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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 4,943 5.2 40 ― 62 ― 161 ―

21年3月期 4,700 △4.8 △644 ― △528 ― △2,154 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 1,427.95 ― 4.1 1.3 0.8
21年3月期 △19,039.60 ― △43.4 △9.3 △13.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  △2百万円

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

22年3月期 4,643 4,044 87.0 35,675.15
21年3月期 4,656 3,908 83.8 34,478.84

（参考） 自己資本   22年3月期  4,037百万円 21年3月期  3,902百万円

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

22年3月期 33 129 0 2,200
21年3月期 △319 22 0 2,037

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00 56 35.0 1.4

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

2,532 4.8 △178 ― △167 ― △172 ― △1,519.66

通期 5,431 9.9 4 △90.2 20 △68.1 13 △92.0 114.86



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） 

(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、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 113,183株 21年3月期 113,183株

② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 4,635 6.4 37 ― 59 ― 155 ―

21年3月期 4,356 △4.6 △649 ― △529 ― △2,147 ―

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

22年3月期 1,375.43 ―

21年3月期 △18,976.14 ―

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 4,583 4,027 87.9 35,582.71
21年3月期 4,579 3,897 85.1 34,438.93

（参考） 自己資本 22年3月期  4,027百万円 21年3月期  3,897百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。実際の業績等は、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。 
なお、上記予想に関する事項は、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。 

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 
累計期間

2,393 5.7 △174 ― △163 ― △167 ― △1,475.49

通期 5,141 10.9 13 △65.8 29 △51.6 24 △84.6 212.05



(１）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の概況 

 当連結会計年度における国内携帯電話市場は、景気低迷による消費の冷え込みや端末買替え需要の減退などに

より、販売不振に歯止めがかからず、依然として厳しい状況が続いております。こうした状況の中、普及価格帯

端末における性能の底上げや商品力の向上に加え、オープンOSを搭載したスマートフォンの積極投入などによ

り、乗り換えユーザーの獲得と携帯端末の２台目需要の開拓に向けて、キャリア間における販売競争が激化して

おります。また、LTE（Long Term Evolution）や、XGP（eXtended Global Platform）など、新たな通信インフ

ラ技術の登場や新規事業者の参入等により、サービスの多様化と料金競争が本格化する中、次世代ネットワーク

の商用サービス開始に向けて、事業者間のワイヤレスブロードバンド競争にも今後一層拍車がかかるものと思わ

れます。 

 一方、モバイルコンテンツ市場におきましては、インターネットサービスの開始から10年が経過し、データ通

信の高速化やパケット定額制が定着したことなどにより、コンテンツやアプリケーションが気軽に利用できる環

境が整備され、デジタルコンテンツの需要も拡大しつつあります。さらに、App StoreやAndroid Marketといっ

たモバイルアプリマーケットプレースの台頭や、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）によるオープン

化とソーシャルゲームの浸透が進む中、差別化と新たなサービス価値の創造に向けて企業間の競争が一層激化し

ております。 

 このような経営環境の下、当社企業グループは国内事業本部における安定的収益の確保と利益率の改善に向け

て、従量課金から月額課金モデルへの転換、集客導線の拡張、退会率の抑止等に努めるとともに、個別採算性を

重視したコンテンツの投入や業務の効率化推進などにより、アプリ開発コストや外注費等の削減に取組みまし

た。また、mixiアプリモバイルやモバゲータウンにオープンソーシャル対応アプリの提供を開始し、コミュニケ

ーション型課金モデルを導入するなど、新たな事業展開に向けた取組みにも着手いたしました。カジュアルコミ

ュニケーション事業本部においては、基本料金無料によるポイント課金型ビジネスモデルを導入し、公式・一般

サイトへのサービス拡充と収益基盤の強化に注力するとともに、オープンプラットフォームサービスへの対応を

強化することで、国内外における販路拡大に努めました。    

 なお、当社企業グループにおける事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりであります。 

（a）国内コンテンツ配信事業 

 当社企業グループの主力事業である国内コンテンツ配信事業におきましては、ポータルサイトを「Ｇモードス

タイル」に改称し、総合ゲームサイトとパズル系専門サイトの名称を、３キャリアで、それぞれ「テトリス＆

Getプチアプリ」と「アタマスイッチ！」に統一することでサービスイメージの醸成とブランド力の強化を図り

ました。 

 総合サイトでは、モバイル向けの国内ライセンスを独占的に取得した「TETRIS(テトリス)」に次ぐ世界 大規

模のカジュアルゲーム「Bejeweled(ビジュエルド)」や、テトリスの新作「TETRIS DJ」、「空気読み。」などが

売上高に貢献いたしました。 

 専門系サイトでは対戦系専門サイト「対戦ぐるじゃむ」で展開する「TETRIS LEAGUE（テトリスリーグ）」が

好調を維持しており、サービス開始から約１年というモバイルコンテンツとしては異例の早さで１億対戦を突破

しております。また、スポーツ専門サイトの「ケイバモノガタリＧ2010」やRPG専門サイトの「ヴァンパイアと

錬金術師」など、追加課金型モデルを採り入れたコンテンツが売上高に大きく貢献いたしました。 

 この結果、当連結会計年度における本事業セグメントの売上高は4,628百万円となり、前期比3.1％の増加とな

りました。 

（b）カジュアルコミュニケーション事業 

  カジュアルコミュニケーション事業におきましては、公式サイト向けポイント課金型無料ゲームサイト「ゲー

ムバイキング」を３キャリアで立ち上げるとともに、サービス強化に向けて提供コンテンツへの機能追加に取組

みました。また、一般サイト向け複合エンタメ・コミュニティサービス「わいわいサービス」においては、女性

向けコミュニティゲームサイト「戦国☆パラダイス」を開設し、アフィリエイト広告による収益モデルの導入や

ウェブマネーによる課金を開始するなど、サービスの拡充と事業収益力の強化に注力いたしました。 

 この結果、当連結会計年度における本事業セグメントの売上高は「Wii(R)」のゲームダウンロードサービス

「WiiウェアTM」向け配信や公式電子コミックサイトによる売上も含め、前期比71百万円増加し78百万円となり

ました。 
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（c）海外事業 

 海外事業におきましては、AndroidやiPhoneなどのオープンプラットフォーム向けに人気ゲームコンテンツの

配信を開始するとともに、オープンプラットフォームへの対応強化に向け、株式会社アプリックスが提供するi

アプリ自動変換ツール「MGD（Mobile Game Deployer）」を利用し、「Windows Marketplace for Mobile」向け

に「マジカルドロップDX」を含む22タイトルを配信いたしました。 

 この結果、当連結会計年度における本事業セグメントの売上高は64百万円となり、前期比26.9％の減少となり

ました。 

（d）その他の事業 

 その他の事業におきましては、開発受託案件に加え、人気のオリジナルゲーム「空気読み。DS」や「カタヌ

キ」などのニンテンドーDSiウェアTM向けゲーム配信や株式会社アコースティックの動画ソフトウェア

（movie4u）などのライセンスビジネスなどが売上に寄与いたしました。また、「mixiアプリモバイル」での

「Ｇモード みんなのミクゲー」のオープンに加え、モバゲータウンでは「Ｇモード みんなのミニゲー」を開

設し、オープンソーシャル対応アプリの提供を開始するとともに、この１月にはオープンから４日目で会員数

100万人を突破した「Ｇモード みんなのミクゲー」の人気恋愛ソーシャルゲーム「ミクカレ。」でポイント課

金サービスを開始するなど、新たな収益基盤の構築に向けて本格的に始動いたしました。  

 この結果、当連結会計年度における本事業セグメントの売上高は171百万円となり、前期比49.0％の増加とな

りました。 

 これらの結果、当連結会計年度における売上高は前期比5.2％増加し4,943百万円となりました。また、損益面

におきましては、単年度黒字化実現に向け、事業構造改革を強力に推進した結果、アプリ開発コストやサイト運

営費の低減、業務効率化による固定費の圧縮が図れたことなどから、営業利益は40百万円、経常利益は62百万円

となりました。なお、貸倒引当金戻入に伴う特別利益99百万円を計上したことなどにより、当期純利益は161百

万円となりました。 

② 次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、国内携帯電話市場の成長鈍化に加え、スマートフォンの台頭やSNSによるオー

プン化の急速な進展により、従来の携帯電話向けコンテンツ市場から新たな市場へと利用者が流出し、既存のコ

ンテンツビジネスを圧迫するなど、市場構造や経営環境が大きく変化する中、新たなビジネスモデルの創出に向

けて企業間競争は今後一層激化することが予想されます。 

 このような経営環境の下、当社は中長期的に強固な成長の土台を築くため、事業の選択と集中、中核事業への

経営資源の集中投下、競争力強化に向けた組織運営体制の確立などを基本戦略に掲げ、事業基盤の強化・拡充、

収益・利益の 大化実現に向けて事業推進体制の刷新に取り組んでまいります。 

 具体的には、主力のモバイルコンテンツ事業を安定的収益源として基盤化し、さらに強化していくと共に、

「オープンソーシャル事業」を次期中核事業として位置付け、事業基盤の早期確立に向けて、グループ内のノウ

ハウとリソースを集中投下してまいります。さらに、親会社である株式会社アプリックスと共同海外事業を立上

げ、エマージングマーケット等の海外市場での競争優位性を強化することで収益機会の拡大を図ってまいりま

す。 

 また、収益の確保と継続的利益成長の実現に向け、引き続き、事業体制の 適化とコスト低減による一層の体

質強化に取り組んでまいります。 

 これらにより、次期の業績見通しにつきましては、売上高5,431百万円、営業利益４百万円、経常利益20百万

円、当期純利益13百万円を見込んでおります。 
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(２) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末より13百万円減少（0.3％減）し、4,643百万円となりまし

た。 

 流動資産は、前連結会計年度末より558百万円増加（14.9％増）し、4,305百万円となりました。主な要因は、現

金及び預金の増加163百万円、回収期日が１年内となった科目振替による１年内回収予定の長期貸付金の増加477百

万円であります。 

 固定資産は、前連結会計年度末より572百万円減少（62.9％減）し、338百万円となりました。主な要因は、回収

期日が１年内となった科目振替による長期貸付金の減少477百万円、敷金の減少108百万円であります。なお、重要

性の低下に伴い、敷金は「その他」に集約いたしました。 

（負債） 

 当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末より149百万円減少（20.0％減）し、599百万円となりまし

た。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少39百万円、事業構造改革引当金の減少64百万円、未払金の減少48百万

円であります。なお、重要性の低下に伴い、未払金は「その他」に集約いたしました。 

（純資産） 

  当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末より135百万円増加（3.5％増）し、4,044百万円となり

ました。主な要因は、当期純利益の計上による利益剰余金の増加161百万円であります。なお、繰越利益剰余金の

欠損填補を目的として資本剰余金2,427百万円を利益剰余金へ振替えております。 

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」という。）は、2,200百万円（前年同期2,037百

万円）となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果、33百万円の資金獲得（前年同期319百万円の資金使用）となりました。主な要因は、税金等調

整前当期純利益170百万円、減価償却費の計上49百万円、貸倒引当金の減少額92百万円、事業構造改革引当金の減

少額64百万円、たな卸資産の増加額69百万円、前渡金の減少額39百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果、129百万円の資金獲得（前年同期22百万円の資金獲得）となりました。主な要因は、有形固定

資産の取得による支出90百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入16百万円、敷金の差入によ

る支出60百万円、敷金の回収による収入162百万円、破産更生債権等の回収による収入101百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、支出した資金については、重要なものはありません。 

(３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重点課題と位置付け、財務体質の強化と将来の事業展開に必要な内部

留保の充実を図りつつ、安定的な利益配当と業績に応じた積極的な利益還元を基本方針としております。  

 平成22年3月期におきましては、コスト構造改革を着実に推し進めたことにより、単年度黒字化を実現するととも

に、当初の利益計画を上回る進捗を遂げることができました。これもひとえに皆様方のご支援ご協力の賜物と感謝し

厚く御礼申し上げます。 

 当期の利益配当につきましては、利益配分に関する基本方針と収益状況を踏まえつつ、期末配当を1株当たり500円

とさせていただきます。 

 なお、次期の配当予想額につきましては、安定配当の継続を重視しておりますものの、当社を取り巻く経営環境が

依然として厳しいことから、新たな事業基盤の構築と経営基盤の強化を目的とした一層の内部留保の充実を図るた

め、誠に遺憾ながら現時点におきましては配当を見送る予定であります。 
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当社企業グループ（当社及び当社の関係会社）は、株式会社アプリックスを親会社とする当社（株式会社ジー・モー

ド）及び連結子会社２社から構成されております。当社企業グループの各事業区分における主な事業内容は以下のとお

りであります。なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

株式会社アプリックスは、当社普通株式の公開買付により、平成22年１月25日付で当社の親会社に該当することとな

りました。  

２．企業集団の状況

事業区分 主な事業内容 

  国内コンテンツ配信事業  携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営 

  カジュアルコミュニケーション事業 
携帯電話一般サイトや各種メディアデバイス等を利用したインター

ネットカジュアルコミュニティサービスの企画・開発・運営 

  海外事業 携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等 

  その他の事業 
携帯電話向けゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作ツ

ールのライセンス供与等 
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 [事業系統図] 

  前頁を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

連結子会社：株式会社アコースティック 

株式会社モバイル・リサーチ 
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(１）会社の経営の基本方針 

 当社は、「人々の心の潤いとなるコンテンツ・サービスをネットワークを通じて広く遍く提供することですべての

人々に心豊かな生活をもたらす」ことを、経営理念とし企業活動を行っております。ネットワークは、「いつでも、

どこでも、誰にでも」コンテンツを提供することが可能な媒体であることから、手軽に誰もが楽しめるコンテンツを

提供することによって、より多くの人々が楽しむことを実現できます。 

 当社は、そんな小さな楽しみが広がることによって、より心豊かで幸せな社会が生まれることを願っております。

 そのため当社は、創業当時から「いつでも、どこでも、誰とでも」を１つの行動指針とし、手軽に誰もが楽しめる

ようさまざまなハードルを下げていくことを目標としております。価格を下げる、分かりやすいルールにする、すぐ

に遊べるユーザインタフェースや画面デザインを考える、このようにさまざまなハードルを下げることで、ひとりで

も多くの人が楽しみ、喜べるコンテンツをこれからも提供し続けていきたいと考えております。 

(２）目標とする経営指標 

 当社企業グループは、強固な収益基盤を早期に構築し、企業価値をより高めるため、一定率以上の利益率を確保す

ることを重点に経営に取り組んでおります。当期におきましては、単年度黒字化の実現に向けて、事業構造改革を強

力に推し進めた結果、過去３期に渡る 終赤字からの脱却を果たすことができました。今後は、新たな事業基盤の確

立とコスト効率化に注力し、経営体質の強化を図ることで、安定的な黒字経営の実現と利益率の向上に取り組んでま

いります。 

(３）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、「日本 強のコンテンツ・サービス・プロバイダーを目指す」を中期的な経営目標として掲げておりま

す。しかしながら、ここ数年における当社を取巻く市場環境は、過去の経験値を超える厳しい状況が続いており、安

定的収益基盤の確立と利益 大化を実現するビジネスモデルの構築が喫緊の経営課題となっております。 

 こうした状況の下、中長期的に強固な成長の土台を築くため、事業の選択と集中、中核事業への経営資源の集中投

下、株式会社アプリックスとの共同海外事業展開などを来期の基本戦略に掲げ、事業基盤の強化・拡充と収益・利益

の 大化実現に向けて事業推進体制の刷新に取り組んでおります。 

 さらに、外部環境の変化に動じない強固な企業体質の構築に向けて、組織機能の集約・統合および人的リソースの

再配置を行い、より効率的で機動力のある組織運営スタイルを確立するとともに、全社的な課題に対する対応機能の

強化に取組んでまいります。 

(４）会社の対処すべき課題 

① 事業体制の革新による「中長期的な成長基盤」の構築 

 スマートフォンの台頭やSNSによるオープン化の急速な進展により、従来の携帯電話向けコンテンツ市場から新

たな市場へと利用者が流出し、既存のコンテンツビジネスを圧迫するなど、市場構造や経営環境が大きく変化する

中、新たなビジネスモデルの創出に向けて企業間競争は今後一層激化することが予想されます。 

 このような事業環境の下、当社企業グループは安定的収益基盤の確立と利益 大化の実現に向け、中長期を見据

えた新たな事業基盤を早期に構築することが経営の 重要課題であると考えております。その対応に向け、主力の

モバイルコンテンツ事業を安定的収益源として基盤化し、さらに強化していくと共に、「オープンソーシャル事

業」を次期中核事業として位置付け、事業基盤の早期確立に向けて、グループ内のノウハウとリソースを集中投下

してまいります。さらに、親会社である株式会社アプリックスとの事業シナジーを 大限に発揮することで、共同

海外事業を立上げ、エマージングマーケット等の海外市場での競争優位性を強化するとともに、収益機会の拡大を

図ってまいります。 

 また、収益の確保と継続的利益成長の実現に向け、引き続き、事業体制の 適化とコスト低減による一層の体質

強化に取り組んでまいります。 

３．経営方針
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② モバイルコンテンツ事業の強化 

 当社企業グループの主力事業であるモバイルコンテンツ事業におきましては、モバイル検索エンジン導入による

公式・一般サイトのボーダーレス化により、一般サイトが急速に普及し、無料コンテンツの利用が拡大するととも

に、オープン端末の普及やSNSによるオープン化の急激な進展などにより、キャリア課金モデルによる新規会員獲

得機会の減少や既存会員の退会加速、ビジネスモデル維持コストの増加などが懸念される状況となっております。

 このような環境の中、付加価値の高い独創的サービスやプロモーションと連動したコンテンツ創りに注力すると

ともに、一般サイトとの連携強化による公式サイトへの導線拡張やマーケティング機能の強化、検索エンジンの有

効活用などにより、集客力の強化と収益力の拡大を図ってまいります。また、Flashコンテンツによるアプリ開発

コストの低減や現行マネタイズサイトポートフォリオを 適化することなどにより、利益率の向上を目指してまい

ります。 

③ 次期中核事業の育成 

 ここ数年における公式サイトビジネス環境は過去の経験を超える厳しい状況が続いており、安定的収益基盤の確

立と利益 大化を実現する新たなビジネスモデルの構築が喫緊の経営課題となっております。こうした状況の下、

中長期的に強固な成長の土台を築くため、今後さらなる成長が見込まれるオープンソーシャル市場での本格的事業

展開を新たな事業の柱とすべく、経営資源を集中投下し、効率的で機動力のある組織運営スタイルを確立すること

で成功確度を高め、早期収益化を目指してまいります。 

 また、徹底した採算管理により、事業継続の可否について定期的な見直しを実施するとともに、事業継続と撤退

に係る判断基準を厳格化することにより、新規事業開拓に内在するリスクの回避にも努めてまいります。 

  

(５）内部管理体制の整備・運用状況 

 コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備の状況」に

おいて記載しておりますのでご参照ください。 
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,054,479 2,218,250

受取手形及び売掛金 1,322,828 1,272,919

商品及び製品 － 82

仕掛品 118,410 194,207

原材料及び貯蔵品 7,777 31

未収還付法人税等 4,540 1,134

繰延税金資産 824 4,284

1年内回収予定の長期貸付金 － 477,000

その他 244,608 151,268

貸倒引当金 △7,009 △14,137

流動資産合計 3,746,460 4,305,040

固定資産   

有形固定資産   

建物 44,138 87,364

減価償却累計額 △39,653 △13,155

建物（純額） 4,485 74,209

工具、器具及び備品 183,100 152,050

減価償却累計額 △154,770 △133,543

工具、器具及び備品（純額） 28,329 18,506

有形固定資産合計 32,815 92,715

無形固定資産   

のれん 67,804 57,373

その他 48,599 27,376

無形固定資産合計 116,403 84,749

投資その他の資産   

投資有価証券 37,730 31,839

長期貸付金 477,000 －

破産更生債権等 1,495,000 －

敷金 234,531 －

繰延税金資産 1,611 2,485

その他 8,780 126,331

貸倒引当金 △1,493,481 －

投資その他の資産合計 761,171 160,656

固定資産合計 910,389 338,121

資産合計 4,656,850 4,643,162
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 300,002 260,882

未払金 251,633 －

未払法人税等 8,943 11,424

繰延税金負債 15,319 1,512

事業構造改革引当金 64,867 －

その他 104,390 325,322

流動負債合計 745,158 599,141

固定負債   

繰延税金負債 3,459 －

固定負債合計 3,459 －

負債合計 748,617 599,141

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,723 3,320,723

資本剰余金 2,978,396 551,066

利益剰余金 △2,422,812 166,137

株主資本合計 3,876,307 4,037,927

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,261 △2,312

繰延ヘッジ損益 27,372 2,205

評価・換算差額等合計 26,111 △106

少数株主持分 5,813 6,200

純資産合計 3,908,232 4,044,020

負債純資産合計 4,656,850 4,643,162
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 4,700,499 4,943,506

売上原価 3,316,596 2,989,303

売上総利益 1,383,903 1,954,202

販売費及び一般管理費 2,028,779 1,913,411

営業利益又は営業損失（△） △644,875 40,790

営業外収益   

受取利息 109,467 22,079

未払配当金除斥益 － 2,603

その他 13,449 603

営業外収益合計 122,916 25,287

営業外費用   

為替差損 884 867

持分法による投資損失 2,902 －

投資事業組合運用損 2,258 2,552

その他 10 －

営業外費用合計 6,055 3,420

経常利益又は経常損失（△） △528,014 62,657

特別利益   

関係会社株式売却益 － 8,189

貸倒引当金戻入額 － 99,664

特別利益合計 － 107,853

特別損失   

固定資産除却損 752 82

貸倒引当金繰入額 1,493,481 －

事業構造改革費用 123,281 －

その他 8,702 －

特別損失合計 1,626,217 82

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,154,232 170,429

法人税、住民税及び事業税 11,093 12,756

法人税等調整額 △10,903 △4,333

法人税等合計 190 8,422

少数株主利益 536 386

当期純利益又は当期純損失（△） △2,154,959 161,619
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,320,723 3,320,723

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,320,723 3,320,723

資本剰余金   

前期末残高 2,978,396 2,978,396

当期変動額   

欠損填補 － △2,427,330

当期変動額合計 － △2,427,330

当期末残高 2,978,396 551,066

利益剰余金   

前期末残高 △267,853 △2,422,812

当期変動額   

欠損填補 － 2,427,330

当期純利益又は当期純損失（△） △2,154,959 161,619

当期変動額合計 △2,154,959 2,588,949

当期末残高 △2,422,812 166,137

株主資本合計   

前期末残高 6,031,266 3,876,307

当期変動額   

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,154,959 161,619

当期変動額合計 △2,154,959 161,619

当期末残高 3,876,307 4,037,927
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,387 △1,261

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 126 △1,051

当期変動額合計 126 △1,051

当期末残高 △1,261 △2,312

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 27,372

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,372 △25,166

当期変動額合計 27,372 △25,166

当期末残高 27,372 2,205

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,387 26,111

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,498 △26,218

当期変動額合計 27,498 △26,218

当期末残高 26,111 △106

少数株主持分   

前期末残高 9,455 5,813

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,641 386

当期変動額合計 △3,641 386

当期末残高 5,813 6,200

純資産合計   

前期末残高 6,039,334 3,908,232

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,154,959 161,619

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,857 △25,831

当期変動額合計 △2,131,102 135,788

当期末残高 3,908,232 4,044,020
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△2,154,232 170,429

減価償却費 58,791 49,331

のれん償却額 13,370 10,431

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,493,498 △92,536

事業構造改革引当金の増減額（△は減少) 64,867 △64,867

受取利息及び受取配当金 △109,467 △22,079

為替差損益（△は益） 1,113 306

持分法による投資損益（△は益） 2,902 －

投資事業組合運用損益（△は益） 2,258 2,552

固定資産除却損 752 82

関係会社株式売却損益（△は益） － △8,189

事業構造改革費用 58,413 －

売上債権の増減額（△は増加） △61,640 16,169

たな卸資産の増減額（△は増加） 161,456 △69,101

前渡金の増減額（△は増加） △131,286 39,585

仕入債務の増減額（△は減少） △749 △19,208

未払金の増減額（△は減少） 20,744 △44,896

その他 1,390 56,924

小計 △577,816 24,932

利息及び配当金の受取額 110,976 23,237

和解金の支払額 △750 －

法人税等の還付額 189,276 4,632

法人税等の支払額 △41,163 △19,457

営業活動によるキャッシュ・フロー △319,476 33,345
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △101,247 △1,237

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △3,527 △90,038

無形固定資産の取得による支出 △20,292 △203

投資有価証券の取得による支出 △4,725 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

8,056 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 16,341

貸付金の回収による収入 45,000 －

保険積立金の解約による収入 55,839 －

敷金の差入による支出 △60,621 △60,621

敷金の回収による収入 － 162,602

破産更生債権等の回収による収入 － 101,182

その他 3,993 1,654

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,475 129,679

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △537 △184

財務活動によるキャッシュ・フロー △537 △184

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,113 △306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △298,653 162,534

現金及び現金同等物の期首残高 2,336,565 2,037,911

現金及び現金同等物の期末残高 2,037,911 2,200,445

（株）ジー・モード（2333）　平成22年３月期決算短信



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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（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数     ３社     

連結子会社の名称  

株式会社アコースティック 

株式会社モバイル・リサーチ 

株式会社Ｇ３ 

なお、株式会社Ｇ３は、平成20

年11月20日の株式取得により、連

結子会社となりましたが、平成20

年12月31日をみなし取得日として

おります。 

連結子会社の数     ２社     

連結子会社の名称  

株式会社アコースティック 

株式会社モバイル・リサーチ 

なお、株式会社Ｇ３について、

平成21年４月に保有する全株式を

譲渡したことに伴い、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 該当事項はありません。 

株式会社Ｇ３は、平成20年４月１日

に同社の第三者割当増資を当社が全額

引き受けたため、当連結会計年度より

持分法の適用会社となりましたが、平

成20年11月20日の株式取得に伴い、連

結子会社となったため、持分法の適用

会社から除外しております。 

なお、関連会社であった期間の損益

は連結損益計算書に含めております。 

――――― 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。 

同左 

４．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 有価証券 

その他有価証券  

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

① 有価証券 

その他有価証券  

 時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

時価法によっております。 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

――――― 

③ 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）によって

おります。 

  仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）によってお

ります。 

仕掛品 

同左 

  貯蔵品 

総平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）によって

おります。 

貯蔵品 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(２）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法（ただし、「工具、器具及び

備品」のうち、パソコン及びサーバー

については 定額法）によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物           ３～18年 

  工具、器具及び備品    ３～20年 

① 有形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（３～５年）に基づいております。 

② 無形固定資産 

同左 

(３）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

よる計算額を、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

貸倒引当金 

同左 

  ② 事業構造改革引当金 

事業構造の改革により発生が見込ま

れる費用について、合理的に見積もら

れる金額を計上しております。 

――――― 

(４）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(５）重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ヘッジ対象…外貨建予定取引   

  ③ ヘッジ方針 

事業活動に伴う為替変動によるリス

クを低減させることを目的としており

ます。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ有効性の判定は、原則として

ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象の相場変

動又はキャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とを比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。ただし、ヘッジ手段とヘッジ

対象の資産・負債又は予定取引に関す

る重要な条件が同一である場合には、

有効性が100％であることが明らかで

あるため、有効性の判定は省略してお

ります。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(６）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式を

採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６．のれんの償却に関する事項 のれんの償却については、10年間の

均等償却を行っております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 
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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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、

従来、主として個別法による原価法によっておりまし

たが、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、主として個別法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま

す。 

これによる当連結会計年度の営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失への影響は軽微でありま

す。 

―――――  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

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）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「仕掛品」「原材料及

び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会

計年度の「たな卸資産」に含まれる「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」は、それぞれ284,937千円、1,407千円

であります。 

（連結貸借対照表） 

１．前連結会計年度において「原材料及び貯蔵品」に含

めておりました「商品」(前連結会計年度6,679千円）

については、明瞭性の観点より当連結会計年度より

「商品及び製品」として区分掲記しております。 

２．前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「敷金」は、当連結会計

年度において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。なお、前連結会計年度末の「敷金」

の金額は、173,910千円であります。 

２．前連結会計年度において区分掲記しておりました

「敷金」については、資産の総額の100分の５以下と

なったため、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しております。なお、当連結会計年度の「その

他」に含まれている「敷金」の金額は125,725千円で

あります。 

  ３．前連結会計年度において区分掲記しておりました

「未払金」については、負債及び純資産の合計額の

100分の５以下となったため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の

「その他」に含まれている「未払金」の金額は

202,724千円であります。 

  （連結損益計算書） 

前連結会計年度において営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「未払配当金除斥益」は、

営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲記しまし

た。なお、前連結会計年度の「未払配当金除斥益」の

金額は1,183千円であります。  
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１. 事業区分の方法 

       事業は、サービスの系列性、市場の類似性等を考慮して区分しております。 

２. 各区分に属する主要な製品 

３. 消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

（８）注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

国内コンテ
ンツ配信事

業 
（千円） 

カジュアル
コミュニケー
ション事業 
（千円） 

海外事業
（千円） 

その他の
事業 

（千円） 
計（千円）

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

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 
 4,489,821  6,665  88,556  115,455  4,700,499  －  4,700,499

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  5,594  5,594  (5,594)  －

計  4,489,821  6,665  88,556  121,050  4,706,094  (5,594)  4,700,499

営業費用  3,842,371  456,661  129,642  107,454  4,536,129  809,245  5,345,375

営業利益又は営業

損失（△） 
 647,450  △449,995  △41,086  13,596  169,964  (814,840)  △644,875

Ⅱ．資産、減価償却費

及び資本的支出 
  

資産  1,704,666  43,107  39,526  107,140  1,894,440  2,762,410  4,656,850

減価償却費  15,787  4,183  1,043  4,989  26,004  32,786  58,791

減損損失  29,569  6,906  2,552  1,726  40,755  7,554  48,309

資本的支出  6,108  －  232  402  6,743  18,843  25,586

事業区分 主要製品

国内コンテンツ配信事業  携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営 

カジュアルコミュニケーション   

事業 

携帯電話一般サイトや各種メディアデバイス等を利用したインタ

ーネットカジュアルコミュニティサービスの企画・開発・運営 

海外事業 携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等 

その他の事業 

携帯電話ウェブサイトを利用したプロモーション支援、携帯電話

向けゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作ツールの

ライセンス供与等 

  
当連結会計年度

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額 
 816,847

提出会社の総務部、経理財務部等管理部門に

かかる費用 

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の金額 
 2,946,139

提出会社の余資運用資金（現金及び預金）及

び経理財務部等管理部門にかかる資産 
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４. 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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。この変

更による当連結会計年度の営業利益又は営業損失への影響は軽微であります。 

５. 事業区分の変更 

従来、国内受託事業については、区分掲記しておりましたが、事業構造の改変に伴い重要性が低下したた

め、当連結会計年度より、その他の事業に含めて表示しております。 

 なお、従前の区分に従った当連結会計年度における国内受託事業の売上高は30,575千円、営業利益は1,004

千円、総資産は6,496千円、減価償却費は2,958千円であります。 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１. 事業区分の方法 

       事業は、サービスの系列性、市場の類似性等を考慮して区分しております。 

２. 各区分に属する主要な製品 

３. 消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

  

国内コンテ
ンツ配信事

業 
（千円） 

カジュアル
コミュニケー
ション事業 
（千円） 

海外事業
（千円） 

その他の
事業 

（千円） 
計（千円）

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

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 
 4,628,511  78,229 64,768  171,997 4,943,506  －  4,943,506

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 405 － － 980 1,385  (1,385) －

計  4,628,916 78,229 64,768 171,997  4,944,891  (1,385) 4,943,506

営業費用  3,435,339 509,260 65,594 198,005 4,208,200  694,514 4,902,715

営業利益又は営業

損失（△） 
 1,193,576  △431,031  △825  △25,028  736,690  (695,900) 40,790

Ⅱ．資産、減価償却費

及び資本的支出 
  

資産  1,597,110 78,030 40,140 106,341 1,821,623  2,821,538  4,643,162

減価償却費  14,094 3,089 588 3,416 21,189  28,142 49,331

資本的支出  49,100 9,173 3,304 11,330 72,909  15,565 88,475

事業区分 主要製品

国内コンテンツ配信事業 携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営 

カジュアルコミュニケーション   

事業 

携帯電話一般サイトや各種メディアデバイス等を利用したインタ

ーネットカジュアルコミュニティサービスの企画・開発・運営 

海外事業 携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等 

その他の事業 
携帯電話向けゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作

ツールのライセンス供与等 

  
当連結会計年度

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額 
     696,065

提出会社の総務部、経理財務部等管理部門に

かかる費用 

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の金額 
      2,822,039

提出会社の余資運用資金（現金及び預金）及

び経理財務部等管理部門にかかる資産 

（株）ジー・モード（2333）　平成22年３月期決算短信



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

至 平成22年３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。 

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

至 平成22年３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。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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  (注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額    (注)１ 円 銭34,478 84

１株当たり当期純損失金額 (注)２ 円 銭19,039 60

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額       (注)１ 円 銭35,675 15

１株当たり当期純利益金額 (注)２ 円 銭1,427 95

項目 
前連結会計年度末

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

 純資産の部の合計額      （千円）  3,908,232  4,044,020

 純資産の部の合計額から控除 

 する金額           （千円）  5,813  6,200

 （うち少数株主持分）  (5,813)  (6,200)

 普通株式に係る期末の純資産額 （千円）  3,902,418  4,037,820

 １株当たり純資産額の算定に用 

 いられた期末の普通株式の数    (株） 

  

 113,183

  

 113,183
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     ２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益又は当期順損失（△） （千円）  △2,154,959  161,619

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又は 

当期純損失（△）        （千円）  △2,154,959  161,619

期中平均株式数          （株）  113,183  113,183

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めなかった

潜在株式の概要 

 平成14年２月７日定時株主総会 

 決議第１回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式              450株 
  
 平成15年６月27日定時株主総会 

 決議第２回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式              318株 
  
 平成17年６月28日定時株主総会 

 決議第３回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式            3,318株 
  
 平成17年６月28日定時株主総会 

 決議第４回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式           3,806株 
  
 平成17年６月28日定時株主総会 

 決議第５回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式           300株 
  
 平成17年６月28日定時株主総会 

 決議第７回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式         700株 

 平成14年２月７日定時株主総会 

 決議第１回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式              450株 
  
 平成15年６月27日定時株主総会 

 決議第２回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式              180株 
  
 平成17年６月28日定時株主総会 

 決議第３回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式            1,292株 
  
 平成17年６月28日定時株主総会 

 決議第５回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式           300株 
  
 平成17年６月28日定時株主総会 

 決議第７回ストック・オプション

（新株予約権） 

 普通株式         370株 
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．重要な子会社株式の譲渡 

 当社は、平成21年３月31日開催の取締役会において、

連結子会社である株式会社Ｇ３（以下、「Ｇ３」とい

う。）の全株式を譲渡することを決議いたしました。 

（１）譲渡理由 

現在当社では来期単年度黒字化の実現に向けた抜本

的構造改革による収益・利益確保のための施策を積極

的に推進しております。企業グループ全体の収益性や

資産の効率的運用の観点から、当社の強みを活かすモ

バイルコンテンツ事業への経営資源集中を実現するた

め、Ｇ３全株式の譲渡を決定いたしました。 

（２）譲渡先の名称 

 ピーシーフェーズ株式会社 

（３）譲渡の日程 

 取締役会決議日 平成21年３月31日 

 譲渡日     平成21年４月１日  

（４）当該子会社の名称及び事業内容 

（５）譲渡する株式の数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株

式の状況 

（６）損益に与える影響 

 当該株式譲渡により8,189千円の株式売却益が生じ

る見込みであります。 

 商号 株式会社Ｇ３ 

 主な事業内容 モバイルセールスプロモーション

事業、その他周辺事業 

 譲渡前の所有株式数 400株（所有割合 100.0％） 

 譲渡株式数 400株（譲渡価額 20,000千円）

 譲渡後の所有株式数 －株（所有割合 －％） 

――――― 

  

２．資本準備金の額の減少 

 当社は、平成21年５月21日開催の取締役会において、

資本準備金の減少について下記のとおり決議いたしまし

た。 

（１）目的 

資本準備金の額を減少し、剰余金の処分を行うこと

によって、繰越利益剰余金の欠損を填補するものであ

ります。 

（２）減少する額 

平成21年３月31日現在の当社の資本準備金の額

2,978,396千円から2,427,330千円を取り崩します。 

（３）減額の方法 

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金

を減少し、その他資本剰余金に振替え、併せて、会社

法第452条の規定に基づき、振替えたその他資本剰余

金を繰越利益剰余金に振替え、欠損を補填いたしま

す。 

（４）資本準備金の額の減少の日程 

 取締役会決議日 平成21年５月21日 

 効力発生日 平成21年５月21日  

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

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３．業務・資本提携 

 当社は、平成21年５月25日開催の取締役会において、

株式会社アプリックス（以下、「アプリックス」とい

う。）と業務・資本提携を行うことを決議し、アプリッ

クスとの間で業務・資本提携契約を締結いたしました。

（１）業務・資本提携について 

当社は「携帯電話ゲームNo.1カンパニー」として

170万人を超える公式課金会員数を有するとともに、

モバイルのみならずあらゆるデバイスに対応可能な先

端的なアプリ開発技術力を有しております。一方、ア

プリックスは組込みソフトウェアメーカーとして、日

本で初めてSun MicrosystemsよりJavaTMのライセンス

を取得し、1999年、世界に先駆けて発売されたJava搭

載家電に同社のJavaプラットフォームが採用されたの

を皮切りに、世界中の携帯電話メーカーや通信事業者

に幅広く利用されるなど、携帯電話をはじめとするデ

ジタル家電用のJavaテクノロジーにおける世界的なリ

ーディングカンパニーであります。 

 両社の事業内容は密接な関係にありながらも競合し

ないものであり、いずれも携帯電話を主要なターゲッ

トとしている事から、製品の開発・販売等について、

これまでも良好な協業関係を構築してまいりました。

 アプリックスが株式会社アエリア（以下、「アエリ

ア」という。）との間で締結した株式譲渡契約に基づ

いて当社の株式を譲り受けることにより、両社の信頼

関係をより強固なものにするとともに、携帯電話向け

ソフトウェア・コンテンツ関連事業における両社の協

業関係を更に強化し、エマージングマーケットを中心

とする海外の携帯電話マーケットに対して、ユーザー

のニーズに対応したサービスをタイムリーに提供する

ことで、相乗的な企業価値の向上を図ってまいりま

す。 

（２）業務・資本提携の内容 

①海外での市場拡大 

サービスやソフトウェアを中核とした販売促進や協

調営業の体制を整備・充実させ、海外での市場拡大を

目指します。  

②定期的かつ緊密な情報の交換 

提携関係の一層の発展に向け、協業の推進、検討、

協議、報告に関する定期的かつ緊密な情報交換を行

い、シナジー効果の早期実現を目指してまいります。

③社外取締役の派遣受け入れ 

アプリックスから社外取締役２名の派遣を本年６月

に開催の当社定時株主総会にて選任決議をいたしまし

た。 

――――― 
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（開示の省略）  

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプ

ション等、企業結合等、賃貸等不動産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ております。 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

④資本提携 

アエリアが所有する当社の全普通株式22,620株をア

プリックスが譲り受けることで、同社は当社の主要株

主である筆頭株主となります。さらに、業務提携なら

びに人材交流をより円滑に進めるため、アプリックス

は当社株式を追加取得しております。これにより、当

社はアプリックスの持分法適用関連会社となりまし

た。 

――――― 
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,935,789 2,090,640

売掛金 1,221,072 1,195,134

商品 － 80

仕掛品 118,410 194,741

貯蔵品 6,709 29

前渡金 163,123 123,538

前払費用 28,649 17,035

未収還付法人税等 1,999 1,127

1年内回収予定の長期貸付金 － 477,000

その他 51,948 8,922

貸倒引当金 △6,600 △6,200

流動資産合計 3,521,103 4,102,050

固定資産   

有形固定資産   

建物 38,660 81,886

減価償却累計額 △38,613 △11,373

建物（純額） 46 70,512

工具、器具及び備品 174,576 142,412

減価償却累計額 △150,123 △127,495

工具、器具及び備品（純額） 24,453 14,917

有形固定資産合計 24,500 85,429

無形固定資産   

商標権 108 45

ソフトウエア 42,139 26,144

その他 143 143

無形固定資産合計 42,391 26,333

投資その他の資産   

投資有価証券 37,730 31,839

関係会社株式 236,284 216,284

長期貸付金 477,000 －

破産更生債権等 1,495,000 －

敷金 230,048 121,242

その他 8,502 －

貸倒引当金 △1,493,481 －

投資その他の資産合計 991,083 369,366

固定資産合計 1,057,975 481,129

資産合計 4,579,078 4,583,180
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 271,216 251,373

未払金 245,033 195,522

未払費用 37,437 40,193

未払法人税等 8,583 6,015

繰延税金負債 15,319 1,512

前受金 25,561 24,856

預り金 9,374 7,777

前受収益 283 －

事業構造改革引当金 64,867 －

その他 40 28,570

流動負債合計 677,718 555,822

固定負債   

繰延税金負債 3,459 －

固定負債合計 3,459 －

負債合計 681,177 555,822

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,723 3,320,723

資本剰余金   

資本準備金 2,978,396 551,066

資本剰余金合計 2,978,396 551,066

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,427,330 155,675

利益剰余金合計 △2,427,330 155,675

株主資本合計 3,871,790 4,027,465

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,261 △2,312

繰延ヘッジ損益 27,372 2,205

評価・換算差額等合計 26,111 △106

純資産合計 3,897,901 4,027,358

負債純資産合計 4,579,078 4,583,180
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 4,356,382 4,635,744

売上原価 3,190,344 2,890,076

売上総利益 1,166,037 1,745,668

販売費及び一般管理費 1,815,997 1,707,695

営業利益又は営業損失（△） △649,959 37,973

営業外収益   

受取利息 109,103 21,978

未払配当金除斥益 － 2,603

その他 14,706 759

営業外収益合計 123,809 25,340

営業外費用   

為替差損 884 867

投資事業組合運用損 2,258 2,552

その他 10 －

営業外費用合計 3,153 3,420

経常利益又は経常損失（△） △529,303 59,893

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 99,664

特別利益合計 － 99,664

特別損失   

固定資産除却損 752 82

貸倒引当金繰入額 1,493,481 －

事業構造改革費用 123,281 －

その他 8,702 －

特別損失合計 1,626,217 82

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,155,521 159,475

法人税、住民税及び事業税 3,800 3,800

法人税等調整額 △11,545 －

法人税等合計 △7,745 3,800

当期純利益又は当期純損失（△） △2,147,776 155,675
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,320,723 3,320,723

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,320,723 3,320,723

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,978,396 2,978,396

当期変動額   

資本準備金の取崩 － △2,427,330

当期変動額合計 － △2,427,330

当期末残高 2,978,396 551,066

その他資本剰余金   

前期末残高 －  

当期変動額   

資本準備金の取崩 － 2,427,330

欠損填補 － △2,427,330

当期変動額合計 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 2,978,396 2,978,396

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 － △2,427,330

当期変動額合計 － △2,427,330

当期末残高 2,978,396 551,066

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 △279,553 △2,427,330

当期変動額   

欠損填補 － 2,427,330

当期純利益又は当期純損失（△） △2,147,776 155,675

当期変動額合計 △2,147,776 2,583,005

当期末残高 △2,427,330 155,675
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 △279,553 △2,427,330

当期変動額   

欠損填補 － 2,427,330

当期純利益又は当期純損失（△） △2,147,776 155,675

当期変動額合計 △2,147,776 2,583,005

当期末残高 △2,427,330 155,675

株主資本合計   

前期末残高 6,019,566 3,871,790

当期変動額   

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,147,776 155,675

当期変動額合計 △2,147,776 155,675

当期末残高 3,871,790 4,027,465

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,387 △1,261

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 126 △1,051

当期変動額合計 126 △1,051

当期末残高 △1,261 △2,312

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 27,372

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,372 △25,166

当期変動額合計 27,372 △25,166

当期末残高 27,372 2,205

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,387 26,111

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,498 △26,218

当期変動額合計 27,498 △26,218

当期末残高 26,111 △106
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 6,018,179 3,897,901

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,147,776 155,675

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,498 △26,218

当期変動額合計 △2,120,277 129,457

当期末残高 3,897,901 4,027,358
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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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（１）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

６．その他
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（２）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は、当期製品製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注実績 

当社企業グループは、一部受注生産を行っておりますが、販売実績に占める受注販売実績割合の重要性が乏しい

ため記載を省略しております。 

③ 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２． 近２期における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。 

 なお、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ及びソフトバンクモバイルに対する販売実績は、当社企業グループがＮＴ

Ｔドコモのiモードサービス、ＫＤＤＩのＥＺｗeb及びソフトバンクモバイルのYahoo!ケータイを介して行

う有料情報サービスの利用者（一般ユーザー）に対する情報料の総額であります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％）

国内コンテンツ配信事業（千円）  544,255  67.7

カジュアルコミュニケーション事業（千円）  154,122  123.9

海外事業（千円）  17,668  39.5

その他の事業（千円）  85,594  121.0

合計（千円）  801,640  76.8

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％）

国内コンテンツ配信事業（千円）  4,628,511  103.1

カジュアルコミュニケーション事業（千円）  78,229  1,173.6

海外事業（千円）  64,768  73.1

その他の事業（千円）  171,997  149.0

合計（千円）  4,943,506  105.2

  相手先 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

  ＮＴＴドコモ  2,903,225  61.8  3,031,971  61.3

  ＫＤＤＩ  932,290  19.8  978,127  19.8

  ソフトバンクモバイル  379,947  8.1  404,859  8.2
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