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(注） 平成22年6月1日付にて普通株式1株につき300株の割合で株式分割しております。そのため、平成22年3月期第1

四半期の1株当たり四半期純利益については、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 

   

 

 
(注） 平成22年6月1日付にて普通株式1株につき300株の割合で株式分割しております。そのため、平成22年3月期の1

株当たり純資産については、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 
  

  

 
(注)  1.当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 
    2.平成23年3月期の配当予想は未定です。 
   3.平成22年6月1日付にて普通株式1株につき300株の割合で株式分割しております。そのため、平成22年3月期末

の配当金については、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。 
  

 

 
(注) 1.当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

2.通期の業績予想に代えて翌四半期の業績予想を開示しております。詳細は四半期決算短信（添付資料）6ペー

ジ「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」をご覧ください。
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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）
 (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 24,193 174.6 11,989 282.1 11,952 266.9 6,526 266.0
22年3月期第1四半期 8,810 △2.2 3,137 △26.5 3,257 △24.9 1,783 △25.6

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 45 83 ―

22年3月期第1四半期 3,756 77 ―

 (2) 連結財政状態

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 61,715 42,131 63.8 276 46
22年3月期 55,273 36,651 62.6 72,891 30

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 39,373百万円  22年3月期 34,603百万円

2. 配当の状況

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 ― 3,600 00 3,600 00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) ― ― ― ―

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、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） 50,000 187.8 24,000 285.8 24,000 276.1 13,300 279.9 93 39

通   期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



 

 
（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） 

 
  

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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（1） 連結業績予想に関して  

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

る条件等については、四半期決算短信（添付資料）6ページ「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」をご覧ください。 

  

（2） 配当予想金額に関して  

平成23年3月期の配当予想に関しましては、当社は業績連動型の配当を実施することを基本方針としているため、通期の

業績予想について開示が可能となった時点で配当予想額についても速やかに開示いたします。なお、配当予想の開示を

行う時期としましては、平成23年3月期第3四半期決算発表の時点を見込んでおります。 

  

（3） 株式の分割について 

当社は、平成22年6月1日付にて普通株式1株につき300株の割合で株式分割しております。 

  

4. その他（詳細は、（添付資料）8ページ「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 ： 有

  新規1社 (会社名：株式会社エブリスタ)、除外 ― 社( ― )

（注）当四半期連結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 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 145,789,800株 22年3月期 485,966株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 3,370,800株 22年3月期 11,236株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 142,419,000株 22年3月期1Ｑ 474,730株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示



（株式分割に伴う遡及修正値）  

当社は、平成22年6月1日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割しております。当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の普通株式1株当たり配当金及び1株当たり情報は以下のとおりです。 

  

・1株当たり配当金 

 
  

・連結業績 

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

1株当たり配当金

（基準日） 期末 年間
円 銭 円 銭

22年3月期 12 00 12 00

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1四半期 12 52 ―

1株当たり 
純資産

円 銭

22年3月期 242 97
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※ 当社は、以下のとおり決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料は、当四

半期決算短信の適時開示と同時に、当社ホームページに掲載しております。また、決算説明会

の動画、主なＱ＆Ａ等については、後日当社ホームページに掲載する予定です。 

・平成22年７月30日（金）・・・・機関投資家・アナリスト・報道機関向け決算説明会 

  

※ 上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明

会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 

（添付資料） 

 ○添付資料の目次
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とする新興国の需要増や緊急経済対

策をはじめとする景気浮揚策等により、企業収益は改善基調を持続し、個人消費にも持ち直しの動きが

見られましたが、雇用情勢は依然として厳しい状況が続き、本格的な景気回復の状況には至りませんで

した。 

  国内のインターネット利用環境は、携帯電話については高速データ通信が可能な第三世代携帯電話、

PCについてはブロードバンド（高速インターネット回線）の普及が進んでおります。平成22年６月末現

在、第三世代携帯電話加入者数は１億1,115万人となり、加入者全体の97.7％を占めております（電気

通信事業者協会調べ）。また、平成22年３月末には、FTTH、DSL等のブロードバンド契約数は3,204万回

線となり、インターネット接続サービス契約数の92.4％を占めております（総務省調べ）。 

  このような状況の下、当社グループは当第１四半期連結会計期間におきまして、引き続き携帯電話向

けのサービスを中心とした事業展開を実施してまいりました。特に、 重要施策として、「モバゲータ

ウン」で提供しているソーシャルゲーム（注１）の利用促進と新規会員の獲得に注力した結果、ソーシ

ャルゲーム関連の売上は、順調に増加しました。 

  利益面におきましては、テレビコマーシャルを中心とした積極的な広告宣伝活動の実施や、国際事業

を中心とする連結子会社の増加、また事業拡大に伴う人員増等により売上原価、販売費及び一般管理費

がともに増加いたしましたが、収益性の高いゲーム関連売上の拡大による大幅な増収によりこれを吸収

し、四半期ベースでの過去 高益となりました。 

 以上の結果、当社グループの売上高は24,193百万円(前年同期比174.6％増)、営業利益は11,989百万

円(前年同期比282.1％増)、経常利益は11,952百万円(前年同期比266.9％増)、四半期純利益は6,526百

万円(前年同期比266.0％増)となりました。（注２） 

  

（注１）ゲーム内で、ユーザ同士が競い合ったり、協力したり、情報交換をしながら一緒に遊べる、交流機能を持つ

ゲーム。  

（注２）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。これにより事業区分へ与える影響はありませんので、前年同

期比較を行っております。なお、当第１四半期連結会計期間より、従来の「ポータル・マーケティング事

業」及び「コマース事業」はそれぞれ「ソーシャルメディア事業」及び「EC事業」に名称変更いたしまし

た。詳細は、12ページ「３．四半期連結財務諸表（５）セグメント情報」をご覧ください。 

また、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲を変更しております。詳細は、８ページ「２．その他の

情報（１）重要な子会社の異動の概要」をご参照下さい。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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 セグメント別の業績は次のとおりであります。 
  
①ソーシャルメディア事業 

「モバゲータウン」の当第１四半期連結会計期間末の会員数は1,993万人（前年同期末比544万人増）

となりました。平成21年10月より正式サービスを開始したソーシャルゲームが、引き続き、幅広いユー

ザ層に利用された結果、月間716億ページビュー（前年同月比540億ページビュー増）を誇る規模へと成

長いたしました。また、テレビコマーシャルを中心とした積極的な広告宣伝活動を展開し、既存会員に

対する利用の促進と新規会員の獲得に努めた結果、30代以上の会員数割合が引き続き増加いたしまし

た。 

  ゲーム関連売上につきましては、ソーシャルゲーム内で使用されるアイテムの売上が大幅に増加しま

した。平成22年１月から開始した「モバゲータウン」のオープン化により、平成22年６月末時点で127

社のゲームデベロッパーから300タイトルのゲームが提供され、ユーザの多様なニーズを満たすととも

に、関連する売上も順調に増加いたしました。 

  平成22年４月にヤフー株式会社とソーシャルゲームの領域における業務提携について基本合意し、サ

ービス提供のための準備を推進いたしました。平成22年10月を目標に、両社でPC上のソーシャルゲーム

プラットフォーム「Yahoo!モバゲー」の本格的なサービスを開始する予定です。 

  平成22年５月には、ソーシャルメディア関連企業等を投資対象とするインキュベイトファンド１号投

資事業有限責任組合に出資いたしました。当ファンドへの出資を通じて高い成長力を持つ企業を早期か

ら育成・支援し、ソーシャルメディア市場の拡大、発展を図ってまいります。 

  アバター関連売上（アバター販売及び成果報酬型広告（自社メディア））につきましては、イベント

等企画ラインナップの充実による需要喚起策やソーシャルゲームと連動させながら楽しめる場の拡大等

の施策により、ユーザのアクティビティレベルが向上し、アバター関連売上の回復基調が継続いたしま

した。 

  広告関連売上に関しましては、広告メディアとしての価値を高めてさらなる広告出稿を獲得するため

に、広告代理店との連携を深めて大手広告主の新規開拓に努めましたが、成果型報酬広告の他社メディ

ア向け売上が伸び悩んだことにより、前年同期比で売上は減少しました。モバイル広告市場は今後も成

長が見込まれることから、商品開発や営業開拓等、引き続き取り組みを強化してまいります。 

  平成22年４月に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「ドコモ」という。）との合弁により、

株式会社エブリスタを設立いたしました。ドコモから携帯電話上での集客と顧客ニーズに基づいたサー

ビス企画への協力を受け、平成22年６月より携帯電話上でユーザ作成コンテンツを提供する総合UGCメ

ディア「Ｅ★エブリスタ」（注３）の正式サービスを開始し、同時に有料コンテンツであるケータイ総

合雑誌「Ｅ★エブリスタプレミアム」を創刊いたしました。 

  国際展開につきましては、当第１四半期連結会計期間より連結対象とした海外子会社の米国及び中国

で展開するサービスの収益化に向けた取り組みを強化いたしました。また、100％出資子会社の株式会

社ミニネーションは、平成22年５月より海外のiPhone/iPod touch 向けに「モバゲータウン」の人気ゲ

ームアプリと「モバゲータウン」をベースにしたコミュニティ機能「MiniNation（ミニネーション）」

の提供を開始いたしました。 

 以上の結果、ソーシャルメディア事業の売上高は、20,375百万円(前年同期比289.9％増)、営業利益

は11,554百万円(前年同期比353.9％増)となりました。  

  

（注３）UGCサイトとは、ユーザ自身が小説やイラスト、写真などのコンテンツを創作・投稿し、公開することがで 
き、かつ他のユーザがそれらを閲覧・利用することができるサイトです。 
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②EC事業 

オークション＆ショッピングサイト「ビッダーズ」は、引き続き携帯電話向け総合ショッピングサイ

ト「ポケットビッダーズ」、「モバデパ」、eショッピングモールサイト「au one ショッピングモー

ル」等のモバイル分野を中心に展開しました。当第１四半期連結会計期間末のショッピングサービスを

提供する有料法人会員組織「クラブビッダーズ」加盟店舗数は4,573店（前年同期末比320店減）、当第

１四半期連結会計期間の取扱高は9,078百万円（前年同期比3.2％減）となりました。 

  携帯電話オークション「モバオク」（「au one モバオク」を含む。）は、当第１四半期連結会計期

間末の有料会員数が123万人となりました。月間平均出品数（平成22年６月度）は362万品（前年同月比

16万品減）、当第１四半期連結会計期間における取扱高は16,277百万円（前年同期比14.9％減）となり

ました。 

  携帯電話専用ファッション系ショッピングサイト「モバコレ」は、新規成長ブランドの拡充に注力し

ましたが、メンズ向け商品の伸び悩み等により前年同期比で売上が減少しました。 

 電子商取引に係る収納代行サービスを提供する株式会社ペイジェントは、「モバオク」向け決済エス

クローサービス「モバペイ」を含めた当社グループ内サービス及び当社グループ外の加盟店（EC事業者

等）の決済規模が順調に拡大いたしました。 

  以上の結果、EC事業の売上高は3,396百万円（前年同期比4.1%増）、営業利益は1,135百万円（前年同

期比3.2%増）となりました。 

  

③その他事業 

株式会社エアーリンクが運営する旅行代理店事業は、オンライン旅行予約サイト「スカイゲート」で

販売する格安航空券と、提携先である世界 大級のインターネット旅行サイト「エクスペディア」の宿

泊予約を組み合わせたパッケージツアーの商品拡充を図るとともに、上海万博効果で拡大した中国方面

での需要の取り込みを強化した結果、売上は順調に拡大しました。  

  以上の結果、その他事業の売上高は421百万円(前年同期比31.2％増)、営業損失は32百万円（前年同

期は161百万円の営業損失）となりました。 
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①財政状態 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は61,715百万円（前連結会計年度末比6,442百万円増）となり

ました。 

 流動資産は55,443百万円（前連結会計年度末比6,361百万円増）となりました。主な増加要因は現金

及び預金が3,142百万円増加、売掛金が2,656百万円増加、その他に含まれる前渡金が427百万円増加し

たことなどによるものであります。 

 固定資産は6,272百万円（前連結会計年度末比80百万円増）となりました。主な増加要因は無形固定

資産に含まれるのれんが491百万円増加、有形固定資産が127百万円増加したことなどによるものであ

り、主な減少要因は投資その他の資産のその他に含まれる投資有価証券が新規連結に伴い432百万円減

少したことなどによるものであります。 

 流動負債は19,548百万円（前連結会計年度末比973百万円増）となりました。主な増加要因は未払金

が1,830百万円増加したことなどによるものであり、主な減少要因は未払法人税等が794百万円減少した

ことなどによるものであります。 

 固定負債は35百万円（前連結会計年度末比11百万円減）となりました。主な減少要因はその他に含ま

れるリース資産減損勘定が10百万円減少したことなどによるものであります。 

 この結果、負債合計は19,583百万円（前連結会計年度末比962百万円増）となりました。 

 純資産合計は、42,131百万円（前連結会計年度末比5,479百万円増）となりました。主な増加要因は

利益剰余金が4,849百万円増加したことなどによるものであります。 

 流動性に関する指標としては、当第１四半期連結会計期間末において流動比率283.6％、自己資本比

率63.8％となっております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ3,142百万円増加し、36,562百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は

次のとおりです。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は5,023百万円となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純

利益11,801百万円であり、主な支出要因は法人税等の支払額6,000百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,526百万円となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得に

よる支出432百万円、無形固定資産の取得による支出376百万円、有価証券及び投資有価証券の取得によ

る支出682百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は1,302百万円となりました。主な支出要因は、配当金の支払額1,632百

万円であり、主な収入要因は少数株主からの払込みによる収入480百万円であります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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当社グループ全体の業績を牽引している「モバゲータウン」に関しましては、2,000万人に迫るユー

ザ規模を誇る国内 大級のモバイルメディアとしての媒体力を活かしながら、ソーシャルメディアプラ

ットフォームとしての基盤強化に積極的に取り組んでまいります。魅力的なコンテンツの提供と積極的

な広告宣伝活動を実施していくことにより、特に30代以上の会員基盤のさらなる強化を図ってまいりま

す。  

  ソーシャルメディア事業に関しては、ゲーム関連売上の伸長を図るため、魅力ある内製ソーシャルゲ

ームの新タイトルの投入と既出タイトルの改良を継続的に行ってまいります。また、「モバゲータウ

ン」プラットフォームのオープン化により、ゲームデベロッパーから多種多様なゲームが提供され、ユ

ーザの幅広い需要を満たすとともに、関連する売上も着実に成長しております。ゲームデベロッパーに

とって も魅力あるプラットフォームとなるよう、サポート体制の強化に取り組んでまいります。 

  平成22年10月を目標に本格的なサービスを開始する予定の「Yahoo!モバゲー」では、「Yahoo! 

JAPAN」の有する集客力・総合力と当社の有するモバイルで培ったゲーム開発・運営ノウハウを融合さ

せ、PC、モバイル間にまたがるサービスを提供してまいります。既に「モバゲーオープンプラットフォ

ーム」にゲームを提供しているゲームデベロッパーが、さらにPC上へも同一ゲームを展開することを可

能とすることで、国内ソーシャルゲーム市場規模の拡大に取り組んでまいります。 

   アバター関連売上では、ユーザを惹きつける企画の継続的な提供に加え、アバターと連動して楽し

めるソーシャルゲームの投入等により、需要の一層の活性化を図ってまいります。 

  広告関連売上に関しましては、ソーシャルゲーム人気により拡大した媒体価値を生かし、モバイル広

告市場の積極的な開拓を推進してまいります。広告主がユーザと継続的に自由にコミュニケーションを

とることができる新しい広告商品「オープンアカウント」の提供を平成22年7月より開始いたしまし

た。広告主が、「オープンアカウント」にゲーム企画、クイズ企画、アバター配布、来店促進企画、商

品開発企画、マーケティング分析ツールなどのオプションメニューを組み合わせることにより、目的に

合わせたプロモーション展開が可能となる商品であり、大手広告主に対し広く採用を働きかけてまいり

ます。 

  株式会社エブリスタが提供する「Ｅ★エブリスタ」は、様々な企画の実施によりUGCコンテンツの登

録数拡大と会員獲得に注力するとともに、有料コンテンツの品揃え強化に努めてまいります。  

 国際展開につきましては、ソーシャルメディアプラットフォームの基盤構築に取り組んでまいりま

す。株式会社ミニネーションによる海外のiPhone/iPod touch向けのコミュニティ機能「MiniNation」

でのユーザ獲得に注力するとともに、スマートフォン対応でのノウハウ蓄積を進めてまいります。ま

た、海外子会社が米国及び中国で展開するサービスの収益化に向けた取り組みを強化してまいります。

  さらに、事業展開スピードを加速させる有望企業への出資やM＆Aを国内外で積極的に実施していく予

定です。 

 EC事業に関しましては、「モバゲータウン」との連携を引き続き強化することで、グループ内シナジ

ーの 大化を目指してまいります。 

  その他事業に関しましては、旅行代理店事業において、パッケージツアー商品の拡充を継続するとと

もに、需要が回復してきた法人業務渡航に対する取り組みを強化することにより、引き続き収益の改善

を図ってまいります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 平成23年３月期の連結の業績見通しにつきましては、平成21年10月より短期間で当社グループの主力

事業となったソーシャルゲーム関連市場が、新規に立ち上がったばかりであるため、現状ではその市場

規模を予測することは難しいこと、また、ユーザの嗜好や人気タイトルの有無等さまざまな不確実性に

収益が大きく左右されることなどから、信頼性の高い通期及び半期の業績予想数値を算出することが困

難なため、四半期ごとの業績発表時に翌四半期の業績見通しを公表させていただきます。 

 なお、下記の「平成23年３月期 第２四半期連結累計期間業績見通し」は平成23年３月期第１四半期

の実績値に第２四半期連結会計期間の業績見通しを加算したものとなっております。 

  

平成23年３月期 第２四半期連結累計期間業績見通し(平成22年４月１日～平成22年９月30日）  

売上高    50,000百万円  

営業利益   24,000百万円  

経常利益   24,000百万円  

四半期純利益 13,300百万円  

  

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。実際の実績等は、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。 

  

連結業績予想の修正については、本日（平成22年７月30日）公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」を参照してください。 
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平成22年４月１日付で当社の特定子会社である株式会社エブリスタを設立し、当第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。 

 なお、当第１四半期連結会計期間における連結の範囲に関する事項の変更は下記のとおりとなってお

ります。 

（新規連結による増加 ９社） 

株式会社エブリスタ、株式会社ミニネーション、DeNA Global, Inc.、WAPTX LTD.、上海縦遊网絡技術

有限公司、上海蛙扑网絡技術有限公司、DeNA  Pacific  Communications  Inc.、IceBreaker  U.S., 

Inc.、IceBreaker China Co., Ltd. 

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

②繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

 ①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。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ15百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は149百

万円減少しております。 

 ②税金費用の計算 

従来年度決算と同様の方法により法人税等を計算しておりましたが、税金費用をより合理的に配分

するため、当第１四半期連結会計期間より、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用

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する方法に変

更しております。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要（連結の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特有の会計処理の概要

（簡便な会計処理）

（特有の会計処理）

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

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 36,614 33,471

売掛金 12,808 10,152

商品及び製品 101 84

その他 6,146 5,593

貸倒引当金 △227 △220

流動資産合計 55,443 49,081

固定資産

有形固定資産 1,195 1,067

無形固定資産 2,242 1,698

投資その他の資産

その他 2,978 3,576

貸倒引当金 △144 △150

投資その他の資産合計 2,834 3,425

固定資産合計 6,272 6,191

資産合計 61,715 55,273

負債の部

流動負債

買掛金 308 374

未払金 7,131 5,300

未払法人税等 5,251 6,046

前受金 2,698 2,100

その他 4,158 4,752

流動負債合計 19,548 18,574

固定負債

ポイント引当金 － 10

その他 35 35

固定負債合計 35 46

負債合計 19,583 18,621

純資産の部

株主資本

資本金 4,328 4,328

資本剰余金 4,314 4,314

利益剰余金 33,814 28,964

自己株式 △2,999 △2,999

株主資本合計 39,457 34,607

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7 △3

為替換算調整勘定 △77 －

評価・換算差額等合計 △84 △3

新株予約権 6 －

少数株主持分 2,751 2,047

純資産合計 42,131 36,651

負債純資産合計 61,715 55,273
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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：百万円)

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 8,810 24,193

売上原価 2,554 3,169

売上総利益 6,255 21,023

販売費及び一般管理費 3,117 9,033

営業利益 3,137 11,989

営業外収益

受取利息 28 8

受取配当金 0 －

契約に基づく債務消滅益 17 48

業務受託料 21 4

助成金収入 43 12

その他 11 3

営業外収益合計 122 78

営業外費用

業務受託費用 0 0

為替差損 1 105

その他 0 8

営業外費用合計 2 115

経常利益 3,257 11,952

特別利益

ポイント引当金戻入額 28 －

特別利益合計 28 －

特別損失

固定資産除却損 0 16

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 134

特別損失合計 0 150

税金等調整前四半期純利益 3,285 11,801

法人税、住民税及び事業税 1,185 －

法人税等調整額 173 －

法人税等合計 1,358 5,225

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,576

少数株主利益 142 50

四半期純利益 1,783 6,526
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

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)

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利益 3,285 11,801

減価償却費 350 459

のれん償却額 － 52

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48 0

ポイント引当金の増減額（△は減少） △59 －

受取利息及び受取配当金 △28 △8

固定資産除却損 0 16

売上債権の増減額（△は増加） 1,277 △2,620

未収入金の増減額（△は増加） △411 △262

仕入債務の増減額（△は減少） △34 △69

未払金の増減額（△は減少） △257 1,886

前受金の増減額（△は減少） 671 567

その他 △535 △810

小計 4,306 11,013

利息及び配当金の受取額 31 10

法人税等の支払額 △3,924 △6,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 414 5,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △686 △682

有価証券の償還による収入 500 －

有形固定資産の取得による支出 △81 △432

無形固定資産の取得による支出 △363 △376

差入保証金の差入による支出 △5 △34

差入保証金の回収による収入 2 62

その他 △6 △63

投資活動によるキャッシュ・フロー △640 △1,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △790 △1,632

少数株主からの払込みによる収入 － 480

少数株主への配当金の支払額 △150 △150

財務活動によるキャッシュ・フロー △940 △1,302

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,167 2,094

現金及び現金同等物の期首残高 23,435 33,419

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,048

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,268 36,562
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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) 

 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) 

（単位：百万円） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

 事業は、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 事業区分の内容 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

ポータル・マ
ーケティング

事業

コマース
事業

その他事業 計
消去又は 
全社

連結

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,225 3,263 321 8,810 ― 8,810

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

103 27 18 149 (149) ―

計 5,329 3,290 339 8,959 (149) 8,810

 営業利益又は営業損失(△) 2,545 1,099 △161 3,483 (346) 3,137

事業区分 主要サービス

ポータル・マーケティング
事業

・携帯総合ポータルサイト

  「モバゲータウン」

・アフィリエイトネットワーク

  「ポケットアフィリエイト」

コマース事業 ・オークション＆ショッピングサイト

  「ビッダーズ」

・携帯電話向け総合ショッピングサイト

  「ポケットビッダーズ」「auショッピングモール」「モバデパ」

・携帯電話オークション

  「モバオク」「au one モバオク」

・携帯電話専用ファッション系ショッピングサイト

  「モバコレ」

・決済エスクローサービス

  「モバペイ」

その他事業 ・旅行代理店、保険代理店サービスの提供
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３ 当第１四半期連結累計期間における事業区分の変更 

 従来、事業の種類別セグメントの区分につきましては、サービスの内容及び特性を基準として、主に携帯

電話における事業を中心とした「モバイル事業」、主にオークション＆ショッピングサイトである「ビッダ

ーズ」及びその関連事業を中心とした「Webコマース事業」並びに「その他事業」に区分しておりました。 

 一方、各セグメントにおけるサービス内容の多様化に伴い、現在の区分がサービスの内容及び特性と整合

しなくなってきたことから、平成21年４月に事業本部制の導入による大幅な組織変更を行ったことを契機

に、表示の明瞭性を保つため、事業区分の見直しをいたしました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間より、主にポータルサイト関連事業を中心とした「ポータル・マー

ケティング事業」、主にコマース関連事業を中心とした「コマース事業」、「その他事業」の３区分に変更

することといたしました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第１四半期連結累計期間の事業区分の方法によ

り区分すると以下のとおりとなります。 

（単位：百万円） 

 
  

 【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) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

 【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) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

ポータル・マ
ーケティング

事業

コマース
事業

その他事業 計
消去又は 
全社

連結

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,956 2,681 372 9,009 ― 9,009

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

65 50 1 117 (117) ―

計 6,021 2,732 373 9,127 (117) 9,009

 営業利益又は営業損失(△) 3,737 959 △158 4,538 (268) 4,270
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 【セグメント情報】 

(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が、報告セグメントの「ソーシャルメディア事業」

及び「EC事業」並びに「その他」については、同会計基準等適用前の事業の種類別セグメントの「ポー

タル・マーケティング事業」、「コマース事業」及び「その他事業」とそれぞれ同一の区分でありま

す。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より、従来の「ポータル・マーケティング事業」及び「コマース事

業」はそれぞれ「ソーシャルメディア事業」及び「EC事業」に名称変更いたしました。事業実態により

適したセグメント名称への変更であり、これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

  

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、主にモバイル・PC向けのインターネットサービスを提供しており、本社にサービス別の事業

本部を置き、各事業本部は、取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開してお

ります。 

 したがって、当社は、事業本部を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「ソーシ

ャルメディア事業」、「EC事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 各セグメントに属するサービスの種類は、以下の通りであります。 

 
  

報告セグメント サービスの種類

ソーシャルメディア事業

ソーシャルメディア及びインターネットマーケティング関連サービ
ス（日本国内及び海外）

主要サービス：

 「モバゲータウン」「ポケットアフィリエイト」等

EC事業

eコマース関連サービス（日本国内）

主要サービス：

 「ビッダーズ」「ポケットビッダーズ」「モバオク」

 「モバコレ」「モバペイ」等
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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：百万円） 

 
 (注)１ 「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、旅行代理店、保険代理店サービ

スの提供を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、全社費用であります。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。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．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 

   (固定資産に係る重要な減損損失) 

   該当事項はありません。 

  (のれんの金額の重要な変動) 

「ソーシャルメディア事業」セグメントにおいて、当第１四半期連結会計期間より新たに連結対象と

した子会社のうち７社に関し、当第１四半期連結累計期間においてのれんが541百万円増加しており

ます。 

  (重要な負ののれん発生益) 

   該当事項はありません。 

  

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) 

 該当事項はありません。 

  

報告セグメント
その他
(注)１

調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)３

ソーシャル 
メディア 
事業

EC
事業

計

 売上高

  外部顧客への売上高 20,375 3,396 23,771 421 ― 24,193

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

129 78 207 0 (208) ―

計 20,504 3,474 23,979 422 (208) 24,193

 セグメント利益又は損失(△) 11,554 1,135 12,689 △32 (667) 11,989

（６）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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