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(注) 1.当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

    2.平成24年3月期の配当予想は未定です。 
  

(注)  1.当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

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）5ペー

ジ「1.当四半期決算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24年3月期第２四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第２四半期 69,339 35.2 31,216 21.9 30,482 20.2 17,647 24.6

23年3月期第２四半期 51,278 195.1 25,614 311.7 25,363 297.5 14,165 304.6

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 17,720百万円(25.0％) 23年３月期第２四半期 14,178百万円( ―％)

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

24年3月期第２四半期 119 56 118 82

23年3月期第２四半期 99 46 99 45

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年3月期第２四半期 136,487 95,025 65.5

23年3月期 127,216 82,445 60.2

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 89,457百万円 23年３月期 76,600百万円

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

23年3月期 ― 0 00 ― 34 00 34 00

24年3月期 ― 0 00

24年3月期(予想) ― ― ―

３．平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）



  

 

 

 
  

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。 

  

（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）5ページ「1.当四半期決算に関

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24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24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） 決算補足説明資料の入手方法  

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

適時開示後、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23年10月31日（月）・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年3月期2Ｑ 150,806,064株 23年3月期 150,806,064株

② 期末自己株式数 24年3月期2Ｑ 3,123,407株 23年3月期 3,339,646株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Ｑ 147,603,797株 23年3月期2Ｑ 142,418,976株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  
平成24年3月期第3四半期連結累計期間の業績予想（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

 
(注）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）5ページ

「1.当四半期決算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。 

  

(％表示は、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3四半期（累計） 105,000 30.0 46,000 14.0 44,400 10.6 24,500 9.7 165 96
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災とその後の電力不足等の影響から

徐々に立ち直りつつあるものの、欧州諸国の財政問題やそれに伴う急激な円高の進行等により、景気の

先行きは不透明な状況が続きました。 

国内携帯電話市場は、平成23年４～９月の携帯電話出荷台数が前年同期比6.0％増の2,028万台となり

ました。うちスマートフォンの出荷台数は、前年同期比4.5倍の1,004万台で出荷台数全体の49.5％を占

める結果となり、スマートフォン市場の急拡大が続いております（株式会社ＭＭ総研調べ）。 

このような状況の下、当社グループは、ソーシャルゲームプラットフォームでグローバル№１のポジ

ションを確立し、平成27年３月期に営業利益2,000億円を目指す長期ビジョンに基づき、携帯電話、ス

マートフォン、PCなど様々な情報端末に対応したマルチデバイスのプラットフォームを構築する「X-

device」（クロスデバイス）、プラットフォームをグローバルに展開する「X-border」（クロスボーダ

ー）を成長戦略の２本の柱とし、国内外でプラットフォームの構築と強化に取り組んでまいりました。

当第２四半期連結累計期間におきましては、「Mobage（モバゲー）」オープンプラットフォームに提

供されている外部ゲームデベロッパーのソーシャルゲーム（注１）を中心にゲーム内専用仮想通貨「モ

バコイン」の消費が拡大したことから、ゲーム関連売上が前年同期比で増加いたしました。一方、費用

面では、ゲーム関連売上の増加に連動して代金回収代行手数料やゲームデベロッパーへのレベニューシ

ェア支払等が増加し、また、企業規模の拡大に伴う人件費の増加等、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。 

以上の結果、当社グループの売上高は69,339百万円(前年同期比35.2％増)、営業利益は31,216百万円

(前年同期比21.9％増)、経常利益は30,482百万円(前年同期比20.2％増)、四半期純利益は17,647百万円

(前年同期比24.6％増)となりました。 

  

（注１） ソーシャルゲームとは、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をいいます。 

  

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 

「Mobage」の当第２四半期連結累計期間末の会員数はテレビコマーシャルを中心とした積極的な広告

宣伝活動等の効果もあり、3,263万人（前年同期末比1,095万人増）と大幅に増加いたしました。

「Mobage」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のゲーム内での「モ

バコイン」消費が前年同期比で約5.5倍となりプラットフォームの成長を牽引した結果、当第２四半期

連結累計期間の「モバコイン」の消費高は70,471百万円（前年同期比90.4％増）と大幅に増加いたしま

した。 

スマートフォン対応としましては、平成23年５月よりAndroid（注２）搭載端末向けに、８月からは

iOS（注３）端末向けに、アプリ版でも「Mobage」のサービスを開始いたしました。また、ゲームエン

ジン「ngCore」（注４）により開発した自社製アプリの新タイトル「忍者ロワイヤル」等の提供を開始

いたしました。携帯電話版からスマートフォンブラウザ版へのゲームの移植を支援するため、ゲームデ

ベロッパーに対し、コンテンツ自動 適化エンジン「ExGame」の提供を開始したこと等により、

「Mobage」オープンプラットフォームに提供されるタイトル数が順調に増加いたしました。 

１．当四半期決算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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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと業務提携し、平成23年５月より、iメニュー及びドコモマーケ

ットから「Mobage」への誘導を開始しました。また、韓国のサムスン電子株式会社と業務提携し、平成

23年６月より同社が日本市場で販売するAndroid搭載スマートフォン（GALAXY SⅡ）への「Mobage」プ

ラットフォームの提供を開始いたしました。平成23年10月には、株式会社バンダイナムコゲームスと共

同出資による新会社として株式会社ＢＤＮＡを設立いたしました。両社のノウハウを融合し、グローバ

ル市場において、スマートフォンを中心としたソーシャルゲームアプリなどのコンテンツ事業の展開を

行ってまいります。 

国際展開につきましては、平成23年７月より欧米及び中国においてAndroid搭載端末向けにアプリ版

「Mobage」のサービスを開始しました。広告宣伝を伴う本格的なユーザ獲得活動を開始する準備とし

て、ユーザの利用状況をモニタリングしサービスの改良を進めました。平成23年８月には、欧米向け

「Mobage」を運営する米国子会社ngmoco, LLCが、米国 大の通信事業者であるAT&T Inc.と業務提携に

合意しました。 

海外拠点の拡充につきましては、当第２四半期連結累計期間内に、デベロッパー開拓等を目的に韓国

及びシンガポールに現地法人を設立いたしました。また、スマートフォン向けソーシャルゲームの開発

拠点としてスウェーデンに現地法人を設立し、オランダでゲーム開発会社を子会社化、チリ及びベトナ

ムでもゲーム開発会社の買収準備を進めました。 

ゲーム関連売上につきましては、「Mobage」及び「Yahoo! Mobage」のオープンプラットフォームで

提供しているソーシャルゲーム内でのアイテムの販売が順調に増加したことにより前年同期比で売上が

伸長いたしました。アバター関連売上及び広告関連売上につきましては、前年同期比で売上は減少しま

した。 

以上の結果、ソーシャルメディア事業の売上高は、62,039百万円(前年同期比42.4％増)、営業利益は

30,409百万円(前年同期比23.9％増)となりました。 
  

（注２） Androidとは、米国Google社のスマートフォン向けOS（オペレーティングシステム）です。 

（注３） iOSとは、米国Apple社のiPhone/iPod touch/iPadに搭載されているOSです。 

（注４） ngCoreとは、一度の開発でiOSとAndroid両端末向けに「Mobage」プラットフォームの特徴を活かしたソーシ

ャルゲームを開発することができるゲームエンジンです。 

  

②EC事業 

オークション＆ショッピングサイト「ビッダーズ」を始めとするEC事業は、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２四半期連結累計期間末のショッ

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4,033店（前年同期末

比409店減）、当第２四半期連結累計期間の取扱高は20,139百万円（前年同期比9.6％増）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２四半期連結累計

期間末の有料会員数が119万人（前年同期末比４万人減）となりました。決済サービスを提供する株式

会社ペイジェントは、決済規模が引き続き順調に拡大いたしました。 

以上の結果、EC事業の売上高は6,294百万円（前年同期比7.3％減）、営業利益は2,478百万円（前年

同期比12.0％増）となりました。 

  

③その他 

株式会社エアーリンクが運営する旅行代理店事業は、業務渡航及び個人の海外旅行の取り扱いが堅調

に推移した結果、売上は順調に拡大いたしました。 
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以上の結果、その他の売上高は1,005百万円(前年同期比10.3％増)、営業利益は130百万円（前年同期

は3百万円の営業損失）と、引き続き改善しております。 

  

①財政状態 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は136,487百万円（前連結会計年度末比9,271百万円増）となり

ました。 

 流動資産は98,219百万円（前連結会計年度末比7,618百万円増）となりました。主な増加要因は現金

及び預金が3,835百万円増加、売掛金が2,183百万円増加、その他に含まれる未収入金が1,150百万円増

加したことなどによるものであります。 

 固定資産は38,267百万円（前連結会計年度末比1,652百万円増）となりました。主な増加要因は投資

その他の資産のその他に含まれる投資有価証券が810百万円増加、有形固定資産が587百万円増加したこ

となどによるものであります。 

 流動負債は41,443百万円（前連結会計年度末比3,306百万円減）となりました。主な減少要因は未払

法人税等が7,339百万円減少したことなどによるものであり、主な増加要因は未払金が4,654百万円増加

したことなどによるものであります。 

 固定負債は19百万円（前連結会計年度末比1百万円減）となりました。主な減少要因はその他に含ま

れる預り保証金が1百万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41,462百万円（前連結会計年度末比3,308百万円減）となりました。 

 純資産合計は、95,025百万円（前連結会計年度末比12,579百万円増）となりました。主な増加要因は

利益剰余金が12,588百万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２四半期連結会計期間末において流動比率237.0％、自己資本比

率65.5％となっております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四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3,835百万円増加し、66,455百万円となりました。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13,723百万円（前年同四半期は19,315百万円の収入）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31,584百万円、未払金の増加額4,776百万円であり、主な支

出要因は法人税等の支払額20,874百万円であります。 

（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4,141百万円（前年同四半期は5,622百万円の支出）となりました。主

な支出要因は有価証券及び投資有価証券の取得による支出2,306百万円、無形固定資産の取得による支

出1,576百万円、有形固定資産の取得による支出1,180百万円であり、主な収入要因は有価証券及び投資

有価証券の売却及び償還による収入1,302百万円であります。 

（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5,050百万円（前年同四半期は1,304百万円の支出）となりました。主

な支出要因は配当金の支払額5,006百万円であります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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当社グループは、国内外で「Mobage」のゲーム関連売上の拡大に取り組んでまいります。 

 国内におきましては、自社製及び協業タイトルでのラインナップ強化を進めてまいります。カードバ

トル型タイトルや家庭用ゲーム機等での有名タイトル、人気キャラクターを用いたゲーム等を順次リリ

ースしてまいります。高ARPU（ユーザ１人当たりの売上高）が見込める30代以上のユーザ拡大余地は依

然として大きく、手軽に楽しめるライトなゲームから、スマートフォンならではの性能を生かすリッチ

なソーシャルゲームまで幅広く取り揃えることで、新規ユーザの獲得とARPUの向上に努めてまいりま

す。 

海外におきましては、欧米及び中国スマートフォン市場向け「Mobage」の普及を強力に推進してまい

ります。自社製タイトルに加え、iOS向けの人気タイトルを「Mobage」に取り込み、ラインナップの充

実を図ってまいります。第３四半期連結会計期間内に欧米及び中国のiOS端末向けアプリ版「Mobage」

をリリースする予定です。積極的なマーケティング及び通信キャリア・端末メーカー等との提携により

ユーザ基盤の構築も進めてまいります。 

引き続き、国内外でゲームデベロッパー開拓等を進めるとともに、当社グループのスマートフォン向

けソーシャルゲームの開発体制の強化も進め、有望企業への出資やM＆Aを積極的に検討してまいりま

す。 

EC事業に関しましては、「Mobage」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

化を目指すとともに、インターネットショッピングサイト「モバデパ」、「ポケットビッダーズ」、

「ビッダーズ」のサイトブランドを「ビッダーズ」に統合・リニューアルしプロモーション活動の効率

化を図るとともに、スマートフォン対応に注力してまいります。 

  

平成24年３月期の業績見通しにつきましては、当社グループの主力事業であるソーシャルゲーム関連

市場は、立ち上がりから間もないことに加え、端末の多様化も進むなど、その成長速度を予測すること

は難しいことや、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、また、当連結会計年度より開始した海外での「Mobage」事業の収益予測も同様な理由で難しいこ

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24年３月期第３四半期連結累計期間業績見通し」は平成24年３月期第２四半期連

結累計期間の実績値に第３四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24年３月期第３四半期連結累計期間業績見通し(平成23年４月１日～平成23年12月31日） 

    売上高        105,000百万円 

    営業利益       46,000百万円 

    経常利益       44,400百万円 

    四半期純利益   24,500百万円 
  

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。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号

平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するス

トック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・

オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更してお

ります。 

なお、これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額に与える影響はありません。 

  

②連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更 

従来、３ヶ月を超える定期預金は資金（現金及び現金同等物）の範囲に含めておりませんでしたが、

前第３四半期連結累計期間末後に生じた取引を勘案し、資金管理活動の実情について見直しを行った結

果、前連結会計年度より、６ヶ月迄の定期預金を現金同等物に含めることといたしました。 

なお、前第３四半期連結累計期間までは３ヶ月超６ヶ月以内の定期預金はなく、影響はありません。

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）

を適用しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 62,640 66,475

売掛金 17,771 19,955

その他 10,341 11,977

貸倒引当金 △151 △188

流動資産合計 90,601 98,219

固定資産

有形固定資産 1,135 1,722

無形固定資産

のれん 28,062 27,402

その他 2,162 2,891

無形固定資産合計 30,225 30,294

投資その他の資産

その他 5,387 6,385

貸倒引当金 △134 △135

投資その他の資産合計 5,253 6,250

固定資産合計 36,614 38,267

資産合計 127,216 136,487

負債の部

流動負債

買掛金 489 514

未払金 12,314 16,969

未払法人税等 21,232 13,892

前受金 2,999 3,046

預り金 4,686 5,468

賞与引当金 155 174

その他 2,872 1,377

流動負債合計 44,749 41,443

固定負債

その他 20 19

固定負債合計 20 19

負債合計 44,770 41,462

純資産の部

株主資本

資本金 10,392 10,392

資本剰余金 10,418 10,733

利益剰余金 58,895 71,484

自己株式 △2,972 △2,777

株主資本合計 76,734 89,832

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △28 △70

為替換算調整勘定 △105 △304

その他の包括利益累計額合計 △133 △374

新株予約権 3,042 2,631

少数株主持分 2,802 2,936

純資産合計 82,445 95,025

負債純資産合計 127,216 136,487
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

    四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 51,278 69,339

売上原価 6,483 12,250

売上総利益 44,794 57,089

販売費及び一般管理費 19,180 25,872

営業利益 25,614 31,216

営業外収益

受取利息 17 20

契約に基づく債務消滅益 82 108

業務受託料 6 8

助成金収入 14 17

償却債権取立益 3 84

投資事業組合運用益 － 2

その他 1 18

営業外収益合計 127 260

営業外費用

業務受託費用 1 1

為替差損 363 939

投資事業組合運用損 2 －

その他 10 52

営業外費用合計 378 994

経常利益 25,363 30,482

特別利益

投資有価証券売却益 － 995

新株予約権戻入益 － 140

特別利益合計 － 1,135

特別損失

固定資産除却損 56 34

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 190 34

税金等調整前四半期純利益 25,172 31,584

法人税等 10,894 13,607

少数株主損益調整前四半期純利益 14,277 17,976

少数株主利益 112 328

四半期純利益 14,165 17,647
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    四半期連結包括利益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 14,277 17,976

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11 △42

為替換算調整勘定 △87 △213

その他の包括利益合計 △99 △256

四半期包括利益 14,178 17,720

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 14,055 17,398

少数株主に係る四半期包括利益 122 322
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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利益 25,172 31,584

減価償却費 939 1,328

のれん償却額 104 1,392

為替差損益（△は益） 363 371

投資有価証券売却損益（△は益） － △995

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 38

賞与引当金の増減額（△は減少） － 19

受取利息及び受取配当金 △17 △20

固定資産除却損 56 34

売上債権の増減額（△は増加） △3,788 △2,215

未収入金の増減額（△は増加） △625 △892

仕入債務の増減額（△は減少） △19 25

未払金の増減額（△は減少） 2,720 4,776

未払消費税等の増減額（△は減少） 500 △1,331

前受金の増減額（△は減少） 383 49

預り金の増減額（△は減少） △387 782

その他 △115 △372

小計 25,292 34,573

利息及び配当金の受取額 24 23

法人税等の支払額 △6,001 △20,874

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,315 13,723

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 △3,977 △2,306

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

－ 1,302

有形固定資産の取得による支出 △668 △1,180

無形固定資産の取得による支出 △842 △1,576

差入保証金の差入による支出 △81 △51

差入保証金の回収による収入 63 17

その他 △116 △345

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,622 △4,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,634 △5,006

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

その他 0 106

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,304 △5,050

現金及び現金同等物に係る換算差額 △384 △605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,004 3,924

現金及び現金同等物の期首残高 33,419 62,620

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,048 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △89

現金及び現金同等物の四半期末残高 46,472 66,455
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

 【セグメント情報】 

Ⅰ 前第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) 

１．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 

（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。 

  

２．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 

前第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） 

   (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) 

該当事項はありません。 

  (重要な負ののれん発生益) 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

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 43,578 6,788 50,366 911 ― 51,278

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

223 170 393 1 △395 ―

計 43,802 6,958 50,760 913 △395 51,278

 セグメント利益又は損失(△) 24,535 2,213 26,748 △3 △1,130 25,614
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

１．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 

（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。 

  

２．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 

当第２四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

   (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) 

該当事項はありません。 

  (重要な負ののれん発生益) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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 62,039 6,294 68,333 1,005 ― 69,339

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

137 532 669 8 △678 ―

計 62,177 6,826 69,003 1,014 △678 69,339

 セグメント利益 30,409 2,478 32,887 130 △1,800 31,216

（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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