連結貸借対照表) 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用になることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度より「商品」につ

いては区分掲記し、「貯蔵品」（当連結会計年度

14,701千円）については金額が僅少のため、流動資産

の「その他」に含めて表示しております。なお、前連

結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品」「貯

蔵品」は、それぞれ115,723千円、12,444千円でありま

す。

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「貯蔵品売却益」（当連結会計年度63千円）及び「出

品キャンセル料収入」（当連結会計年度3,971千円）

は金額が僅少のため、当連結会計年度より営業外収益

の「その他」に含めて表示しております。

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めておりました「投資事業組合運用損」（前連結会

計年度1,021千円）は、重要性が増したため、当連結会

計年度においては区分掲記することといたしました。

―――― (連結キャッシュ・フロー計算書)

 前連結会計年度において区分掲記しておりました営

業活動によるキャッシュ・フローの「前渡金の増減額

（△は増加）」（当連結会計年度は△26,113千円）、

「未払消費税等の増減額（△は減少）」（当連結会計

年度は△157,010千円）、「未収消費税等の増減額（△

は増加）」（当連結会計年度は6,486千円）は、重要性

が低くなったため当連結会計年度において営業活動に

よるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し

ております。 

 

 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めておりました「差入保

証金の回収による収入」（前連結会計年度5,198千円）

は、重要性が増したため、当連結会計年度においては

区分掲記することといたしました。 
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するもの ※１ 非連結子会社及び関連会社に対するもの

 
投資有価証券（株式） 87,627千円

 
投資有価証券（株式） 355,252千円

 

※２ 担保提供資産

投資有価証券 33,058千円

      当該担保は仕入債務保証等の被保証等の銀行取引

に対するものであります。但し、平成20年３月31

日現在、当該担保に係る債務はありません。

 

※２ 担保提供資産

現金及び預金 5,000千円

有価証券 33,029千円

    当該担保は仕入債務保証等の被保証等の銀行取

引に対するものであります。なお、平成21年３月

31日現在の当該担保に係る債務は8,033千円であ

ります。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要なもの

販売促進費 2,265,057千円

給料及び手当 1,885,578千円

広告宣伝費 1,876,567千円

業務委託費 1,157,031千円

貸倒引当金繰入額 27,750千円

のれんの償却額 84,746千円

退職給付費用 22,651千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要なもの

販売促進費 2,856,962千円

給料及び手当 2,451,304千円

業務委託費 1,402,793千円

雑給 1,370,352千円

広告宣伝費 1,073,659千円

貸倒引当金繰入額 218,527千円

のれんの償却額 84,897千円

※２ 固定資産除却損の内容

建物 9,237千円

工具、器具及び備品 3 339千円

ソフトウェア 35,833千円

ソフトウェア仮勘定 6,370千円

計 54,780千円
 

※２ 固定資産除却損の内容

工具、器具及び備品 342千円

ソフトウェア 20,837千円

ソフトウェア仮勘定 23,692千円

計 44,872千円

 

※３ 本社移転費用の内容

本社移転に伴う原状回復費 48,242千円

本社移転に伴う臨時償却費 68,354千円

既存賃貸借契約違約金 5,982千円

新社屋既存設備撤去費 40,037千円

計 162,616千円

※３         ――――

※４ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産について、減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 金額

㈱ディー・エヌ・エー
（東京都）

― のれん 636,691千円

㈱エアーリンク    
（東京都他）

旅行
代理
店事
業

建物 19,239千円

工具、器具及
び備品

17,552千円

ソフトウエア 198,253千円

リース資産 16,639千円

その他 30,680千円

    当社グループは、資産のグルーピングを管理会

計上の事業別に行っております。旅行代理店事業

において、当初想定していた収益計画どおりに進

展していないため、「固定資産の減損に係る会計

基準」に基づき減損損失を認識しております。な

お、回収可能価額を使用価値より測定しておりま

すが、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値

がマイナスであるため回収可能価額はないものと

して取り扱っております。
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(変動事由の概要)  

旧商法第280条ノ19第1項の規定に基づく新株引受権並びに平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権の行使による増加であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

   

  

 
(変動事由の概要)  

平成20年10月30日開催の取締役会決議に基づき、東京証券取引所における市場買付により、当社普通株式 

11,236株を取得したためであります。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 483,977 1,989 ― 485,966

２ 自己株式に関する事項

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年6月23日 
定時株主総会

普通株式 251,668 520 平成19年3月31日 平成19年6月25日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月21日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 874,738 1,800 平成20年3月31日 平成20年6月23日

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 485,966 ― ― 485,966

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) ― 11,236 ― 11,236

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年6月21日 
定時株主総会

普通株式 874,738 1,800 平成20年3月31日 平成20年6月23日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年6月27日 
定時株主総会(予定)

普通株式 利益剰余金 854,514 1,800 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

  表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 21,780,411千円

現金及び現金同等物 21,780,411千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

  表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 23,440,832千円

担保に供している定期預金 △5,000千円

現金及び現金同等物 23,435,832千円

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会 

  社の資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たにスカイゲート株式会社 

  を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債 

  の内訳並びにスカイゲート株式の取得価額とスカ 

  イゲート株式取得による収入（純額）との関係 

  は次のとおりであります。 

   なお、株式会社エアーリンクは平成20年3月10 

  日付で同社を存続会社としてスカイゲート株式会 

  社を吸収合併しております。

流動資産 467,789千円

固定資産 23,320千円

のれん 297,032千円

流動負債 △455,276千円

固定負債 △232,866千円

スカイゲート株式取得価額 100,000千円

スカイゲート株式会社現金及
び現金同等物

△233,427千円

スカイゲート株式会社取得に
よる収入

133,427千円
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(単位:千円) 

 
(注) １.事業区分の方法 

事業は、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(895,553千円)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.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、19,856,530千円であり、その主なものは、当

社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門等に係る資産であります。 

５.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。 

(セグメント情報)

 【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

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

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

23,637,813 4,488,457 316,367 1,293,716 29,736,354 ― 29,736,354

(2)セグメント間の内 
  部売上高又は振替高

4,424 8,049 ― 4,911 17,386 (17,386) ―

計 23,642,238 4,496,506 316,367 1,298,628 29,753,740 (17,386) 29,736,354

営業費用 10,489,493 3,395,905 165,995 2,144,538 16,195,934 878,167 17,074,101

営業利益又は 
営業損失（△）

13,152,744 1,100,600 150,371 △845,910 13,557,806 (895,553) 12,662,252

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

資産 9,351,714 920,663 79,066 2,639,258 12,990,704 19,856,530 32,847,234

減価償却費 535,574 227,176 2,008 59,698 824,458 64,634 889,092

資本的支出 908,625 357,421 ― 259,384 1,525,431 461,907 1,987,339

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」

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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６.当連結会計年度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、当連結会計年度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26,659千円増加し、営

業費用は166,245千円増加し、営業利益は139,586千円減少し、資産は48,522千円増加し、減価償却費は

23,003千円増加し、資本的支出は11,589千円増加しており、「その他事業」の売上高は26,659千円減少し、

営業費用は166,245千円減少し、営業利益は139,586千円増加し、資産は48,522千円減少し、減価償却費は

23,003千円減少し、資本的支出は11,589千円減少しております。 

 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) 

 
  

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

Ⅰ 売上高及び営業損益

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

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

資産 5,490,093 556,414 116,653 2,545,966 8,709,127 12,411,169 21,120,297

減価償却費 181,160 152,212 4,509 61,075 398,956 19,683 418,640

資本的支出 822,986 236,460 ― 25,331 1,084,778 43,977 1,128,755
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(単位:千円) 

 
(注) １.事業区分の方法 

事業は、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(1,142,481千円)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.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、22,519,508千円であり、その主なものは、当

社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門等に係る資産であります。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

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

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

30,729,729 5,287,367 1,590,237 37,607,334 ― 37,607,334

(2)セグメント間の内 
  部売上高又は振替高

30,193 6,956 9,136 46,286 (46,286) ―

計 30,759,923 5,294,323 1,599,373 37,653,620 (46,286) 37,607,334

営業費用 14,510,862 3,943,474 2,213,440 20,667,777 1,096,195 21,763,972

営業利益又は 
営業損失（△）

16,249,061 1,350,849 △614,066 16,985,843 (1,142,481) 15,843,362

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的支
出

資産 12,317,822 875,536 1,622,243 14,815,602 22,519,508 37,335,110

減価償却費 847,116 272,058 118,869 1,238,044 126,592 1,364,637

減損損失 ― ― 919,055 919,055 ― 919,055

資本的支出 1,109,666 221,458 211,056 1,542,180 105,897 1,648,077

事業区分 主要サービス

モバイル事業  ・携帯総合ポータルサイト

   「モバゲータウン」

 ・アフィリエイトネットワーク

   「ポケットアフィリエイト」

 ・携帯電話オークション

   「モバオク」「au one モバオク」

 ・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  ・旅行代理店、保険代理店サービスの提供

 ・EC関連のソリューションサービスの提供
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５.会計方針の変更について 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 「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、当連結会計年度より「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日公表分)を適用しております。これ

による、営業費用、営業利益に与える影響は軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 「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、当連結会計年度より、「リ

ース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正）)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）)を適用しております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。これによる、営業費用、営

業利益に与える影響はありません。 

６.当連結会計年度における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、当連結会計年度より「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、当連結会計年度において「その他事業」の売上高は

110,803千円増加し、営業費用は44,128千円増加し、営業利益は66,675千円増加し、資産は414千円増加し、

減価償却費は320千円増加しております。  

 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19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

(単位:千円) 

 
  

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

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

23,637,813 4,488,457 1,610,083 29,736,354 ― 29,736,354

(2)セグメント間の内 
  部売上高又は振替高

4,424 8,049 4,911 17,386 (17,386) ―

計 23,642,238 4,496,506 1,614,995 29,753,740 (17,386) 29,736,354

営業費用 10,489,493 3,395,905 2,310,534 16,195,934 878,167 17,074,101

営業利益又は 
営業損失（△）

13,152,744 1,100,600 △695,538 13,557,806 (895,553) 12,662,252

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

資産 9,351,714 920,663 2,718,325 12,990,704 19,856,530 32,847,234

減価償却費 535,574 227,176 61,706 824,458 64,634 889,092

資本的支出 908,625 357,421 259,384 1,525,431 461,907 1,987,339
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   全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、   

   いずれも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。 

  

   全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、 

   いずれも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。 

   
        

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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(注) 算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額  

 
  
 ２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(開示の省略) 
 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプショ
ン等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示
を省略します。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 41,219円63銭 50,748円75銭

１株当たり当期純利益 13,978円17銭 16,515円19銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 13,944円00銭 当連結会計年度の潜在株式調整
後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式が存在していな
いため記載しておりません。

項目
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 21,233,773 25,654,576

普通株式に係る純資産額(千円) 20,031,338 24,091,953

差額の主な内訳 
 少数株主持分(千円)

1,202,435 1,562,622

普通株式の発行済株式数(株) 485,966 485,966

普通株式の自己株式数(株) ― 11,236

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(株)

485,966 474,730

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益（千円） 6,776,240 7,956,058

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る当期純利益（千円） 6,776,240 7,956,058

 普通株式の期中平均株式数（株） 484,773 481,742

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） 1,188 ―

（うち新株引受権及び新株予約権）（株） (1,188) ―

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 
 後１株当たり当期純利益の算定に含まれな 
 かった潜在株式の概要

―――――
 

―――――
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 17,431,705 17,920,262 

売掛金 3,960,052 4,711,812 

有価証券 － 994,555 

前渡金 3,090 1,539 

前払費用 132,886 142,863 

繰延税金資産 558,086 550,448 

その他 155,066 327,199 

貸倒引当金 △75,001 △232,556 

流動資産合計 22,165,885 24,416,124 

固定資産 

有形固定資産 

建物 349,466 404,540 

減価償却累計額 △16,513 △102,458 

建物（純額） 332,953 302,081 

工具、器具及び備品 1,291,207 1,585,075 

減価償却累計額 △604,239 △1,104,719 

工具、器具及び備品（純額） 686,967 480,355 

有形固定資産合計 1,019,921 782,437 

無形固定資産 

商標権 550 1,294 

ソフトウエア 510,544 769,137 

ソフトウエア仮勘定 97,197 265,247 

その他 540 540 

無形固定資産合計 608,833 1,036,221 

投資その他の資産 

投資有価証券 266,748 1,183,579 

関係会社株式 1,842,769 1,007,894 

関係会社長期貸付金 530,865 1,045,865 

差入保証金 823,739 643,544 

繰延税金資産 185,124 312,870 

その他 14,479 39,767 

貸倒引当金 △462,470 △1,056,941 

投資その他の資産合計 3,201,258 3,176,580 

固定資産合計 4,830,012 4,995,238 

資産合計 26,995,898 29,411,363 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 11,191 7,458 

未払金 2,447,574 2,781,645 

未払費用 55,639 52,753 

未払法人税等 4,264,060 3,369,770 

未払消費税等 455,882 276,424 

前受金 871,992 1,035,741 

預り金 124,094 148,833 

その他 5,742 19,124 

流動負債合計 8,236,179 7,691,751 

負債合計 8,236,179 7,691,751 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,328,870 4,328,870 

資本剰余金 

資本準備金 4,314,408 4,314,408 

資本剰余金合計 4,314,408 4,314,408 

利益剰余金 

繰越利益剰余金 10,115,981 16,074,939 

利益剰余金合計 10,115,981 16,074,939 

自己株式 － △2,999,993 

株主資本合計 18,759,261 21,718,225 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 456 1,386 

評価・換算差額等合計 456 1,386 

純資産合計 18,759,718 21,719,612 

負債純資産合計 26,995,898 29,411,363 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 24,068,150 30,064,110 

売上原価 4,579,187 6,611,529 

売上総利益 19,488,963 23,452,580 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 1,734,781 916,048 

販売促進費 1,797,695 2,415,732 

業務委託費 1,013,695 1,279,879 

貸倒引当金繰入額 480,706 769,305 

役員報酬 108,775 － 

給料及び手当 1,141,007 1,584,350 

賞与 222,507 － 

雑給 536,379 1,068,965 

福利厚生費 197,704 － 

賃借料 354,493 617,922 

減価償却費 57,740 135,363 

その他 1,084,745 1,590,209 

販売費及び一般管理費合計 8,730,232 10,377,777 

営業利益 10,758,730 13,074,803 

営業外収益 

受取利息 59,071 125,547 

受取配当金 350,120 350,180 

契約に基づく債務消滅益 64,584 100,402 

その他 19,415 21,048 

営業外収益合計 493,191 597,178 

営業外費用 

株式交付費 261 － 

投資事業組合運用損 1,021 4,768 

自己株式取得費用 － 2,699 

その他 407 843 

営業外費用合計 1,690 8,311 

経常利益 11,250,231 13,663,670 

特別損失 

固定資産除却損 36,693 44,809 

本社移転費用 162,616 － 

リース解約損 18,409 － 

関係会社出資金評価損 59,631 － 

関係会社株式評価損 － ※1 1,102,500 

その他 － 651 

特別損失合計 277,350 1,147,960 

税引前当期純利益 10,972,881 12,515,709 

法人税、住民税及び事業税 4,943,683 5,803,175 

法人税等調整額 △408,124 △121,161 

法人税等合計 4,535,558 5,682,013 

当期純利益 6,437,322 6,833,696 
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売上原価明細書 

 
  

  

 
  

【製造原価明細書】

前事業年度 

(自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日)

当事業年度 

(自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

Ⅰ 商品売上原価 57,840 1.3 46,011 0.7

Ⅱ 労務費 209,753 4.6 287,466 4.3

Ⅲ 経費 ※１ 4,311,592 94.1 6,278,051 95.0

 売上原価 4,579,187 100.0 6,611,529 100.0

前事業年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

※１ 経費の主な内訳は下記のとおりであります。 ※１ 経費の主な内訳は下記のとおりであります。

 

データセンタ費用 316,536千円

減価償却費 630,111千円

業務委託費 642,449千円

広告媒体費 2,430,730千円

 

データセンタ費用 377,796千円

減価償却費 981,200千円

業務委託費 1,089,131千円

広告媒体費 3,275,433千円

支払手数料 335,061千円
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 4,323,875 4,328,870 

当期変動額 

新株の発行 4,995 － 

当期変動額合計 4,995 － 

当期末残高 4,328,870 4,328,870 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 4,309,413 4,314,408 

当期変動額 

新株の発行 4,995 － 

当期変動額合計 4,995 － 

当期末残高 4,314,408 4,314,408 

資本剰余金合計 

前期末残高 4,309,413 4,314,408 

当期変動額 

新株の発行 4,995 － 

当期変動額合計 4,995 － 

当期末残高 4,314,408 4,314,408 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 3,930,327 10,115,981 

当期変動額 

剰余金の配当 △251,668 △874,738 

当期純利益 6,437,322 6,833,696 

当期変動額合計 6,185,654 5,958,957 

当期末残高 10,115,981 16,074,939 

利益剰余金合計 

前期末残高 3,930,327 10,115,981 

当期変動額 

剰余金の配当 △251,668 △874,738 

当期純利益 6,437,322 6,833,696 

当期変動額合計 6,185,654 5,958,958 

当期末残高 10,115,981 16,074,939 

自己株式 

前期末残高 － － 

当期変動額 

自己株式の取得 － △2,999,993 

当期変動額合計 － △2,999,993 

当期末残高 － △2,999,993 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本合計 

前期末残高 12,563,615 18,759,261 

当期変動額 

新株の発行 9,991 － 

剰余金の配当 △251,668 △874,738 

当期純利益 6,437,322 6,833,696 

自己株式の取得 － △2,999,993 

当期変動額合計 6,195,646 2,958,964 

当期末残高 18,759,261 21,718,225 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 9,608 456 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△9,151 929 

当期変動額合計 △9,151 929 

当期末残高 456 1,386 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 9,608 456 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△9,151 929 

当期変動額合計 △9,151 929 

当期末残高 456 1,386 

純資産合計 

前期末残高 12,573,223 18,759,718 

当期変動額 

新株の発行 9,991 － 

剰余金の配当 △251,668 △874,738 

当期純利益 6,437,322 6,833,696 

自己株式の取得 － △2,999,993 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,151 929 

当期変動額合計 6,186,494 2,959,894 

当期末残高 18,759,718 21,719,612 
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 該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針の変更】

(表示方法の変更)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

―――― (損益計算書) 

 前事業年度において区分掲記しておりました「福利

厚生費」（当事業年度272,858千円）、「役員報酬」

（当事業年度135,375千円）「賞与」（当事業年度

56,200千円）は重要性が低くなったため、当事業年度

において販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しております。

(6)【個別財務諸表に関する注記事項】

(損益計算書関係)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

―――― ※１ 関係会社株式評価損 

 以下の会社の評価損であります。 

（連結子会社） 

 株式会社エアーリンク 

 株式会社瀧本
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(重要な後発事象)

前会計年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当会計年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

――――― 株式会社エアーリンクの増資に対する引受の決議 

 平成21年５月１日開催の取締役会において、当社連結

子会社である株式会社エアーリンクの増資に対する払込

の引き受けを決議いたしました。今回の増資は、債務超

過の解消、借入金の返済及び運転資金の充実を目的とし

て実施するものであり、内容は次のとおりであります。 

会社名：株式会社エアーリンク 

増資金額：1,100,000千円 

増資時期：平成21年５月 

なお、増資に対する払込は全額当社が引き受けます。 

 

DeNA Global,Inc.の増資に対する引受の決議 

 平成21年５月１日開催の取締役会において、当社非連

結子会社であるDeNA Global,Inc.の増資に対する払込の

引き受けを決議いたしました。今回の増資は、自己資本

の充実による財務基盤の健全化及び運転資金の充実を目

的として実施するものであり、内容は次のとおりであり

ます。 

会社名：DeNA Global,Inc. 

増資金額：600万米ドル 

増資時期：平成21年５月 

なお、増資に対する払込は全額当社が引き受けます。 
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 該当事項はありません。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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