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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 8,810 △2.2 3,137 △26.5 3,257 △24.9 1,783 △25.6

21年3月期第1四半期 9,009 ― 4,270 ― 4,337 ― 2,395 ―

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

22年3月期第1四半期 3,756.77 ―

21年3月期第1四半期 4,929.71 ―

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

22年3月期第1四半期 35,658 26,577 70.2 52,707.02
21年3月期 37,335 25,654 64.5 50,748.75

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  25,021百万円 21年3月期  24,091百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 1,800.00 1,800.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 1,800.00 1,800.00

3.  平成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）

（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

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) 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） 

(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 

・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、６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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 485,966株 21年3月期  485,966株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  11,236株 21年3月期  11,236株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 474,730株 21年3月期第1四半期 485,966株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、財政出動による景気浮揚策等により個人消費の一

部に下げ止まりの兆候が現われ、国内生産・輸出も持ち直しの動きを見せ始めましたが、雇用情勢は依

然として厳しい状況が続き、本格的な景気回復の状況には至りませんでした。 

 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21年３月末には、

FTTH、DSL等のブロードバンド契約数は3,033万回線となり、インターネット接続サービス契約数の

89.5％を占めております（総務省調べ）。また、平成21年６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１億207万人となり、加入者全体の94.1％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１四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。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。 

 特に、 重要施策として「モバゲータウン」の媒体力強化に注力し、コミュニティ活性化によるユー

ザのアクティビティレベルの向上に取り組み、成果をあげました。しかしながら、「モバゲータウン」

において新規サービス導入に慎重を期したことに伴い、利益率の高いアバター関連売上が影響を受け、

また、経済不況等による広告関連売上、EC関連売上等への影響が見受けられました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間のグループ総取扱高（注）は32,374,283千円(前年同期比

5.8％増)となり、また、当社グループの売上高は8,810,076千円(前年同期比2.2％減)、営業利益は

3,137,506千円(前年同期比26.5％減)、経常利益は3,257,573千円(前年同期比24.9％減)、四半期純利益

は1,783,452千円(前年同期比25.6％減)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。 

 なお、事業の種類別セグメントにつきましては、当第１四半期連結累計期間より「ポータル・マーケ

ティング」、「コマース」、「その他」の事業区分に変更しております。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。 

  

①ポータル・マーケティング事業 

  

 「モバゲータウン」の当第１四半期連結累計期間末の会員数は1,448万人（前年同期末比369万人増）

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の強化に取り組んでまいりました。特に、当第１四半期連結累計期間の 重要施

策としてコミュニティ活性化の取り組みを強化し、各種コミュニティ関連機能の拡充や改良等を積み重

ねたことにより、媒体力の源泉となるユニークユーザ数やページビュー等のユーザのアクティビティが

順調に向上し、施策の成果が具現化してまいりました。 

 一方で、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、３D

アバター（モーションアバター）の浸透施策の展開を実施してまいりましたが、ユーザ動向を注視しな

がら慎重に展開してきた結果、ユーザへの全面開放が第２四半期連結会計期間以降にずれ込んだことに

加え、現行の２Dアバターにつきましては新規性の欠如や３Dアバター導入前の買い控え等の影響により

【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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売上が減少いたしました。しかしながら、６月後半からの３Dアバターの段階的開放による初動ユーザ

の動きは好反応であり、今後もユーザの反応を注視しながら、企画面、サービス面の充実を図り、第２

四半期連結会計期間以降の本格的な売上回復につなげ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、経済不況によるクライアントの出稿手控え傾向が継続しているものの、今

後も市場の拡大が見込まれるモバイル広告市場における広告販売の一層の強化等を図るため、大手広告

主に対する新規開拓を順調に推し進めてまいりました。 

 ゲーム関連売上に関しては、既存タイトルにおける購入アイテムの追加やゲーム内企画等の拡充等に

より順調に推移してまいりました。 

 また、サイトの健全性維持の取り組みに関しては、人員面・システム面での対応を継続して実施して

まいりましたが、今後は、各社個別の取り組みに加えて業界全体の取り組みを進展させるため、他の事

業者等とも協力して各種施策を実施してまいります。 

 「ポケットアフィリエイト」は、当第１四半期連結累計期間末の累積媒体主数が56万（前年同期末比

５万増）となりました。「モバゲータウン」のアバター需要の低下や不正対策等の審査・監視体制の強

化等により売上減少の影響が見受けられましたが、今後もネットワークの健全性を保ちながら、総合的

な広告配信ネットワークとして広告主と媒体主の裾野を広げてまいりたいと考えております。 

 営業利益面では、利益率の高い「モバゲータウン」のアバター関連売上の減少が影響しました。 

 以上の結果、ポータル・マーケティング事業の売上高は5,225,947千円(前年同期比12.3％減)、営業

利益は2,545,494千円(前年同期比31.9％減)となりました。 

  

②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」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」

等のモバイル分野を中心に展開してまいりましたが、単価下落等により取扱高が伸び悩みました。当第

１四半期連結累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4,893店（前年同期末比1,056店増）、当第１四半期連結累計期間の取扱高は9,375,963千円

（前年同期比0.7％減）となりました。 

 「モバオク」は、当第１四半期連結累計期間末の有料会員数が123万人（前年同期末比12万人増）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６月度）は379万品

（前年同月比33万品増）、当第１四半期連結累計期間における取扱高は19,123,166千円（前年同期比

6.4％増）となりました。 

 「モバコレ」は、販売商品の品揃えの充実を図り受注件数については堅調に推移いたしましたが、購

入単価低下の影響が見受けられました。 

 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サービス及び当社グループ外の加盟店（EC事業者

等）の決済規模が順調に拡大いたしました。また、クレジットカード情報保護における国際基準「PCI 

DSS Version 1.2」完全準拠認証を収納代行業界で初めて取得し、セキュリティマネジメントが国際基

準を満たすものであることが認められました。 

 以上の結果、コマース事業の売上高は3,263,040千円(前年同期比21.7％増)、営業利益は1,099,748千

円(前年同期比14.6％増)となりました。 

  

③その他事業 

  

 当第１四半期連結累計期間におきましては、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、世界 大級のインターネット旅行サイト「エクスペディア」を運営する米国の

Expedia,Inc.と業務提携し、株式会社エアーリンクが運営するオンライン旅行予約サイト「スカイゲー

ト」で販売する格安航空券と「エクスペディア」の宿泊予約を組み合わせたパッケージツアー商品の販

売を開始いたしました。 
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 中高年向けSNS「趣味人倶楽部」に関しては、タイアップ広告に関して大手広告主との取り組みを推

し進めてまいりました。 

 以上の結果、その他事業の売上高は321,087千円(前年同期比13.8％減)、営業損失は161,661千円（前

年同期は158,425千円の営業損失）となりました。 

  

  

①財政状態 

当第１四半期連結累計期間末の総資産は35,658,281千円（前期末比1,676,828千円減）となりまし

た。 

 流動資産は30,451,783千円（前期末比1,966,860千円減）となりました。主な減少要因は現金及び預

金が1,167,132千円減少、売掛金が1,277,098千円減少したことなどによるものであり、主な増加要因は

その他に含まれる未収入金が405,282千円増加したことなどによるものであります。 

 固定資産は5,206,498千円（前期末比290,031千円増）となりました。主な増加要因は無形固定資産の

ソフトウェアが252,429千円増加したことなどによるものであります。 

 流動負債は8,987,743千円（前期末比2,523,179千円減）となりました。主な減少要因は未払法人税等

が2,782,412千円減少したことなどによるものであり、主な増加要因は前受金が671,572千円増加したこ

となどによるものであります。 

 固定負債は93,432千円（前期末比76,179千円減）となりました。主な減少要因はポイント引当金が

59,318千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9,081,175千円（前期末比2,599,358千円減）となりました。 

 純資産合計は、26,577,105千円（前期末比922,529千円増）となりました。主な増加要因は利益剰余

金が928,938千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１四半期連結累計期間末において流動比率338.8％、自己資本比

率70.2％となっております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四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1,167,132千

円減少し、22,268,699千円となりました。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414,250千円となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純

利益3,285,132千円、売上債権の減少1,277,098千円であり、主な支出要因は法人税等の支払額

3,924,074千円であります。 

（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640,958千円となりました。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686,073千円、無形固定資産の取得による支出363,151千円であります。主な収入

要因は、有価証券の償還による収入500,000千円であります。 

（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940,424千円となりました。主な支出要因は、配当金の支払額790,424

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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 当社グループの主力サービスである「モバゲータウン」に関して、 重要施策としてコミュニティ活

性化によるユーザのアクティビティレベルの向上に取り組んで、確実にその成果を実現してきておりま

す。 

 一方で、主要な収益源であるアバター関連売上に関しましては、２Dアバターの新規性の欠如や３Dア

バター移行前の買い控え等による影響により４月より減少傾向にありましたが、６月後半からの３Dア

バターの段階的な開放では、初動ユーザの動きは好反応を見せており、第２四半期連結会計期間におき

ましては、３Dアバターの全面開放とゲーム等の他サービスとの連携による利用促進企画の着実な実施

によりアバター需要の喚起を図ってまいります。 

 ゲーム関連売上に関しましては、ゲームタイトルの拡充等を通じて確実に成長してきており、今後は

コミュニティとの連動等も含めた利用の活性化にも注力してまいります。 

 広告関連売上に関しましては、景況感の悪化等に伴う広告市場の冷え込みの影響等が見受けられます

が、大手広告主に対する新規開拓が順調に進展してきており、費用対効果の明確なネット広告に対する

需要を確実に取り込むべく注力してまいります。 

 コマース関連売上に関しましては、引き続き、景況感の悪化や季節要因等を背景とした商品単価の低

下傾向が継続すると考えておりますが、「モバゲータウン」との連携強化や販売促進企画等の実施によ

り、ユーザの需要喚起を図ってまいります。  

 また、日本国内で培ったノウハウ及びコンテンツ等を海外市場で展開するべく、国際事業の基盤の構

築を推進するとともに、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ります。 

 今後も、「モバゲータウン」の媒体力強化の取り組みを継続しながら、約1,400万人の会員基盤を

大限活用し、グループ内サービスのシナジーを 大化するとともに、新規収益源の創出を通じた多様で

強固な収益構造の構築を推進してまいります。 

 以上により、平成21年５月１日発表の平成22年３月期の連結業績予想に変更はございません。 

  
  

  

  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。 

  

  該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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）

(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
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５．【四半期連結財務諸表等】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,273,699 23,440,832

売掛金 4,001,029 5,278,128

有価証券 1,031,181 1,027,584

商品及び製品 131,379 111,360

その他 3,283,239 2,806,213

貸倒引当金 △268,745 △245,475

流動資産合計 30,451,783 32,418,643

固定資産   

有形固定資産 791,854 853,213

無形固定資産 1,488,458 1,356,723

投資その他の資産   

その他 3,061,976 2,816,700

貸倒引当金 △135,790 △110,170

投資その他の資産合計 2,926,185 2,706,530

固定資産合計 5,206,498 4,916,467

資産合計 35,658,281 37,335,110

負債の部   

流動負債   

買掛金 357,123 391,604

未払金 2,816,283 3,032,424

未払法人税等 1,131,691 3,914,103

前受金 2,384,896 1,713,323

その他 2,297,748 2,459,466

流動負債合計 8,987,743 11,510,922

固定負債   

ポイント引当金 19,829 79,148

その他 73,602 90,463

固定負債合計 93,432 169,611

負債合計 9,081,175 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 19,376,218 18,447,280

自己株式 △2,999,993 △2,999,993

株主資本合計 25,019,505 24,090,567

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,098 1,386

評価・換算差額等合計 2,098 1,386

少数株主持分 1,555,501 1,562,622

純資産合計 26,577,105 25,654,576

負債純資産合計 35,658,281 37,335,110
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(2)【四半期連結損益計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,009,901 8,810,076

売上原価 1,801,553 2,554,768

売上総利益 7,208,348 6,255,308

販売費及び一般管理費 2,938,226 3,117,801

営業利益 4,270,121 3,137,506

営業外収益   

受取利息 21,391 28,296

受取配当金 180 180

契約に基づく債務消滅益 20,324 17,941

業務受託料 18,932 21,483

助成金収入 － 43,246

その他 9,751 11,786

営業外収益合計 70,579 122,932

営業外費用   

業務受託費用 2,428 909

為替差損 － 1,590

その他 353 365

営業外費用合計 2,782 2,866

経常利益 4,337,919 3,257,573

特別利益   

ポイント引当金戻入額 － 28,080

特別利益合計 － 28,080

特別損失   

固定資産除却損 13,240 520

特別損失合計 13,240 520

税金等調整前四半期純利益 4,324,679 3,285,132

法人税、住民税及び事業税 1,614,847 1,185,394

法人税等調整額 194,328 173,406

法人税等合計 1,809,176 1,358,801

少数株主利益 119,833 142,879

四半期純利益 2,395,669 1,783,452
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 4,324,679 3,285,132

減価償却費 311,120 350,793

のれん償却額 21,186 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56,939 48,890

ポイント引当金の増減額（△は減少） △7,904 △59,318

受取利息及び受取配当金 △21,571 △28,476

固定資産除却損 13,240 520

売上債権の増減額（△は増加） 453,787 1,277,098

未収入金の増減額（△は増加） － △411,677

仕入債務の増減額（△は減少） △21,413 △34,481

未払金の増減額（△は減少） △277,019 △257,380

前受金の増減額（△は減少） 821,405 671,572

その他 △814,406 △535,698

小計 4,860,044 4,306,974

利息及び配当金の受取額 20,514 31,349

法人税等の支払額 △4,784,447 △3,924,074

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,111 414,250

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △993,375 △686,073

有価証券の償還による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △234,491 △81,458

無形固定資産の取得による支出 △220,045 △363,151

差入保証金の差入による支出 △2,004 △5,775

差入保証金の回収による収入 180,190 2,000

その他 △17,896 △6,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,287,622 △640,958

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △801,354 △790,424

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 △951,354 △940,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,142,865 △1,167,132

現金及び現金同等物の期首残高 21,780,411 23,435,832

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 19,594,687 22,268,699
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  該当事項はありません。 

  

 【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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 

(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

7,430,192 1,207,151 372,557 9,009,901 ― 9,009,901

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

990 484 1,141 2,616 (2,616) ―

計 7,431,182 1,207,636 373,699 9,012,518 (2,616) 9,009,901

営業利益又は△営業損失 4,403,977 293,370 △158,425 4,538,921 (268,800) 4,270,121

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
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３ 当第１四半期連結累計期間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、当第１四半期連結累計期間より「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91,420千円増加し、営業利益

は51,795千円増加しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を当第１四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）前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30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

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

4,273,211 999,928 335,217 5,608,357 ― 5,608,357

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,057 3,248 222 4,528 (4,528) ―

計 4,274,268 1,003,176 335,440 5,612,885 (4,528) 5,608,357

営業利益又は△営業損失 2,238,280 195,955 △191,979 2,242,256 (201,818) 2,040,437
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

ポータル・マ
ーケティング

事業

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

5,225,947 3,263,040 321,087 8,810,076 ― 8,810,076

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

103,203 27,734 18,810 149,748 (149,748) ―

計 5,329,151 3,290,775 339,898 8,959,824 (149,748) 8,810,076

営業利益又は△営業損失 2,545,494 1,099,748 △161,661 3,483,580 (346,074) 3,137,506

事業区分 主要サービス

ポータル・マーケティング
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」

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」

・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」

その他事業 ・旅行代理店、保険代理店サービスの提供
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３ 当第１四半期連結累計期間における事業区分の変更 

 従来、事業の種類別セグメントの区分につきましては、サービスの内容及び特性を基準として、主に携帯

電話における事業を中心とした「モバイル事業」、主にオークション＆ショッピングサイトである「ビッダ

ーズ」及びその関連事業を中心とした「Webコマース事業」並びに「その他事業」に区分しておりました。 

 一方、各セグメントにおけるサービス内容の多様化に伴い、現在の区分がサービスの内容及び特性と整合

しなくなってきたことから、平成21年４月に事業本部制の導入による大幅な組織変更を行ったことを契機

に、表示の明瞭性を保つため、事業区分の見直しをいたしました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間より、主にポータルサイト関連事業を中心とした「ポータル・マー

ケティング事業」、主にコマース関連事業を中心とした「コマース事業」、「その他事業」の３区分に変更

することといたしました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を、当連結会計年度の事業区分の方法により区分する

と以下のとおりとなります。 

（単位：千円） 

 
  

 【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  該当事項はありません。 

ポータル・マ
ーケティング

事業

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

5,956,072 2,681,271 372,557 9,009,901 ― 9,009,901

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

65,624 50,916 1,141 117,683 (117,683) ―

計 6,021,696 2,732,188 373,699 9,127,584 (117,683) 9,009,901

営業利益又は△営業損失 3,737,753 959,593 △158,425 4,538,921 (268,800) 4,270,121

(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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