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各  位 

平成 18 年５月２日 

 

平成 18 年 12 月期  第１四半期業績の概況（非連結） 

 

 
本社所在地 東京都港区赤坂三丁目 16 番 11 号 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

代 表 者 名 代表取締役社長  植田 修平 

コード番号 3792 札幌証券取引所 

問 合 せ 先 経営管理室長 江口清貴 

電 話 番 号 0 3 - 3 5 8 7 - 1 2 7 9 

(URL http://www.gamepot.co.jp/) 

 
 
１.概況 
  
(1) 平成 18 年 12 月期第１四半期の業績（平成 18 年１月１日～平成 18 年３月 31 日） 

 

 

平成 17 年 12 月期 

第１四半期 

（前年同期） 

平成 18 年 12 月期 

第１四半期 

（当第１四半期） 

 

対前年増減率 

平成 17 年 12 月期 

（通期） 

 

売 上 高 

千円 

－ 

千円 

422,879 

% 

－ 

千円 

1,263,909 

営 業 利 益 － 127,477 － 459,609 

経 常 利 益 － 125,941 － 444,221 

第１四半期(当期)純利益 － 76,903 － 266,889 

総 資 産 － 955,246 － 940,894 

株 主 資 本 － 632,024 － 554,382 

 平成 17 年 12 月期第１四半期は、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略しております。 

 
(2)部門別売上高 

 平成 17 年 12 月期 

第１四半期 

平成 18 年 12 月期 

第１四半期 

平成 17 年 12 月期 

(通期) 

 金額 構成比 金額 構成比 

 

対前年 

増減率 
金額 構成比 

 

オンラインゲーム事業 

千円 

－ 

％

－

千円

397,249

   ％

93.9

 ％ 

－ 

   千円 

1,119,609 

   ％

88.6

モバイルコンテンツ事業 － － 25,629 6.1 － 144,300 11.4

合計 － － 422,879 100.0 － 1,263,909 100.0

平成 17 年 12 月期第１四半期は、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略しております。 
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２．業績の概況（平成 18 年１月１日～平成 18 年３月 31 日） 

 

(1)概況 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、個人消費や企業の設備投資などが堅調なのを受け、昨年に引き続き景気

回復傾向を持続いたしました。 

当社が事業展開しているオンラインゲーム市場及びモバイル市場については、インフラ及び端末の普及や技術の進展に

伴って、市場全体が継続的に成長しております。 

当四半期の業績は、売上高422,879千円、営業利益が127,477千円、経常利益125,941千円、第１四半期純利益76,903千

円となりました。なお、前年の第１四半期会計期間の四半期財務諸表は作成していないため、前年同期との比較分析は行

っておりません。 

 

(2)セグメント別の概況 

①オンラインゲーム事業 

当第１四半期会計期間では、前期に引き続きオンラインゴルフゲームの『スカッとゴルフ パンヤ』のサービスを展開

したほか、新規タイトル『君主』の課金サービスを開始いたしました。 

『スカッとゴルフ パンヤ』は、タレントの「レイザーラモン HG」とのコラボレーションを行うなど新規顧客獲得を図

ったほか、引き続きゲーム内でのアイテムの企画開発において注力した結果、売上高についても順調に推移いたしました。

『君主』は３月 31 日にゲーム内でのアイテムを販売する課金サービスを開始いたしました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間のオンラインゲーム事業での売上高は 397,249 千円となりました。 

 

②モバイルコンテンツ事業 

当第１四半期会計期間では、ダウンロード型課金より月額型課金への移行を図り、月額型課金タイトルを充実させるこ

とで収益力を増加させることを目指しました。以上の結果、当第１四半期会計期間のモバイルコンテンツ事業での売上高

は25,629千円となりました。 

 

３．当期の見通し（平成 18 年１月１日～平成 18年 12 月 31 日） 

 

当期は、引き続きオンラインゴルフゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』、MMORPG『君主』の積極展開を行っていくほか、

オンラインゲーム大国である韓国を中心に、開発会社より日本におけるコンテンツ配信権を獲得し、多コンテンツ化を行

うことでオンラインゲーム配信会社としての地位を確立してまいります。既に獲得済みのタイトルで今期中にサービスを

開始する予定のあるタイトルは、スタイリッシュアクションMMORPG『CABAL ONLINE(仮)』、アクションMMORPG『LaTale(仮)』、

レーシングゲーム『CRC（仮）』となっております。また、このほかにもコンテンツの獲得に関しては積極的に行ってまい

りますが、これらの新たなコンテンツを随時リリースすることによって多くの会員数を獲得しつつ、コミュニティサイト

『プチコミ』において、オンライン上のコミュニティを構築し、新規オンラインゲームユーザーの開拓と既存の会員の囲

い込みを行い、事業の継続性を高めて行きたいと考えております。また、モバイルコンテンツに関しては、ネットワーク

化が進み、多人数同時参加型のゲームが新たに登場しておりますが、当社も既存の自社ブランド「ココシリーズ」を継続

しながら、このネットワーク型のコンテンツについても新たに配信していく予定であります。 

以上の結果、平成 18 年 12 月期の業績の見通しは以下の通りとなります。 

   

１株当たり年間配当金 
 

売上高 

 

経常利益 

 

当期純利益 

 中間 期末  
 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭

通   期  2,006 519 285 － 未定 未定 
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(注)上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。実際の

業績は、今後様々な要因によって予想数値とは異なる可能性があります。 

   

４．四半期財務諸表 

(１)四半期財務諸表の作成方法について 

当社は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵省令第 38 号）に準じて四

半期財務諸表、すなわち四半期貸借対照表及び四半期損益計算書を作成しております。 

(２)四半期財務諸表に対する意見表明について 

 当社は、第１四半期会計期間の四半期財務諸表について、公認会計士の監査を受けておりません。ただし、四半

期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表及び四半期損益計算書について、証券会員制法人札幌証券取引所の定め

る「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」２.の３（３）の規定に基づき、同取

扱いの別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続を中

央青山監査法人より受け、「四半期財務諸表に対する報告書」を入手しております。 

(３)添付資料 

 

①四半期貸借対照表 

             期 別 

 科 目 

平成18年12月期 第１四半期末 

（平成18年３月31日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年12月31日現在） 

区分 金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 484,982 511,370 

２．売掛金 201,554 244,176 

３．繰延税金資産 4,187 12,227 

４．その他 5,202 9,845 

流動資産合計 695,927 72.9 777,619 82.6

Ⅱ 固定資産  

(1）有形固定資産      ※１ 21,314 2.2 14,517 1.6

(2）無形固定資産  

 １．ソフトウェア 56,655 17,123  

   ２. ソフトウェア仮勘定 121,445 120,172  

  無形固定資産合計 178,100 18.6 137,295 14.6

(3）投資その他の資産  

 １. 長期前払費用 45,479 913  

２. その他 14,424 10,547  

 投資その他の資産合計 59,904 6.3 11,461 1.2

固定資産合計 259,319 27.1 163,275 17.4

資産合計 955,246 100.0 940,894 100.0
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             期 別 

 科 目 

平成18年12月期 第１四半期末 

（平成18年３月31日現在） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年12月31日現在） 

区分 金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金          98,129 117,054 

２．短期借入金 100,000 － 

３．未払費用 44,392 31,878 

４．未払法人税等 43,300 165,322 

５．賞与引当金 2,303 － 

６．その他         ※２ 24,957 62,085 

流動負債合計 313,082 32.8 376,341 40.0

 Ⅱ 固定負債  

１．新株予約権 10,139 10,170 

固定負債合計 10,139 1.0 10,170 1.1

負債合計  323,221 33.8 386,511 41.1

  

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 100,779 10.6 100,410 10.7

Ⅱ 資本剰余金  

 １.資本準備金 121,259 120,890  

   資本剰余金合計 121,259 12.7 120,890 12.8

Ⅱ 利益剰余金  

   １．第１四半期（当期）未処分利益 409,985 333,082  

   利益剰余金合計 409,985 42.9 333,082 35.4

資本合計 632,024 66.2 554,382 58.9

負債及び資本合計 955,246 100.0 940,894 100.0
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②四半期損益計算書 

                期 別 

  科 目 

平成18年12月期 第１四半期会計期間

（自 平成 18 年１月 １日 

   至  平成 18 年３月 31 日） 

前事業年度要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 

    至 平成17年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高 422,879 100.0 1,263,909 100.0

Ⅱ 売上原価            185,534 43.9 555,454 43.9

売上総利益 237,344 56.1 708,455 56.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費       109,866 26.0 248,845 19.7

営業利益 127,477 30.1 459,609 36.4

Ⅳ 営業外収益            912 0.2 582 0.0

Ⅴ 営業外費用           ※１ 2,449 0.5 15,970 1.3

経常利益  125,941 29.8 444,221 35.1

 Ⅵ 特別損失            ※２ 933 0.2 － －

税引前第１四半期（当期）純利益 125,007 29.6 444,221 35.1

税金費用 48,104 11.4 177,332 14.0

第１四半期（当期）純利益 76,903 18.2 266,889 21.1

前期繰越利益 333,082 66,193 

第１四半期（当期）未処分利益 409,985 333,082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

重要な会計方針 

 
          期 別 

 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
平成18年12月期 第１四半期 
（自 平成18年１月１日 

項 目   至 平成18年３月31日）   至 平成17年12月31日） 

（1）有形固定資産 (1）有形固定資産 １．固定資産の減価償却の方法 

 定率法によっております。 同左 

 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 

 会社所定の合理的耐用年数に基づく定

額法によっております。但し、サービス提

供目的のソフトウェアについては、見込収

益獲得可能期間に基づく定額法によって

おります。 

同左 

２．繰延資産の処理方法 （1）新株発行費 

   支出時に全額費用として処理しており

ます。 

（1）新株発行費 

 同左 

３．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

  同左 

（2）賞与引当金  

 

従業員の賞与金の支払いに備えて、賞与

支給見込額の当会計期間負担額を計上し

ております。 

――――――― 

４． その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

（1）消費税等の会計処理 （1）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。   同左 
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注記事項  

 

（四半期貸借対照表関係） 

平成18年12月期 第１四半期末 
（平成18年３月31日現在） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日現在） 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

6,441 千円 

※１  有形固定資産の減価償却累計額 

               4,828 千円 

※２  消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

※２  

――――――― 

 

（四半期損益計算書関係） 

平成18年12月期 第１四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
 至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 
支払手数料    2,011千円 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 
新株発行費     1,861 千円 
公開関連費用   13,456 千円 

※２ 特別損失のうち主要なもの 
    ソフトウェア除却損 933 千円 

※２ 
――――――― 

３  減価償却実施額 
有形固定資産   1,613 千円 

       無形固定資産    6,499 千円 

３  減価償却実施額 
有形固定資産    3,799 千円 
無形固定資産    15,582 千円 

 

（リース取引関係） 

平成 18 年 12 月期第１四半期（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

平成 18 年 12 月期第１四半期（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

平成 18 年 12 月期第１四半期（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

  該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

平成 18 年 12 月期第１四半期（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

重要性が乏しい為、記載を省略しております。 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

  該当事項はありません。 



 

（１株当たり情報） 

平成 18 年 12 月期 第１四半期 

(自 平成 18 年１月 １日 

前事業年度 

(自 平成 17 年 １月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日) 至 平成 17 年 12 月 31 日) 

１株当たり純資産額 8,291円57銭 １ 7,

１ 3,

潜

純
3,

株当たり純資産額 275円36銭 

株当たり当期純利益金額 598円40銭 １株当たり第１四半期純利益金額 1,009円00銭 

在株式調整後１株当たり当期 潜在株式調整後１株当たり第１四半期 

純利益 利益 
248円77銭 915円25銭 

 
 
当社は、平成17年4月22日付をもって株式1株につき37株の株

式分割及び平成17年7月2日付をもって株式1株につき5株の株式

分割をそれぞれ行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1

株当たり情報については、以下のとおりとなります。 

第４期 

（自 平成16年１月１日 

  至 平成16年12月31日） 

１株当たり純資産額  1,164円77銭 

１株当たり当期純利益金額 893円20銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

 

 

 (注) １株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度 平成18年12月期 第１四半期 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年３月31日）

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額   

第１四半期（当期）純利益（千円） 76,903 266,889

－ －普通株主に帰属しない金額（千円） 

(－) (－)（うち利益処分による役員賞与金） 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益（千円） 76,903 266,889

期中平均株式数（株） 76,217 74,169

 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額

 第１四半期（当期）純利益調整額（千円） － －

 普通株式増加数（株） 7,807 7,982

  （うち新株予約権） (7,807） (7,982）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

          －－

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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