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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 4,960 △12.2 △77 ― △64 ― △102 ―
22年3月期第2四半期 5,649 △14.8 △150 ― △180 ― △238 ―

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 △1,635.18 ―
22年3月期第2四半期 △3,826.73 ―

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 5,514 4,529 82.1 72,496.58
22年3月期 6,038 4,692 76.6 74,190.82

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,526百万円 22年3月期  4,625百万円

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 ― 0.00 0.00
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 10,380 △9.2 130 ― 131 ― 100 82.1 1,602.10



(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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 62,442株 22年3月期  62,358株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  8株 22年3月期  8株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 62,402株 22年3月期2Q 62,202株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

売上高 

 当第２四半期連結会計期間（７－９月）の売上高は、事業の「選択と集中」に伴う連結子会社の減少があったもの

の、前年同期比11.3％減の2,492百万円にとどまりました。 

 メディア事業におきましては、ポータルTOPページの広告商品を強化するとともに、直販での営業が堅調に推移

し、収益性の改善につながりました。また、ブログサービスに広告枠を設けるなどのマネタイズ策が収益に貢献しは

じめ、当セグメントの売上高は905百万円となりました。第１四半期会計期間（４－６月）に比べ49百万円の増収と

なります。 

 コンシューマーサービス事業につきましては、電話占いサービスやプロバイダー事業が堅調に推移する一方で、オ

ンラインゲーム事業からの撤退が減収要因となり、当セグメントの1,586百万円となりました。第１四半期会計期間

に比べ25百万円の減収となります。 

  

営業利益又は営業損失 

 利益面につきましては、連結子会社の減少により、売上総利益が前第２四半期会計期間に比べて7.7％減少し911百

万円となりましたが、人件費等の固定費の減少や、取引条件の見直しなど費用の徹底的な削減を進めてまいりました

結果、当第２四半期連結会計期間の営業損失は8百万円となり、前年同期に比べ78百万円、損失幅を縮小することが

できました。 

 セグメント別では、メディア事業における広告収益が上向いてきたことで、69百万円の営業利益（セグメント利

益）となりました。第１四半期会計期間に比べ39百万円の増益となります。コンシューマーサービス事業につきまし

ては、インターネット接続サービスにおけるコスト削減が進んだほか、オンラインゲーム事業から撤退したことで収

益構造が安定し、157百万円の営業利益となりました。第１四半期会計期間に比べ11百万円の増益となります。 

  

報告セグメントごとの売上高及び営業利益又は営業損失 

 当第２四半期連結会計期間                 （単位：百万円）  

（注）１．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）を適用しているため、前年同期の数値及び比較については記載を省略していま

す。 

２．各セグメントの主要なサービス 

  メディア事業：ポータルサイト運営、コンテンツ配信（音楽ファンサイトを含む）等 

  コンシューマーサービス事業：コミュニケーションサービス、プロバイダー事業等 

３．調整額の主な内容は、事務所家賃及び管理部門に係る費用です。 

４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

四半期純損失 

 当第２四半期連結会計期間は、持分法による投資利益を14百円計上したほか、前年度からの事業整理に伴う固定資

産売却益（特別利益）を34百万円計上しました。一方、本社事務所の移転よって発生した移転費用など、合計21百万

円の特別損失を計上しました。これらの結果、 終損益は18百万円の四半期純利益となりました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  売上高 
セグメント利益 

（営業利益／損失）

 メディア事業 905 69

 コンシューマーサービス事業 1,586 157 

 合計 2,492 227 

 調整額（管理部門の費用等） ― △236 

 四半期連結損益計算書計上額 2,492 △8 



  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から523百万円減少し5,514百万円となりました。資

産規模が縮小している要因の一つに連結子会社の減少が挙げられますが、主な増減は次のとおりです。 

現金及び預金残高は、前連結会計年度末から168百万円減少し1,378百万円となりました。四半期純損失を計上す

る状況にあることと、事務所移転に伴い新事務所の敷金の支払いが生じたほか、関係強化のため取引先会社の株式を

取得したことによるものです。売掛金は前連結会計年度に比べ204百万円減少し1,794百万円となりました。買掛金に

つきましても、同172百万円減少の464百万円となりました。 

資金運用に親会社のグループファイナンス制度を利用しており、その額（関係会社預け金）は1,500百万円を維持

しております。 

投資その他の資産は、前連結会計年度末から54百万円増加して691百万円となりました。 

 事務所移転に伴い敷金保証金が82百万円増加したほか、株式取得等により投資有価証券が44百万円増加しました

が、その一方で、資産除去債務に関する会計基準の適用によって敷金償却を72百万円計上（減少要因）いたしまし

た。 

負債につきましては、前述のとおり買掛金が減少したほか、リース料の支払いによってリース債務が流動負債分

と固定負債分を合わせて81百万円減少しました。 

純資産は前連結会計年度末から162百万円減少し4,529百万円となりました。利益剰余金は四半期純損失の計上に

よりマイナス幅が増加し△2,363百万円となりました。また、連結子会社の譲渡に伴い少数株主持分が63百万円減少

しました。 

 自己資本比率は前連結会計年度末から5.5ポイント増加し82.1％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 営業の提案力及び企画力の強化並びにコストコントロールの徹底によって第２四半期までの業績回復は前倒しで

推移しておりますが、急速な円高や不安定な雇用情勢を鑑みると、期後半（第３四半期及び第４四半期）の経済環

境は不透明さを増していると言わざるをえません。こうした状況を踏まえた通期の見通しは、前回予想の水準と大

きく変わらないものと考える次第であります。  

  

（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 

①簡便な会計処理 

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特有の会計処理 

税金費用については、当第２四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、重要な加減算項目

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

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、営業損失及び経常損失がそれぞれ 千円増加し、税金等調整前四半期純損失が

千円増加しております。  

   

２．その他の情報

3,743

72,030



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 1,378,632 1,547,176

売掛金 1,794,811 1,999,615

原材料及び貯蔵品 748 1,502

関係会社預け金 1,500,000 1,500,000

その他 52,329 180,433

貸倒引当金 △3,181 △4,205

流動資産合計 4,723,341 5,224,522

固定資産   

有形固定資産 45,671 62,586

無形固定資産 54,341 114,739

投資その他の資産   

投資有価証券 436,368 392,082

その他 333,085 323,472

貸倒引当金 △77,972 △78,792

投資その他の資産合計 691,481 636,762

固定資産合計 791,495 814,088

資産合計 5,514,836 6,038,610

負債の部   

流動負債   

買掛金 464,178 636,485

リース債務 110,497 127,312

未払法人税等 11,687 19,658

引当金 56,739 70,864

その他 278,463 364,029

流動負債合計 921,567 1,218,350

固定負債   

リース債務 56,601 121,310

繰延税金負債 6,102 5,185

その他 892 1,761

固定負債合計 63,596 128,257

負債合計 985,163 1,346,608

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,232,900 3,232,235

資本剰余金 3,653,782 3,653,117

利益剰余金 △2,363,784 △2,261,745

自己株式 △4,830 △4,830

株主資本合計 4,518,068 4,618,777

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,182 7,019

評価・換算差額等合計 8,182 7,019

新株予約権 3,422 3,119

少数株主持分 － 63,085

純資産合計 4,529,673 4,692,002

負債純資産合計 5,514,836 6,038,610



（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 5,649,212 4,960,854

売上原価 3,643,755 3,178,024

売上総利益 2,005,456 1,782,829

販売費及び一般管理費 2,156,078 1,859,854

営業損失（△） △150,622 △77,024

営業外収益   

受取利息 4,237 6,549

受取配当金 844 2,378

持分法による投資利益 － 8,785

その他 1,639 3,196

営業外収益合計 6,720 20,911

営業外費用   

支払利息 7,868 2,778

為替差損 － 1,614

消費税調整額 － 1,292

持分法による投資損失 22,883 －

その他 5,454 2,240

営業外費用合計 36,206 7,926

経常損失（△） △180,107 △64,039

特別利益   

投資有価証券売却益 14,401 －

新株予約権戻入益 499 －

固定資産売却益 1,387 60,563

その他 1,059 9,310

特別利益合計 17,347 69,874

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68,286

事務所移転費用引当金繰入額 － 22,894

固定資産除却損 34 645

減損損失 17,249 1,482

投資有価証券評価損 966 5,313

関係会社整理損 1,590 －

賃貸借契約解約損 3,120 －

和解金 3,700 －

過年度著作権使用料 － 6,195

その他 0 －

特別損失合計 26,659 104,817

税金等調整前四半期純損失（△） △189,419 △98,982

法人税、住民税及び事業税 31,943 3,057

法人税等調整額 △6,113 －

法人税等合計 25,829 3,057

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △102,039

少数株主利益 22,784 －

四半期純損失（△） △238,033 △102,039



（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 2,809,461 2,492,300

売上原価 1,821,827 1,580,385

売上総利益 987,634 911,914

販売費及び一般管理費 1,074,892 920,507

営業損失（△） △87,257 △8,593

営業外収益   

受取利息 2,853 3,479

受取配当金 － 13

持分法による投資利益 － 14,937

その他 817 1,888

営業外収益合計 3,671 20,318

営業外費用   

支払利息 2,634 1,286

為替差損 － 1,463

消費税調整額 － 1,292

持分法による投資損失 3,805 －

その他 1,593 1,682

営業外費用合計 8,034 5,725

経常利益又は経常損失（△） △91,620 5,999

特別利益   

新株予約権戻入益 499 －

固定資産売却益 1,387 34,063

その他 － 1,512

特別利益合計 1,887 35,576

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,092

事務所移転費用引当金繰入額 － 10,217

固定資産除却損 0 645

減損損失 5,801 1,482

関係会社整理損 1,590 －

賃貸借契約解約損 3,120 －

和解金 3,700 －

過年度著作権使用料 － 6,195

その他 0 －

特別損失合計 14,211 21,632

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（△）

△103,945 19,943

法人税、住民税及び事業税 22,243 1,539

法人税等調整額 △4,963 －

法人税等合計 17,279 1,539

少数株主損益調整前四半期純利益 － 18,404

少数株主利益 10,403 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △131,628 18,404



（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) 

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（△） △189,419 △98,982

減価償却費及びその他の償却費 68,344 38,972

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68,286

株式報酬費用 457 302

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,318 346

引当金の増減額（△は減少） 29,964 4,563

受取利息及び受取配当金 △5,081 △8,928

支払利息 7,868 2,778

持分法による投資損益（△は益） 22,883 △8,785

新株予約権戻入益 △499 －

固定資産売却損益（△は益） － △60,563

固定資産除却損 34 645

減損損失 17,249 1,482

投資有価証券売却損益（△は益） △14,401 －

投資有価証券評価損益（△は益） 966 5,313

関係会社整理損 1,590 －

賃貸借契約解約損 3,120 －

売上債権の増減額（△は増加） 183,369 △34,783

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,058 753

その他の流動資産の増減額（△は増加） △67,543 23,264

仕入債務の増減額（△は減少） △199,554 △2,890

未払金の増減額（△は減少） △107,595 65,550

預り金の増減額（△は減少） 635,448 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 40,079 30,855

その他 1,957 △3,046

小計 441,614 25,134

利息及び配当金の受取額 4,216 7,544

利息の支払額 △7,868 △2,778

法人税等の支払額 △8,508 △6,115

法人税等の還付額 144 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 429,597 23,785

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 △19,741 △10,067

無形固定資産の取得による支出 △81,260 △13,852

無形固定資産の売却による収入 19,237 118,291

投資有価証券の取得による支出 △285,000 △38,734

投資有価証券の売却による収入 14,401 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △82,481

関係会社預け金の預入による支出 － △1,500,000

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

－ △105,012

その他 △993 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △336,017 △1,631,806

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 3,840 1,330

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △172,913 △61,852

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 △314,228 △60,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △220,648 △1,668,544

現金及び現金同等物の期首残高 3,636,644 3,047,176

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,415,995 1,378,632



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） 

（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） 

（単位：千円）

（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ので、当連結会計年度より当該セグメントはなくなりました。 

３．固定資産の減損損失の計上 

  当第２四半期連結累計期間において、当社は固定資産について減損損失を計上しました。この結果、

メディア事業の資産が第２四半期連結累計期間で 千円減少、エンタテインメント事業の資産が第

２四半期連結会計期間で 千円減少、第２四半期連結累計期間で 千円減少しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  メディア事業
エンタテイン
メント事業 

その他事業 計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益             

(1)外部顧客に対する売上高  742,063  2,043,462  23,935  2,809,461  －  2,809,461

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  742,063  2,043,462  23,935  2,809,461  －  2,809,461

営業利益又は営業損失（△）  △22,704  44,043  1,853  23,192  △110,450  △87,257

  メディア事業
エンタテイン
メント事業 

その他事業 計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益             

(1)外部顧客に対する売上高  1,459,090  4,063,670  126,450  5,649,212 －  5,649,212

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － 

計  1,459,090  4,063,670  126,450  5,649,212 －  5,649,212

営業利益又は営業損失（△）  △71,066  144,391  7,877  81,202  △231,824  △150,622

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 

2,914

5,801 14,334



〔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、サービスの種類別に２つの事業本部を置き、それぞれ事業特性に応じた活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業本部を基礎としたセグメントから構成されており、「メディア事業」、「コンシュ

ーマーサービス事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「メディア事業」は、ポータルサイト運営をはじめ、様々な情報を提供することでインターネット上のメディ

アとしての活動を展開しております。「コンシューマーサービス事業」は、インターネット接続サービスやコミ

ュニケーションサービス等を提供しております。 

  

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）

（注）１.セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円

であります。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。 

２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 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）１.セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円

であります。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。 

２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  

 報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ メディア事業

コンシューマー

サービス事業 合計  

売上高           

外部顧客への売上高  1,761,842  3,199,011  4,960,854 －  4,960,854

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

計  1,761,842  3,199,011  4,960,854 －  4,960,854

セグメント利益  100,285  304,462  404,748  △481,773  △77,024

△481,773 △481,773

  

 報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２ メディア事業

コンシューマー

サービス事業 合計  

売上高           

外部顧客への売上高  905,684  1,586,615  2,492,300 －  2,492,300

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

計  905,684  1,586,615  2,492,300 －  2,492,300

セグメント利益  69,771  157,908  227,679  △236,273  △8,593

△236,273 △236,273



（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。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（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 

   

４．補足情報

区分 

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） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

広告  1,314,823 23.3%  810,344 16.3% 

課金コンテンツサービス  1,637,087 29.0%  1,339,249 27.0% 

フレンズ  189,693    182,511   

恋愛結婚  103,311    114,848   

オンラインゲーム  158,400    70,170   

音楽コンテンツ配信  1,041,190    737,081   

その他  144,492    234,636   

ブロードバンドサービス  2,467,138 43.6%  2,622,840 52.9% 

Ｅコマース  83,872 1.5%  13,131 0.3% 

その他  146,289 2.6%  175,288 3.5% 

合計  5,649,212 100.0%  4,960,854 100.0% 

区分 

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） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

広告  673,645 24.0%  433,501 17.4% 

課金コンテンツサービス  815,019 29.0%  646,297 25.9% 

フレンズ  93,344    90,822   

恋愛結婚  53,103    57,905   

オンラインゲーム  77,553    29,566   

音楽コンテンツ配信  513,270    342,262   

その他  77,747    125,740   

ブロードバンドサービス  1,246,549 44.4%  1,301,591 52.2% 

Ｅコマース  6,629 0.2%  9,882 0.4% 

その他  67,616 2.4%  101,027 4.1% 

合計  2,809,461 100.0%  2,492,300 100.0% 



（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） 

金額（千円） 金額（千円） 

広告宣伝費  22,289  13,627

販売手数料  133,474  61,089

販売促進費  54,588  20,040

業務提携料  126,542  154,027

ロイヤリティ  101,366  101,029

人件費  951,806  741,003

業務委託費  364,763  494,037

減価償却費  20,468  16,210

ソフトウェア償却費  21,038  20,441

のれん償却  1,781  －

事務所家賃  125,963  113,407

その他  231,995  124,938

合計  2,156,078  1,859,854

区分 

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） 

金額（千円） 金額（千円） 

広告宣伝費  13,156  6,978

販売手数料  69,314  34,763

販売促進費  39,324  12,009

業務提携料  64,886  76,441

ロイヤリティ  49,571  52,293

人件費  481,349  366,727

業務委託費  172,694  228,163

減価償却費  10,323  8,587

ソフトウェア償却費  17,456  9,598

のれん償却  1,781  －

事務所家賃  58,947  58,191

その他  96,085  66,752

合計  1,074,892  920,507
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