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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 2,395 △0.8 △72 ― △84 ― △94 ―
22年3月期第2四半期 2,416 5.2 22 ― 35 ― 38 ―

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2四半期 △833.11 ―
22年3月期第2四半期 336.70 ―

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2四半期 4,465 3,889 87.0 34,307.59
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2四半期  3,883百万円 22年3月期  4,037百万円

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   

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 5,431 9.9 4 △90.2 20 △68.1 13 △92.0 114.86



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「２．その他の情報」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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  113,183株 22年3月期  113,183株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q  113,183株 22年3月期2Q 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２四半期連結会計期間における国内携帯電話市場は、スマートフォンの販売が好調であったことや、携帯

電話キャリアによる夏商戦向け新端末の積極投入などにより、端末販売台数は前年を上回って推移したものの、

未だ本格的な需要回復には至っておらず、依然として厳しい状況が続いております。また、従来型携帯端末から

スマートフォンへのシフトが加速し市場構造の二極化が急速に進展する中、韓国や台湾など海外端末メーカーに

よる日本市場開拓に向けた動きも活発化しており、携帯端末メーカー間の販売競争は今後さらに激化するものと

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、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下「SNS」）

によるソーシャルアプリの需要拡大や、スマートフォンの利用拡大、タブレット端末向けビジネスの萌芽、出版

社、通信キャリア、AV機器メーカー等の連携進展による電子書籍ビジネス参入など、新たなトレンドやサービス

が台頭しつつあります。さらに、大手SNSのmixi、モバゲータウン、GREEに続き、ハンゲームが新たにプラット

フォームのオープン化を果たしたことで、今後はSNS運営会社によるユーザーやコンテンツの囲い込みと、 

スマートフォン向けソーシャルアプリへの対応強化に向けて、サービス競争が本格化するものと思われます。 

このような経営環境の下、当社企業グループはモバイルコンテンツ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、引き続き、集客力の強化やユーザー導線の拡張、退会率の抑止等に取組むとともに、人気コ

ンテンツとのコラボレーションによる独創的な付加価値サービスの提供などに注力いたしました。 

一方、新規事業本部におきましては、「無料＋アイテム課金」型ゲームビジネスにおけるノウハウの確立に向

け、幅広いユーザー層に向けてソーシャルアプリを開発・提供するとともに、各種コラボレーションイベントや

キャンペーン等を積極的に展開いたしました。また、一般サイトにおいて不採算サイトの閉鎖やコンテンツ開発

効率の見直しを行うなど、事業推進体制の強化にも注力いたしました。 

なお、当社企業グループにおけるセグメントの概況は以下のとおりであります。 

  

（a）公式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公式コンテンツ配信事業におきましては、総合ゲームサイト全体の売

上高は「テトリス＆Getプチアプリ」で展開する「TETRIS DJ」や「空気読み。」が好調を維持していること

に加え、「俺の戦隊オレンジャー２ 列島縦断ツアー」や「ゆるゆるかるた～ねり梅風味～」などの追加課金

型コンテンツが堅調に推移したことなどにより、課金会員数を含め、計画を上回る伸長となりました。一

方、専門ゲームサイトでは、「アタマスイッチ！」で配信を開始したパズルサイト初登場の「TETRIS 

I.Q.」、ゲームバイキングの「俺の馬」、「R.P.G-mode」では「ヴァンパイアと錬金術師」の個別課金など

が売上高の拡大に寄与いたしました。 

 この結果、本セグメントの売上高は1,110百万円となりました。 

  

（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、事業基盤の早期確立に向け、おもてなしゲーム「モテモテ倶楽

部」や、戦略カードバトルゲーム「天空のスカイガレオン」など、多彩なジャンルのソーシャルアプリ５タ

イトルをモバゲーオープンプラットフォームへ提供開始するとともに、業務提携先等とのイベントキャン 

ペーンやコラボレーション企画を積極的に推進することで、SNSユーザーへのサービスの認知度向上に努めま

した。また、7月にオープン化したハンゲームオープンプラットフォームへも先行開発パートナーとして、 

ソーシャルＲＰＧ「99 の破界神」の提供を開始いたしました。 

 この結果、本セグメントの売上高は広告収入を含め、55百万円となりました。 

  

（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

「戦国☆パラダイス」におけるサービス機能の拡充と運営コストの効率化に向け、システム環境の整備を行

うとともに、販促強化のためのシステム開発に取組みました。また、「わいわいサービス」内の不採算サイ

トを閉鎖し、業務の集約化と基幹業務への人的資源の再配置を行うなど、事業コスト効率化と収益性の向上

に努めました。 

 この結果、本セグメントの売上高は11百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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セグメントにおきましては、「空気読み。DS」や「カタ

ヌキ」、「10秒走」等のニンテンドーDSiウェアTM向けコンテンツサービスの売上が堅調に推移いたしまし

た。また、共同海外事業においては、株式会社アプリックスが提供するJBlendTMを搭載した中国向け 

シャープ携帯端末15機種にプリインストールゲーム８タイトルを提供するとともに、同様のスキームによる

中国以外の他国展開についても検討を開始いたしました。 

 この結果、本セグメントの売上高は44百万円となりました。 

  

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、1,222百万円と前年同期比23百万円（1.9％減）の減収

となりました。損益面におきましては、新規事業の積極的展開などにより売上原価が前年同期比57百万円増加し

たことなどにより、営業損失81百万円、経常損失88百万円、四半期純損失は90百万円となりました。 

  

 なお、当第１四半期連結会計期間に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成23年３月期第１四

半期決算短信（平成22年８月５日開示）をご参照ください。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

（資産） 

 当第２四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177百万円減少（前期末比3.8％減）し、

4,465百万円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末より176百万円減少（前期末比4.1％減）し、4,128百万円となりました。主な要

因は現金及び預金の減少167百万円であります。固定資産は前連結会計年度末より１百万円減少（前期末比0.5％

減）し、336百万円となりました。 

（負債） 

 当第２四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23百万円減少（前期末比3.9％減）し、575

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26百万円であります。 

（純資産） 

 当第２四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154百万円減少（前期末比3.8％減）し、

3,889百万円となりました。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150百万円で

あります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年10月28日に公表いたしましたとおり、第２四半期連結累計

期間での業績予想を修正しましたが、平成22年５月７日に公表いたしました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 

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。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は1,135千円、税金等調整前四半期純損失は

3,391千円増加しております。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,050,796 2,218,250

受取手形及び売掛金 1,230,972 1,272,919

商品及び製品 847 82

仕掛品 200,143 194,207

原材料及び貯蔵品 － 31

未収還付法人税等 263 1,134

繰延税金資産 3,972 4,284

1年内回収予定の長期貸付金 477,000 477,000

その他 178,567 151,268

貸倒引当金 △13,687 △14,137

流動資産合計 4,128,876 4,305,040

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 69,577 74,209

工具、器具及び備品（純額） 25,280 18,506

有形固定資産合計 94,857 92,715

無形固定資産   

のれん 52,157 57,373

その他 23,982 27,376

無形固定資産合計 76,139 84,749

投資その他の資産   

投資有価証券 40,251 31,839

繰延税金資産 2,392 2,485

その他 122,781 126,331

投資その他の資産合計 165,425 160,656

固定資産合計 336,423 338,121

資産合計 4,465,299 4,643,162
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 234,333 260,882

未払法人税等 12,305 11,424

繰延税金負債 － 1,512

その他 329,039 325,322

流動負債合計 575,679 599,141

負債合計 575,679 599,141

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 15,251 166,137

株主資本合計 3,887,041 4,037,927

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,867 △2,312

繰延ヘッジ損益 △137 2,205

評価・換算差額等合計 △4,004 △106

少数株主持分 6,583 6,200

純資産合計 3,889,620 4,044,020

負債純資産合計 4,465,299 4,643,162
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,416,192 2,395,873

売上原価 1,410,121 1,484,884

売上総利益 1,006,071 910,989

販売費及び一般管理費 983,760 983,546

営業利益又は営業損失（△） 22,310 △72,556

営業外収益   

受取利息 11,491 10,031

その他 3,169 1,736

営業外収益合計 14,660 11,768

営業外費用   

為替差損 842 22,134

投資事業組合運用損 844 －

その他 － 1,298

営業外費用合計 1,686 23,432

経常利益又は経常損失（△） 35,283 △84,221

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 82 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 82 2,296

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

43,390 △86,517

法人税、住民税及び事業税 6,283 6,988

法人税等調整額 △1,242 404

法人税等合計 5,040 7,393

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △93,910

少数株主利益 240 383

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38,109 △94,294
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,245,124 1,222,005

売上原価 716,599 774,572

売上総利益 528,524 447,433

販売費及び一般管理費 527,130 528,529

営業利益又は営業損失（△） 1,394 △81,095

営業外収益   

受取利息 5,656 5,100

未払配当金除斥益 2,603 －

その他 110 4

営業外収益合計 8,370 5,104

営業外費用   

為替差損 331 11,177

その他 － 1,283

営業外費用合計 331 12,461

経常利益又は経常損失（△） 9,432 △88,452

特別損失   

固定資産売却損 23 －

特別損失合計 23 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

9,409 △88,452

法人税、住民税及び事業税 1,803 △1,061

法人税等調整額 △881 2,679

法人税等合計 922 1,618

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △90,070

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 90

四半期純利益又は四半期純損失（△） 8,488 △90,161
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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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

前第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） 

 （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）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 
 1,187,905  9,071  11,331  36,816  1,245,124  －  1,245,124

(２）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  420  420  (420)  －

計  1,187,905  9,071  11,331  37,236  1,245,544  (420)  1,245,124

営業利益又は営業損失

（△） 
 273,295  △85,670  △8,042  △11,196  168,386  (166,991)  1,394

  

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 
 2,314,221  11,226  23,228  67,517  2,416,192  －  2,416,192

(２）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  840  840  (840)  －

計  2,314,221  11,226  23,228  68,357  2,417,032  (840)  2,416,192

営業利益又は営業損失

（△） 
 560,073  △162,536  △11,483  △5,838  380,213  (357,903)  22,310

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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［所在地別セグメント情報］ 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第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） 

 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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第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。 

  

［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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

（単位：千円）

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９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。  

  

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  2,235,133 68,396 20,825 2,324,355  71,518 2,395,873

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 394 － － 394  13,884  14,279

計  2,235,528 68,396  20,825 2,324,750  85,402  2,410,153

セグメント利益 又は 

セグメント損失（△） 
 505,570  △152,545  △102,039 250,986  6,646  257,632

  

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  1,110,804 55,504 11,667 1,177,977  44,028 1,222,005

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 － － － －  8,484  8,484

計  1,110,804 55,504  11,667 1,177,977  52,513  1,230,490

セグメント利益 又は 

セグメント損失（△） 
 219,041  △100,842  △46,919 71,279  5,561  76,841
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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）  

  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：千円）

  

 当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

（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） 

 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。  

   

 該当事項はありません。  

  

  

利益 金額 

報告セグメント計 250,986

「その他」の区分の利益 6,646

セグメント間取引消去 120

のれんの償却額 △5,215

全社費用（注） △325,633

棚卸資産の調整額 539

四半期連結損益計算書の営業損失 △72,556

利益 金額 

報告セグメント計 71,279

「その他」の区分の利益 5,561

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）  △155,389

四半期連結損益計算書の営業損失 △81,095

（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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