
  

平成23年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］（連結） 

  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月1日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

    

      平成22年８月５日

上場会社名 株式会社ジー・モード 上場取引所 JQ 

コード番号 2333 ＵＲＬ http://www.G-mode.co.jp 

代表者     （役職名） 代表取締役社長 （氏名）宮路 武 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名）善村 賢治 ＴＥＬ 03-5456-3780 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月９日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 

四半期決算説明会開催の有無    ： 有 （証券アナリスト向け） 

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,173  0.2  8  △59.2  4  △83.6  △4  －

22年３月期第１四半期  1,171  2.7  20  －  25  －  29  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △36  52  －      

22年３月期第１四半期  261  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 

23年３月期第１四半期  4,556  3,980  87.2  35,111  84

22年３月期  4,643  4,044  87.0  35,675  15

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 3,974百万円 22年３月期 4,037百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        0 00 －      500 00  500  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  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（詳細は、【添付書類】Ｐ.４「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規    －  社 （社名      － ）  、除外    －    社  （社名      － ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

  

※  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。業績予想の前

提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、【添付書類】Ｐ.３「１．当四半期の連結

業績等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」をご覧下さい。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 113,183株 22年３月期 113,183株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 113,183株 22年３月期１Ｑ 113,183株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① 業績の概況 

当第１四半期連結会計期間における国内携帯電話市場は依然として先行きが不透明で、低迷が続いておりま

す。こうした中、日本市場でも好調の「iPhone」に対抗すべく、携帯電話事業者各社から「Android」を搭載し

た高機能端末が相次いで投入されるなど、「１台目需要」や「端末買換え需要」の喚起と新たなスマートフォン

市場創出への動きが活発化しております。今後は従来型携帯端末からスマートフォンへのシフトがさらに加速す

ることで、市場構造の二極化がより一層鮮明にな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、これまで市場を牽引してきた「着うた系市場」や「モバイル

ゲーム市場」の成長が鈍化する一方で、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下「SNS」）によるアバ

ターやアイテム販売、iPadや専用端末の登場で注目が集まる電子書籍、辞書や学習、健康情報などの生活情報市

場といった新しいタイプのコンテンツへと成長分野が変化しつつあります（総務省「2009年モバイルコンテンツ

関連市場規模」）。なかでも、コミュニケーション機能を生かしたソーシャルアプリの普及は、新たなサービス

分野を創出するとともに、今までアプリに触れることのなかったユーザーの開拓やスリープユーザーの再稼動を

促進するなど、市場全体の活性化と規模拡大を後押ししております。この６月には、mixi 、モバゲータウンに

続き、GREEがオープン化に踏み切ったことにより、大手SNSによるプラットフォームの覇権争いに国内外からの

新規市場参入も加わり、ソーシャルメディア間の競争は激化するものと思われます。さらに、Twitterが牽引す

る「つぶやき文化の浸透」などにより、ソーシャルアプリ市場は今後さらに活況を呈すると思われます。 

このような経営環境の下、柔軟で機動力のある組織へと変革を図るため、国内事業本部の組織体制を従来の14

部・６ユニット制から７部・４ユニット制に改編し、組織名称を「モバイルコンテンツ事業本部」に改称すると

ともに、安定的収益の確保と利益率の改善に向けて、引き続き、集客力の強化やユーザー導線の拡張、退会率の

抑止に取組みました。 

また、カジュアルコミュニケーション事業本部におきましては、事業戦略の明確化と自立的な事業推進体制の

確立を図るため、「ソーシャルアプリ制作部」、「オンラインサービス部」の２部制に改編するとともに「新規

事業本部」へと改称し、「無料＋アイテム課金」型ゲームビジネスにおける独自ノウハウの早期確立に向けて、

インフラ構築体制の整備やコンテンツ開発効率の向上などに注力いたしました。 

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。なお、従来、「国内コ

ンテンツ配信事業」、「カジュアルコミュニケーション事業」、「海外事業」、「その他の事業」の４事業に区

分しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より事業区分を「公式コンテンツ配信事業」、「オープンソー

シャル事業」、「一般サイト事業」、「その他」に変更しております。このため、前年同期比較については、前

年同期の実績を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

(a) 公式コンテンツ配信事業 

当社の主力事業であります公式コンテンツ配信事業では、総合ゲームサイト「テトリス＆Getプチアプ

リ」で展開する「TETRIS 1to3」に世界で初めてTwitter機能を追加し、Yahoo!ケータイ向けに配信を開始

することでバイラルマーケティングの強化に努めました。また、追加課金型コンテンツ「オレンジャー２

列島縦断ツアー」を新規投入し、売上高の拡大を図るとともに、効率的かつ効果的なプロモーションを展

開することにより、入会率と会員継続率の向上に注力いたしました。なお、KDDIのEZweb向け課金会員数は

サイトオープン以降、 高値を更新するなど、順調に拡大しております。専門サイトでは、FIFAワールド

カップ開催に合わせ、スポーツ系専門サイト「Get!!Sports」において「レインボーストライカー2010」を

リリースするとともに、RPG専門サイトでは本格RPG「ハンドレッドドラゴン」を投入するなど、新規サー

ビスの拡充に取組みました。また、基本料金無料の公式ゲーム総合サービス「ゲームバイキング」におい

て恋愛アドベンチャーゲーム「幕末恋愛革命」を投入し、ポイント課金を開始いたしました。一方、連結

子会社の株式会社アコースティックが手掛ける着メロ配信の売上は伸び悩んでおり、前年同期実績を下回

る結果となりました。 

これにより、本事業セグメントの売上高は1,124百万円となり、前年同期比0.3％の減少となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 (b) オープンソーシャル事業 

オープンソーシャル事業におきましては、mixi、モバゲータウンでのポイント課金に加え、新たにアイ

テム課金を導入したことにより、両SNSで展開する恋愛ソーシャルアプリ「ミクカレ。」と「キミカレ。」

が売上高に寄与いたしました。さらに、この４月にはモバゲータウン向けに、子馬育成ソーシャルアプリ

「ボクとうまっち」の配信を開始しサービスの拡充を図るとともに、第2四半期以降におけるソーシャルア

プリの積極投入に向けて、インフラの整備やコンテンツ開発効率の向上などに取組みました。 

この結果、本事業セグメントの売上高は広告収入を含め、12百万円となりました。 

  

(c) 一般サイト事業 

一般サイト事業におきましては、複合エンタメ・コミュニティサービス「わいわいサービス」で展開す

る「幕末RPG 暁・新撰組」に携帯電話の位置情報と連動した機能を追加し、サービスの拡充を図るととも

に、一般サイトにおける課金決済手段の拡充に取組みました。 

この結果、本事業セグメントの売上高は９百万円となりました。 

  

(d) その他 

当社企業グループが所有するゲームライセンスの許諾やコンテンツ開発受託、オープンプラットフォー

ム向けコンテンツ配信、共同海外事業などからなる本事業セグメントにおきましては、開発受託案件が売

上向上に寄与したものの、ライセンス収入におきましては、前期に大型案件に係る売上が一時発生したこ

となどにより、前年同期実績を下回る結果となりました。なお、オープンプラットフォーム向けコンテン

ツ配信では、ニンテンドーDSiウェアTM向けにオリジナルアクションゲーム「10秒走」を新たに配信すると

ともに、共同海外事業における収益基盤の確立に向け、株式会社アプリックスが提供するJBlendTMを搭載

したシャープ株式会社製の中国向け携帯電話新機種に当社の人気ゲームをプリインストールし、ゲームコ

ンテンツの提供を開始いたしました。 

この結果、本事業セグメントの売上高は27百万円となり、前年同期比36.2％の減少となりました。 

  

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前期同会計期間において計上がなかったオープン

ソーシャル事業ならびに一般サイト事業を含め1,173百万円（前年同期比0.2%増）となりました。損益面にお

きましては、当期製造原価が増加したことなどにより、営業利益は８百万円（前年同期比59.2%減）、経常利

益は４百万円（前年同期比83.6%減）となりました。なお、当第１四半期において、資産除去債務会計基準の

適用に伴う影響額を特別損失として計上したことなどにより、四半期純損失は４百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末より86百万円減少（前期末比1.9％減）し、

4,556百万円となりました。 

  流動資産は、前連結会計年度末より95百万円減少（前期末比2.2％減）し、4,209百万円となりました。主な要

因は現金及び預金の減少25百万円、受取手形及び売掛金の減少74百万円であります。固定資産は、前連結会計年

度末より９百万円増加（前期末比2.7％増）し、347百万円となりました。主な要因は有形固定資産の取得による

増加11百万円、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却による減少９百万円、投資有価証券の増加７百万円で

あります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より22百万円減少（前期末比3.8％減）し、

576百万円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金の減少32百万円、その他の構成科目である未払金の増

加10百万円であります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末より63百万円減少（前期末比1.6％減）

し、3,980百万円となりました。主な要因は剰余金の配当及び四半期純損失の計上による利益剰余金の減少60百

万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績につきましては概ね計画どおりに推移していることから、平成22年５月７日に発表いたしま

した第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想の変更はしておりません。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

一部簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ・ 会計処理基準に関する事項の変更 

    資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

当会計基準等の適用により、営業利益及び経常利益は567千円、税金等調整前四半期純利益は2,824千円減少

しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,192,832 2,218,250

受取手形及び売掛金 1,198,775 1,272,919

商品及び製品 406 82

仕掛品 208,429 194,207

原材料及び貯蔵品 36 31

未収還付法人税等 1,262 1,134

繰延税金資産 6,544 4,284

1年内回収予定の長期貸付金 477,000 477,000

その他 137,933 151,268

貸倒引当金 △13,597 △14,137

流動資産合計 4,209,623 4,305,040

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 71,182 74,209

工具、器具及び備品（純額） 28,851 18,506

有形固定資産合計 100,034 92,715

無形固定資産   

のれん 54,765 57,373

その他 27,133 27,376

無形固定資産合計 81,898 84,749

投資その他の資産   

投資有価証券 39,341 31,839

繰延税金資産 2,500 2,485

その他 123,454 126,331

投資その他の資産合計 165,296 160,656

固定資産合計 347,229 338,121

資産合計 4,556,852 4,643,162
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 228,554 260,882

未払法人税等 10,852 11,424

賞与引当金 5,400 －

繰延税金負債 － 1,512

その他 331,489 325,322

流動負債合計 576,295 599,141

負債合計 576,295 599,141

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,320,723 3,320,723

資本剰余金 551,066 551,066

利益剰余金 105,412 166,137

株主資本合計 3,977,202 4,037,927

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,139 △2,312

繰延ヘッジ損益 － 2,205

評価・換算差額等合計 △3,139 △106

少数株主持分 6,493 6,200

純資産合計 3,980,556 4,044,020

負債純資産合計 4,556,852 4,643,162
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,171,068 1,173,867

売上原価 693,522 710,311

売上総利益 477,546 463,555

販売費及び一般管理費 456,630 455,017

営業利益 20,915 8,538

営業外収益   

受取利息 5,834 4,931

未払配当金除斥益 － 1,732

その他 455 －

営業外収益合計 6,289 6,663

営業外費用   

為替差損 511 10,956

投資事業組合運用損 844 －

その他 － 14

営業外費用合計 1,355 10,970

経常利益 25,850 4,231

特別利益   

関係会社株式売却益 8,189 －

特別利益合計 8,189 －

特別損失   

固定資産除却損 59 40

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,256

特別損失合計 59 2,296

税金等調整前四半期純利益 33,980 1,934

法人税、住民税及び事業税 4,479 8,049

法人税等調整額 △361 △2,274

法人税等合計 4,118 5,775

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △3,840

少数株主利益 241 293

四半期純利益又は四半期純損失（△） 29,620 △4,133
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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21年４月１日 至 平成21年６月30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  

  

［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21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

［海外売上高］ 

 前第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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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） 

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する

売上高 
 1,126,315  2,154  11,897  30,701  1,171,068  －  1,171,068

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  －  －  420  420 (420)  －

計  1,126,315  2,154  11,897  31,121  1,171,488 (420)  1,171,068

営業利益又は営業損失

（△） 
 286,777  △76,866  △3,441  5,357  211,827 (190,912)  20,915

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 
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［セグメント情報］ 

１. 報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、ビジネスモデルを基礎としてセグメントを構成し、「公式コンテンツ配信事業」、「オープン 

ソーシャル事業」及び「一般サイト事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「公式コンテンツ配信事業」は、国内通信キャリア公式サービスにおける自社モバイルサイトの企画・開

発・運営等を実施しております。「オープンソーシャル事業」は、他社運営ＳＮＳ向けモバイルコンテンツ

の企画・開発等を実施しております。「一般サイト事業」は、国内通信キャリア非公式サービスにおける自

社モバイルサイトの企画・開発・運営等を実施しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

（単位：千円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託事業及びライセンス事業等を含ん

でおります。 

   

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）  

（単位：千円）

            （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

   

  

報告セグメント 
その他 

（注）  
合計 公式コンテン

ツ配信事業 

オープンソー

シャル事業 

一般サイト 

事業 
計 

売上高    

 外部顧客への売上高  1,124,328 12,891 9,157 1,146,378  27,489 1,173,867

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 394 － － 394  5,400  5,794

計  1,124,723 12,891  9,157 1,146,773  32,889  1,179,662

セグメント利益 又は 

セグメント損失（△） 
 286,529  △51,703  △55,120  179,706  1,084  180,790

利益 金額 

報告セグメント計  179,706

「その他」の区分の利益  1,084

セグメント間取引消去  60

のれんの償却額  △2,607

全社費用（注）  △170,243

棚卸資産の調整額  539

四半期連結損益計算書の営業利益 8,538
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  該当事項はありません。  

  

  

（５）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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