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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 17,375 △1.8 6,221 △19.4 6,380 △18.7 3,500 △18.7

21年3月期第2四半期 17,702 ― 7,721 ― 7,845 ― 4,303 ―

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2四半期 7,374.22 ―

21年3月期第2四半期 8,856.40 ―

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2四半期 38,477 28,430 69.5 56,309.86
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2四半期  26,731百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 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、７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2四半期 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2四半期  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2四半期 474,730株 21年3月期第2四半期 485,966株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の大幅な減少や失業率が過去 高水準と

なるなど依然厳しい状況でしたが、経済対策の効果もあって、個人消費は持ち直しの動きが見られまし

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６月末には、

FTTH、DSL等のブロードバンド契約数は3,092万回線となり、インターネット接続サービス契約数の

90.5％を占めております（総務省調べ）。また、平成21年９月末現在、高速データ通信が可能な第三世

代携帯電話加入者数は１億434万人となり、加入者全体の95.2％を占めております（電気通信事業者協

会調べ）。 

 このような状況の下、当社グループは当第２四半期連結累計期間におきまして、引き続き携帯電話向

けのサービスを中心とした事業展開を実施してまいりました。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「モバゲータウン」では、主要な収益源であるアバターの需要を喚起するため、第１四半期連結

会計期間から段階的に導入してきた３Dアバター（モーションアバター）を８月からユーザに全面開放

し、２Dアバターの需要低迷の補完に努めました。加えて、新たな収益の柱として育成すべく、ソーシ

ャルゲームの開発や「モバゲータウン」のオープン化に着手し、今後の本格的なソーシャルゲームの収

益化と国際展開への布石を打ちました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間のグループ総取扱高（注１）は65,163,765千円(前年同期比

4.9％増)となり、また、当社グループの売上高は17,375,806千円(前年同期比1.8％減)、営業利益はア

バター及びゲーム関連の売上原価増に伴い、6,221,346千円(前年同期比19.4％減)、経常利益は

6,380,575千円(前年同期比18.7％減)、四半期純利益は3,500,765千円(前年同期比18.7％減)となりまし

た。 

  

（注１）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、第１四半期連結会計期間より「ポータル・マーケテ

ィング事業」、「コマース事業」、「その他事業」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２四半期連結累計期間末の会員数は、1,510万人（前年同期末比345万人

増）となりました。10代が中心の会員構成から次第に20代以上の会員数が増加しており、国内 大級の

モバイルメディアとして更なる会員基盤の強化に取り組みました。また、当第２四半期連結累計期間も

引き続き、コミュニティの活性化に努め、各種コミュニティ関連機能の拡充や改良等を実施した結果、

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いたし

ました。 

 アバター関連売上（アバター販売及び成果報酬型広告）につきましては、８月の３Dアバターの全面

開放により、アバター利用シーンの新規性を追求しユーザの裾野拡大に取り組みましたが、３Dアバタ

【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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ーのアイテム数の不足や２Dアバターの需要低迷により、前年同期に比べ、売上は減少いたしました。 

 広告関連売上に関しましては、広告メディアとしての価値を高めて更なる広告出稿を獲得するため

に、広告代理店との連携を深めて大手広告主の新規開拓に努めましたが、景気の低迷やアバター需要の

低下により、売上は前年同期比で減少いたしました。しかしながら、モバイル広告市場は今後も成長が

見込まれることから、商品開発や営業開拓等、今後一層強化してまいります。 

 ゲーム関連売上に関しましては、ゲーム内のアイテム課金の拡大や企画等の拡充により、売上は堅調

に伸長いたしました。一方で、コミュニティを活性化する内製ソーシャルゲーム（注２）の開発や、ゲ

ームにおけるAPI（注３）をサービス事業者・開発者（以下、ゲームデベロッパーとする。）に開放す

る「モバゲータウン」のオープン化に着手いたしました。ソーシャルゲームの拡充によるユーザ満足度

の向上を図るとともに、新たな収益の柱に育ててまいります。今後、世界的に急成長が見込まれるソー

シャルゲーム市場への本格参入に注力し、モバイルソーシャルゲームのプラットフォームとしてNo.１

を目指してまいります。 

 サイトの健全性維持の取り組みに関しましては、携帯電話事業者のフィルタリングサービスを利用し

た簡易年齢認証の導入や規約に違反した特定ユーザ間の利用制限等の強化を実施しました。 

 「ポケットアフィリエイト」は、不正対策等の審査・監視体制の強化等により、前年同期に比べ売上

が減少いたしましたが、今後もアフィリエイトネットワークの健全化と総合的な広告配信サービスの提

供に努め、広告主と媒体主の新規開拓を推進し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や、３Dアバター制作

に伴う業務委託費及びゲームデベロッパーへのレベニューシェアの支払増加が影響いたしました。 

 以上の結果、ポータル・マーケティング事業の売上高は10,163,577千円(前年同期比12.1％減)、営業

利益は4,918,694千円(前年同期比25.9％減)となりました。 

  

（注２）人と人のつながりをベースに展開するゲーム。「モバゲータウン」のコミュニティの中で友人・知人とともに遊ぶことが

出来る。 

（注３）アプリケーション・プログラム・インターフェイスの略。デベロッパーが開発したゲームアプリケーションを、ゲームの

プラットフォームを介して公開するための通信規約。 

  

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、ファッション系商材の季節変動の影響に加え、購

入単価の下落により取扱高が伸び悩みました。 

 当第２四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4,964店（前年同期末比635店増）、当第２四半期連結累計期間の取扱高は18,604,806

千円（前年同期比0.6％増）となりました。 

 「モバオク」は、当第２四半期連結累計期間末の有料会員数が122万人（前年同期末比９万人増）と

なりました。月間平均出品数（平成21年９月度）は375万品（前年同月比67万品増）、当第２四半期連

結累計期間における取扱高は36,898,762千円（前年同期比3.8％増）となりました。 

 「モバコレ」は、季節変動の影響及び購入単価の下落により、前年同期比で売上は微増に留まりまし

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」向け決済エス

クローサービス「モバペイ」の利用率や一般加盟店数（EC事業者等）の拡大により、決済規模が順調に

拡大いたしました。 

 以上の結果、コマース事業の売上高は6,438,925千円(前年同期比18.3％増)、営業利益は2,162,230千

円(前年同期比12.1％増)となりました。 

  

③その他事業 
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 旅行代理店事業に関しましては、第１四半期連結会計期間におきまして、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の販売を開始し、売上は順調に拡大いたしました 

 中高年向けSNS「趣味人倶楽部」に関しましては、小説など自分の作品を公開できる「創作広場」の

開設や、1950～70年代の“今日の出来事”がわかる新コーナー「ニュース広場」の開設など、会員同士

の交流を活性化するコンテンツを拡充いたしました。今後も会員の要望に応え、サイト上での交流をよ

り活発にする企画を展開していく予定です。 

 以上の結果、その他事業の売上高は773,303千円（前年同期比10.1％増）、営業損失は224,163千円

（前年同期は296,254千円の営業損失）となりました。 

  

  

①財政状態 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は38,477,207千円（前連結会計年度末比1,142,097千円増）と

なりました。 

 流動資産は32,344,902千円（前連結会計年度末比73,740千円減）となりました。主な減少要因は売掛

金が1,518,278千円減少したことなどによるものであり、主な増加要因は現金及び預金が801,395千円増

加、その他に含まれる未収入金が678,138千円増加したことなどによるものであります。 

 固定資産は6,132,305千円（前連結会計年度末比1,215,837千円増）となりました。主な増加要因は投

資その他の資産のその他に含まれる投資有価証券が1,063,692千円増加したことなどによるものであり

ます。 

 流動負債は9,971,885千円（前連結会計年度末比1,539,036千円減）となりました。主な減少要因は未

払法人税等が1,386,040千円減少、未払金が385,181千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236,855千円増加したことなどによるものであります。 

 固定負債は74,697千円（前連結会計年度末比94,914千円減）となりました。主な減少要因はポイント

引当金が63,815千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10,046,582千円（前連結会計年度末比1,633,951千円減）となりました。 

 純資産合計は、28,430,625千円（前連結会計年度末比2,776,048千円増）となりました。主な増加要

因は利益剰余金が2,646,251千円増加したことなどによるものであります。 

 流動性に関する指標としては、当第２四半期連結会計期間末において流動比率324.4％、自己資本比

率69.5％となっております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ

796,395千円増加し、24,232,227千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のと

おりです。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は3,747,329千円となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期

純利益6,408,437千円、売上債権の減少1,518,278千円であり、主な支出要因は法人税等の支払額

3,932,278千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,947,941千円となりました。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1,596,944千円、無形固定資産の取得による支出728,939千円であります。主な

収入要因は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入511,100千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は1,002,992千円となりました。主な支出要因は、配当金の支払額

852,992千円であります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成22年３月期 第２四半期決算短信

－5－



  

  

 当社グループの主力サービスである「モバゲータウン」に関しましては、特に、今後は収益性の高い

内製ソーシャルゲームの新タイトルの着実な投入と「モバゲータウン」のオープン化により、創造性豊

かで多種多様なゲームを提供し、ユーザ満足度の向上を図るとともに、新たな収益の柱に育ててまいり

ます。急成長が見込まれるソーシャルゲーム市場への本格参入に注力し、モバイルソーシャルゲームの

プラットフォームとしてNo.１を目指してまいります。 

また、アバター関連売上では、８月後半から３Dアバターと連動するペット育成ゲーム「セトルリ

ン」の配信を段階的に拡大しており、サービスの新規性とユーザ間のコミュニケーション機能が評価さ

れ、利用ユーザ数は順調に拡大しています。今後も、３Dアバターと連動するソーシャルゲームを投入

し、３Dアバターの利用シーンの拡大による需要の喚起を図ります。 

 国際展開につきましては、８月に中国WAPTX社を子会社化し、10月に米国Aurora Feint社との資本業

務提携に関する基本合意書の締結及び米国IceBreaker社の完全子会社化を行いました。Aurora Feint社

との資本業務提携により、米国Apple社のiPhoneプラットフォームにおけるゲームデベロッパー向けに

コミュニティ機能を追加できる開発基盤の提供を開始いたします。また、WAPTX社を中国でのモバイル

SNS事業の基軸とし、IceBreaker社を英語圏におけるモバイルSNS事業の基軸とすることで、新たな事業

領域の拡大を推進していく所存です。「モバゲータウン」で培ったコミュニティ運営と収益化のノウハ

ウ等を世界市場でも活用し、来期以降の本格的な収益への貢献を目指します。 

 広告関連売上に関しましては、景気の低迷に伴う広告市場の冷え込みが続くと予想されますが、今後

もテレビ等の他媒体との連携を図り、大手広告主の新規開拓とインター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、総合アパレルメーカーの株式会社ワールドと業務提携し、2010年

１月末にアパレルに特化した新たなB to Bマーケットプレイス「バイヤーズクラブ」を開設する予定で

す。当社の強みであるネット運営力及びシステム開発技術力と、ワールドの強みである実店舗の卸ビジ

ネスで培ったマーケット対応力を活かし、バイヤー、サプライヤー双方のニーズに対応した、より効率

的で 適な環境でのB to Bマーケットプレイスを目指してまいります。コマース事業を取り巻く経済環

境につきましては、引き続き商品単価の下落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。 

 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、1,500万人を超える会員基盤

を 大限に活用し、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。 

 収益性の高いソーシャルゲームの立ち上がり状況等、現段階での予想見直しが困難であることを鑑

み、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。今後、既に公表い

たしました連結業績予想と実績との間に差異が生じ、適時開示規則に該当する変動幅となることが明ら

かになった場合には、業績予想修正等として速やかに情報を開示いたします。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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  該当事項はありません。 

  

  ①固定資産の減価償却費の算定方法 

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

する方法によっております。 

②繰延税金資産の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

   該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

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】 
(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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,242,227 23,440,832

売掛金 3,759,850 5,278,128

有価証券 1,032,278 1,027,584

商品及び製品 110,988 111,360

その他 3,487,537 2,806,213

貸倒引当金 △287,979 △245,475

流動資産合計 32,344,902 32,418,643

固定資産   

有形固定資産 710,129 853,213

無形固定資産 1,573,047 1,356,723

投資その他の資産   

その他 3,993,805 2,816,700

貸倒引当金 △144,676 △110,170

投資その他の資産合計 3,849,128 2,706,530

固定資産合計 6,132,305 4,916,467

資産合計 38,477,207 37,335,110

負債の部   

流動負債   

買掛金 426,939 391,604

未払金 2,647,242 3,032,424

未払法人税等 2,528,062 3,914,103

前受金 1,950,179 1,713,323

その他 2,419,461 2,459,466

流動負債合計 9,971,885 11,510,922

固定負債   

ポイント引当金 15,332 79,148

その他 59,364 90,463

固定負債合計 74,697 169,611

負債合計 10,046,582 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 21,093,532 18,447,280

自己株式 △2,999,993 △2,999,993

株主資本合計 26,736,818 24,090,567

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,839 1,386

評価・換算差額等合計 △4,839 1,386

少数株主持分 1,698,645 1,562,622

純資産合計 28,430,625 25,654,576

負債純資産合計 38,477,207 37,335,110
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 17,702,337 17,375,806

売上原価 3,781,555 4,965,063

売上総利益 13,920,781 12,410,742

販売費及び一般管理費 6,199,670 6,189,396

営業利益 7,721,111 6,221,346

営業外収益   

受取利息 58,603 51,974

受取配当金 180 180

契約に基づく債務消滅益 41,824 46,545

業務受託料 19,611 22,941

助成金収入 － 43,726

その他 12,531 11,959

営業外収益合計 132,750 177,327

営業外費用   

業務受託費用 4,624 1,840

投資事業組合運用損 3,201 13,714

為替差損 － 1,594

その他 467 948

営業外費用合計 8,293 18,098

経常利益 7,845,568 6,380,575

特別利益   

投資有価証券売却益 5,940 6,100

ポイント引当金戻入額 － 28,080

特別利益合計 5,940 34,180

特別損失   

固定資産除却損 16,761 1,835

事務所移転費用 － 4,482

特別損失合計 16,761 6,317

税金等調整前四半期純利益 7,834,747 6,408,437

法人税、住民税及び事業税 3,269,105 2,561,183

法人税等調整額 31,878 60,465

法人税等合計 3,300,984 2,621,649

少数株主利益 229,851 286,023

四半期純利益 4,303,911 3,500,765
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 7,834,747 6,408,437

減価償却費 644,604 713,151

のれん償却額 42,373 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 133,981 77,010

ポイント引当金の増減額（△は減少） △27,813 △63,815

受取利息及び受取配当金 △58,783 △52,154

固定資産除却損 16,761 1,835

売上債権の増減額（△は増加） 546,709 1,518,278

未収入金の増減額（△は増加） － △675,284

仕入債務の増減額（△は減少） 7,776 35,334

未払金の増減額（△は減少） △351,088 △324,953

前受金の増減額（△は減少） 519,740 236,855

その他 △729,810 △239,770

小計 8,579,198 7,634,925

利息及び配当金の受取額 53,034 44,681

法人税等の支払額 △4,789,960 △3,932,278

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,842,271 3,747,329

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 △1,261,000 △1,596,944

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

－ 511,100

有形固定資産の取得による支出 △332,085 △121,107

無形固定資産の取得による支出 △450,417 △728,939

差入保証金の差入による支出 △28,699 △6,275

差入保証金の回収による収入 192,071 3,437

その他 △46,192 △9,212

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,926,322 △1,947,941

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △869,518 △852,992

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 △1,019,518 △1,002,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 896,430 796,395

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 22,633,983 24,232,227
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

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

（単位：千円） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

 事業は、サービスの内容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

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

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,284 1,421 1,800 6,507 (6,507) ―

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

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

事業区分 主要サービス

モバイル事業 ・携帯電話オークション
  「モバオク」「auオークション」

・アフィリエイトネットワーク

  「ポケットアフィリエイト」

・携帯総合ポータルサイト

  「モバゲータウン」

・携帯電話専用ファッション系ショッピングサイト

  「モバコレ」

・決済エスクローサービス
  「モバペイ」

Webコマース事業 ・オークション＆ショッピングサイト
  「ビッダーズ」

・携帯電話向け総合ショッピングサイト
  「ポケットビッダーズ」「auショッピングモール」「モバデパ」

その他事業 ・EC関連のソリューションサービスの提供
・旅行代理店、保険代理店サービスの提供
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３ 所属セグメントの変更 

 前連結会計年度まで区分表示しておりました「ソリューション事業」について、当事業では自社の持つEC

関連サービスのノウハウを活用し、主に大企業・中堅企業を対象としてEC事業の立ち上げ支援及びEC事業に

おけるマーケティング支援サービス等を行い、一定の成果を挙げて参りました。 

 一方、「モバゲータウン」等の自社サービスが急成長を遂げるなか、自社サービスの更なる拡大による経

営基盤のより一層の強化を目的とし、当事業における新規の受注を取りやめ人的経営資源の自社サービスへ

のシフトを積極的に推進して参りました。 

 その結果、ソリューション事業における売上高は、立ち上げ支援を行ったお客様のEC事業におけるサービ

スの保守・運営といった継続的契約に基づく案件のみとなり、契約期間満了等による受注高の減少から、当

事業における金額的重要性がなくなったことにより、当第１四半期連結会計期間より「その他事業」に含め

て表示することといたしました。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ「その他事業」の売上高は106,413千円増加し、営業利

益は64,890千円増加しております。 

 なお、前中間連結会計期間のセグメント情報を当第２四半期連結累計期間において用いた事業区分の変更

により区分した場合、次のとおりとなります。 

  
（参考）前中間連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

（単位：千円） 

 
  

  

モバイル 
事業

Webコマース
事業

その他事業 計
消去又は 
全社

連結

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

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

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,813 5,521 1,676 9,011 (9,011) ―

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

営業利益又は△営業損失 5,045,683 488,630 △377,958 5,165,355 (420,660) 4,735,694
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

（単位：千円） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

 事業は、サービスの内容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

10,163,577 6,438,925 773,303 17,375,806 ― 17,375,806

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

219,455 48,386 19,832 287,673 (287,673) ―

計 10,383,032 6,487,312 793,135 17,663,480 (287,673) 17,375,806

営業利益又は△営業損失 4,918,694 2,162,230 △224,163 6,856,760 (635,414) 6,221,346

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 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、第１四半期連結会計期間より、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２四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

 【海外売上高】 

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

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

11,558,083 5,441,906 702,347 17,702,337 ― 17,702,337

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

137,547 97,170 1,800 236,519 (236,519) ―

計 11,695,631 5,539,077 704,147 17,938,856 (236,519) 17,702,337

営業利益又は△営業損失 6,635,790 1,928,904 △296,254 8,268,440 (547,329) 7,721,111

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱ディー・エヌ・エー(2432) 平成22年３月期 第２四半期決算短信
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