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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 8,453 △13.2 △308 ― △336 ― △556 ―
21年3月期第3四半期 9,737 ― △441 ― △474 ― △1,956 ―

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3四半期 △8,932.68 ―
21年3月期第3四半期 △31,611.35 ―

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3四半期 5,931 4,250 67.8 64,467.99
21年3月期 6,787 4,887 67.2 73,462.23

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,019百万円 21年3月期  4,559百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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 11,300 △11.9 △415 ― △435 ― △650 ― △10,438.32



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
詳細は「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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3四半期 62,358株 21年3月期  62,080株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  8株 21年3月期  8株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 62,244株 21年3月期第3四半期 61,908株



売上高 

 当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比9.7％減の2,803百万円となりました。メディア事業につきまし

ては、当年の経営環境は、平成20年秋の金融危機（いわゆる「リーマン・ショック」）の混乱から立ち直りつつある

状況にあるものの、広告ニーズの変化は激しく、モバイル向けや気温などの条件に応じて表示される新しい広告商品

を投入いたしましたが、その効果は限定的で厳しい営業展開となりました。当セグメントの売上高は、前年同期比

19.1％減の694百万円となりました。 

 一方、ユーザー課金モデルのエンタテインメント事業につきましては、インターネット接続サービスが、当第３四

半期連結会計期間も増収傾向を維持しました。しかし当年度は、期初よりオンラインゲーム事業における課金代行

（他社運営）タイトルの取扱いを中止したことが大きな減収要因となっており、オンラインゲームやモバイル向けの

新サービスを立ち上げるなど積極策を講じたものの、その収益への貢献は低い水準に止まりました。当セグメントの

売上高は前年同期比3.0％減の2,086百万円となりました。 

 その他事業セグメントは、Ｅコマース事業などの収益を計上しておりますが、前年同期との比較では、不採算の化

粧品販売の分野から撤退したことによって減収となりました。なお、前年度に掲記していた金融サービス事業は撤退

しております。 

  

事業の種類別セグメント売上高 

（単位：百万円）

  

営業利益又は営業損失 

 利益面につきましては、当第３四半期連結会計期間は166百万円の営業損失を計上いたしました。前年同期比51百

万円の損失拡大となります。売上高の減少による売上総利益率の低下が主な要因です。売上総利益の減少を補うた

め、業務委託費をはじめとする経費削減に努めました。その結果、販売費及び一般管理費は前年同期比6.4％減（76

百万円減）の1,118百万円となりました。 

 セグメント別では、不採算の化粧品Ｅコマース事業から撤退したことで、前第３四半期連結会計期間に営業損失を

計上していたその他事業セグメントが当第３四半期連結会計期間は４百万円の営業利益に転じ、改善要因となってお

ります。しかし、メディア事業が46百万円の営業損失（前年同期は４百万円の営業利益）を、エンタテインメント事

業におきましても、19百万円の営業損失（前年同期は129百万円の営業利益）を計上する事態となり、厳しい営業成

績となりました。 

  

事業の種類別セグメント営業利益又は営業損失 

（単位：百万円）

  

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

  
前第３四半期 

連結会計期間 

当第３四半期 

連結会計期間 
増減額 増減率 

 メディア事業 859 694 △164 △19.1％

 エンタテインメント事業 2,151 2,086 △64 △3.0％

 金融サービス事業 13 ― △13 ―

 その他事業  83 21 △61 △73.7％

 計  3,107 2,803 △303 △9.8％

 セグメント間取引消去  △2 ― ＋2 ―

売上高合計 3,104 2,803 △300 △9.7％

  
前第３四半期 

連結会計期間 

当第３四半期 

連結会計期間 
増減額 増減率 

 メディア事業 4 △46 △51 ― 

 エンタテインメント事業 129 △19 △149 ―

 金融サービス事業 5 ― △5 ― 

 その他事業  △82 4 ＋86 ―

 計 56 △61 △118 ― 

 消去又は全社  △172 △105 ＋67 ―

営業利益又は営業損失合計 △115 △166 △51 ―



四半期純損失 

 当第３四半期連結会計期間は、減損損失など148百万円の特別損失（平成22年１月27日発表の「特別損失の計上に

関するお知らせ」を参照）を計上しております。これらの結果、最終損益は317百万円の四半期純損失となりまし

た。 

  

※平成22年３月期の第１四半期及び第２四半期連結会計期間の連結経営成績に関する定性的情報につきましては、平

成22年３月期第１四半期決算短信（平成21年８月11日開示）及び平成22年３月期第２四半期決算短信（平成21年11

月６日開示）をご参照ください。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から856百万円減少し5,931百万円となりました。現金

及び預金残高は、四半期純損失を計上する状況にあるため、前連結会計年度末から472百万円減少し1,162百万円とな

りました。また、売掛金につきましては、営業活動の低調さによる影響で、同129百万円減少し2,023百万円となって

おり、同じく買掛金につきましても、同120百万円減少し790百万円となりました。 

 資金運用として親会社のグループファイナンス制度を利用しておりますが、その運用額を減らしたことにより、関

係会社預け金が前連結会計年度末に比べ501百万円少ない1,500百万円となりました。一方、債券投資による運用等に

より投資有価証券残高が同255百万円増加し521百万円となっております。 

 事業資産につきましては、有形固定資産の簿価残高が90百万円となりました。減損処理により前連結会計年度末に

比べ約半分の水準となりました。無形固定資産につきましては、減損処理による減少要因があったものの、モバイル

向けサービスに係るソフトウェアやオンラインゲームの新タイトルの権利金を取得したことによって、当第３四半期

末の簿価残高は271百万円となりました。これは前連結会計年度に比べ30百万円の増加となります。 

 純資産は前連結会計年度末から636百万円減少し4,250百万円となりました。四半期純損失の計上による減少が当第

３四半期までの累計で556百万円あるほか、連結子会社の清算等に伴い少数株主持分が95百万円減少したことによる

ものです。 

 自己資本比率は前連結会計年度比0.6ポイント増加し67.8％となりました。 

  

 平成22年１月27日に業績予想を修正いたしました。内容につきましては、同日の発表資料「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。  

  

特定子会社の異動はありません。  

前連結会計年度において持分法適用の関連会社でありましたビューティーナビ株式会社は、同社の増資引受に伴

い子会社（出資比率76.0％）となりましたので、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

また、株式会社オンネットジャパンは、平成21年５月14日をもって清算したため、第１四半期連結会計期間よ 

り、エキサイトクレジット株式会社は、平成21年７月24日をもって清算したため、第２四半期連結会計期間よ 

り、それぞれ連結の範囲から除外しております。  

  

①簡便な会計処理 

法人税等及び繰延税金資産の算定方法について、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年

度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを基本とし、経営環境等の変化による重要

な影響を加味した方法に拠っております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、重要な減算項目

や税額控除項目を考慮して税金費用を算定しております。  

  

記載すべき事項はありません。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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

（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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,162,785 1,635,143

受取手形及び売掛金 － 2,152,985

売掛金 2,023,679 －

商品及び製品 521 1,195

原材料及び貯蔵品 2,615 850

関係会社預け金 1,500,089 2,001,500

その他 177,057 164,137

貸倒引当金 △83,676 △72,687

流動資産合計 4,783,073 5,883,124

固定資産   

有形固定資産 90,808 186,205

無形固定資産   

のれん 0 0

その他 271,498 241,145

無形固定資産合計 271,498 241,145

投資その他の資産   

投資有価証券 521,131 265,467

その他 266,903 217,889

貸倒引当金 △2,344 △6,115

投資その他の資産合計 785,690 477,241

固定資産合計 1,147,997 904,592

資産合計 5,931,071 6,787,716

負債の部   

流動負債   

買掛金 790,876 911,850

リース債務 157,107 185,976

未払法人税等 24,538 18,754

賞与引当金 90,584 32,201

事務所移転費用引当金 － 11,127

預り金 34,034 －

その他 415,845 412,606

流動負債合計 1,512,987 1,572,517

固定負債   

リース債務 156,526 327,277

繰延税金負債 － 919

その他 10,635 －

固定負債合計 167,162 328,197

負債合計 1,680,149 1,900,714



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,232,235 3,229,934

資本剰余金 3,653,117 3,650,815

利益剰余金 △2,872,674 △2,316,664

自己株式 △4,830 △4,830

株主資本合計 4,007,848 4,559,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,730 691

評価・換算差額等合計 11,730 691

新株予約権 2,911 2,745

少数株主持分 228,430 324,308

純資産合計 4,250,921 4,887,002

負債純資産合計 5,931,071 6,787,716



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,737,458 8,453,102

売上原価 6,199,689 5,496,065

売上総利益 3,537,768 2,957,037

販売費及び一般管理費 3,979,137 3,265,715

営業損失（△） △441,369 △308,678

営業外収益   

受取利息 9,315 7,590

受取配当金 975 2,341

その他 5,511 2,343

営業外収益合計 15,802 12,275

営業外費用   

支払利息 － 10,317

持分法による投資損失 46,269 23,974

その他 2,289 6,156

営業外費用合計 48,558 40,448

経常損失（△） △474,125 △336,851

特別利益   

投資有価証券売却益 6,719 14,401

関係会社株式売却益 41,534 －

新株予約権戻入益 11,890 499

固定資産売却益 － 1,394

その他 － 1,059

特別利益合計 60,145 17,354

特別損失   

固定資産除却損 10,646 2,229

減損損失 830,119 163,287

投資有価証券評価損 235,441 966

リース解約損 72,601 276

関係会社整理損 92,616 1,590

賃貸借契約解約損 － 3,120

和解金 － 3,700

その他 13,538 0

特別損失合計 1,254,963 175,169

税金等調整前四半期純損失（△） △1,668,943 △494,666

法人税、住民税及び事業税 34,322 40,400

法人税等調整額 219,272 △6,113

法人税等合計 253,595 34,286

少数株主利益 34,458 27,057

四半期純損失（△） △1,956,996 △556,010



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,104,238 2,803,890

売上原価 2,025,212 1,852,309

売上総利益 1,079,026 951,580

販売費及び一般管理費 1,194,435 1,118,276

営業損失（△） △115,409 △166,696

営業外収益   

受取利息 2,244 3,353

受取配当金 － 1,497

その他 1,081 704

営業外収益合計 3,325 5,554

営業外費用   

支払利息 － 2,448

持分法による投資損失 4,387 1,091

その他 57 702

営業外費用合計 4,445 4,242

経常損失（△） △116,528 △165,383

特別利益   

関係会社株式売却益 41,534 －

固定資産売却益 － 7

リース解約違約金清算益 136 －

新株予約権戻入益 2,329 －

役員賞与引当金戻入額 － 8,640

特別利益合計 44,001 8,647

特別損失   

固定資産売却損 455 －

固定資産除却損 279 2,195

減損損失 － 146,038

和解金 3,441 －

その他 28 276

特別損失合計 4,205 148,509

税金等調整前四半期純損失（△） △76,732 △305,246

法人税、住民税及び事業税 7,734 8,457

法人税等合計 7,734 8,457

少数株主利益 7,481 4,272

四半期純損失（△） △91,948 △317,976



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △1,668,943 △494,666

減価償却費及びその他の償却費 210,381 113,589

株式報酬費用 46,697 665

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,870 10,036

引当金の増減額（△は減少） 70,974 47,254

受取利息及び受取配当金 △10,290 △9,932

支払利息 － 10,317

持分法による投資損益（△は益） 46,269 23,974

新株予約権戻入益 △11,890 △499

固定資産除却損 10,646 2,229

リース解約損 72,601 276

減損損失 830,119 163,287

投資有価証券売却損益（△は益） △6,719 △14,401

関係会社株式売却損益（△は益） △41,534 －

投資有価証券評価損益（△は益） 235,441 966

関係会社整理損 92,616 1,590

賃貸借契約解約損 － 3,120

売上債権の増減額（△は増加） 147,250 154,435

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,080 △966

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,252 19,136

仕入債務の増減額（△は減少） 52,607 △121,748

未払金の増減額（△は減少） － △87,118

預り金の増減額（△は減少） － 17,439

その他の流動負債の増減額（△は減少） 79,601 13,964

長期未払金の増減額（△は減少） △4,805 －

リース資産減損勘定の増減額（△は減少） △30,132 －

その他 712 3,009

小計 187,805 △144,039

利息及び配当金の受取額 10,290 6,641

利息の支払額 － △10,317

リース解約損の支払額 △72,601 △276

法人税等の支払額 △153,006 △26,283

法人税等の還付額 － 144

営業活動によるキャッシュ・フロー △27,511 △174,130



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △16,950 △38,525

有形固定資産の除却による支出 △8,100 －

無形固定資産の取得による支出 △203,547 △119,638

無形固定資産の売却による収入 － 19,237

投資有価証券の取得による支出 △26,765 △285,191

投資有価証券の売却による収入 6,720 14,401

敷金及び保証金の差入による支出 － △55,947

敷金及び保証金の回収による収入 － 7,546

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 17,338

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△6,986 －

その他 △1,012 1,277

投資活動によるキャッシュ・フロー △256,641 △439,500

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 4,934 4,602

自己株式の取得による支出 △30 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △219,584

少数株主への払戻による支出 － △145,155

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,904 △360,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △279,248 △973,768

現金及び現金同等物の期首残高 4,120,513 3,636,644

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,841,265 2,662,875



該当事項はありません。 

  

  前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

   

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
メディア事
業 
（千円） 

エンタテイ
ンメント事
業 
（千円） 

金融サービ
ス事業  
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高及び営業損益               

(1)外部顧客に対する売

上高 
 859,167  2,151,080  13,337  80,652  3,104,238  －  3,104,238

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  2,800  2,800  △2,800  －

計  859,167  2,151,080  13,337  83,452  3,107,038  △2,800  3,104,238

営業利益又は 

営業損失（△） 
 4,329  129,788  5,006  △82,161  56,963  △172,372  △115,409

  
メディア事
業 
（千円） 

エンタテイ
ンメント事
業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高及び営業損益             

(1)外部顧客に対する売

上高 
 694,966  2,086,994  21,928  2,803,890  －  2,803,890

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  694,966  2,086,994  21,928  2,803,890  －  2,803,890

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △46,816  △19,317  4,611  △61,522  △105,174  △166,696

  
メディア事
業 
（千円） 

エンタテイ
ンメント事
業 
（千円） 

金融サービ
ス事業  
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高及び営業損益               

(1)外部顧客に対する売

上高 
 2,889,646  6,533,698  28,834  285,278  9,737,458  －  9,737,458

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 108  －  －  33,300  33,408  △33,408  －

計  2,889,754  6,533,698  28,834  318,578  9,770,866  △33,408  9,737,458

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △11,893  500,499  △117,338  △291,265  80,002  △521,371  △441,369



当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

２．事業区分の変更 

  前第３四半期連結累計期間  

 前連結会計年度では、金融サービス事業をその他事業に含めて表示しておりましたが、当セグメントの重

要性が増加したため第１四半期連結会計期間より区分掲記しております。そのため、当第３四半期連結累

計期間におけるその他事業の売上高及び営業損失は、従前の区分に比べ、それぞれ28,834千円、117,338

千円減少しております。 

当第３四半期連結累計期間 

 前連結会計年度では、金融サービス事業を区分表示しておりましたが、前連結会計年度末までに金融サー

ビス事業より撤退いたしました。 

３．会計処理の方法の変更 

  前第３四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、メディア事業の営業損

失が第３四半期連結累計期間で7,488千円増加しているほか、その他事業の営業損失が第３四半期連結累

計期間で9,023千円増加しております。 

４．固定資産の減損損失の計上 

  前第３四半期連結累計期間  

 当第１四半期及び第２四半期連結会計期間において固定資産について減損損失を計上しました。第３四半

期連結累計期間での各セグメントの資産の減少額は、メディア事業で104,875千円、エンタテインメント

事業で160,712千円、その他事業で126,824千円、消去又は全社の資産で102,424千円となっております。 

当第３四半期連結累計期間  

 当第３四半期連結累計期間において、固定資産について減損損失を計上しました。第３四半期連結累計期

間での各セグメントの資産の減少額は、メディア事業で32,822千円、エンタテインメント事業で25,887千

円、消却又は全社の資産で104,577千円となっております。 

  

  
メディア事
業 
（千円） 

エンタテイ
ンメント事
業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高及び営業損益             

(1)外部顧客に対する売

上高 
 2,154,057  6,150,665  148,378  8,453,102  －  8,453,102

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  2,154,057  6,150,665  148,378  8,453,102  －  8,453,102

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △117,882  125,073  12,489  19,680  △328,358  △308,678

事業区分 主要なサービス 

メディア事業 広告、検索連動型広告等 

エンタテインメント事業 
コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、イン

ターネット接続サービス等 

その他事業 Ｅコマース、新規事業等 



前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20

年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20

年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「補足資料」 

（１）売上区分別の販売実績 

 ① 四半期連結累計期間 

  

 ② 四半期連結会計期間 

   

６．その他の情報

区分 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

広告  2,663,600 27.4%  1,946,623 23.0% 

課金コンテンツサービス  3,342,186 34.3%  2,473,239 29.3% 

フレンズ  367,987    278,963   

恋愛結婚  130,082    159,946   

オンラインゲーム  1,083,916    258,085   

音楽コンテンツ配信  1,619,450    1,541,196   

その他  140,749    235,049   

ブロードバンドサービス  3,037,541 31.2%  3,727,016 44.1% 

Ｅコマース  526,339 5.4%  88,595 1.0% 

その他  167,790 1.7%  217,626 2.6% 

合計  9,737,458 100.0%  8,453,102 100.0% 

区分 

前第３四半期連結会計期間

（自 平成20年10月１日 

  至 平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 

  至 平成21年12月31日） 

 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

広告  820,273 26.4%  631,799 22.5% 

課金コンテンツサービス  1,100,350  35.4%  836,152 29.8% 

フレンズ  115,446    89,269   

恋愛結婚  43,848    56,634   

オンラインゲーム  344,744    99,685   

音楽コンテンツ配信  539,010    500,006   

その他  57,300    90,556   

ブロードバンドサービス  1,070,304 34.5%  1,259,878 44.9% 

Ｅコマース  77,897  2.5%  4,723 0.2% 

その他  35,412  1.1%  71,336 2.6% 

合計  3,104,238  100.0%  2,803,890 100.0% 



（２）販売費及び一般管理費の明細 

 ① 四半期連結累計期間 

  

 ② 四半期連結会計期間 

  

  

  

区分 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日） 

金額（千円） 金額（千円） 

広告宣伝費  163,353  39,185

販売手数料  267,875  198,174

販売促進費  130,718  127,604

業務提携料  345,451  196,046

ロイヤリティ  177,925  151,721

人件費  1,440,466  1,425,472

業務委託費  700,919  542,818

減価償却費  34,152  33,029

ソフトウェア償却費  122,771  37,835

権利金償却費  3,910  －

のれん償却額  14,160  2,671

事務所家賃  203,891  185,266

その他  373,542  325,889

合計  3,979,137  3,265,715

区分 

前第３四半期連結会計期間

（自 平成20年10月１日 

  至 平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 

  至 平成21年12月31日） 

金額（千円） 金額（千円） 

広告宣伝費  25,762  16,895

販売手数料  85,685  64,699

販売促進費  35,639  73,016

業務提携料  96,987  69,504

ロイヤリティ  56,566  50,355

人件費  471,026  482,306

業務委託費  226,373  178,055

減価償却費  4,467  12,560

ソフトウェア償却費  34,365  16,797

権利金償却費  －  －

のれん償却額  49  890

事務所家賃  67,559  59,302

その他  89,952  93,894

合計  1,194,435  1,118,276
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