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平成 18 年 12 月期         中間決算短信（非連結）     平成 18 年８月 11 日 

上場会社名 株式会社ゲームポット 
上場取引所     札幌証券取引所 

          アンビシャス 
コード番号：  3792   本社所在地都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.gamepot.co.jp/ ）  

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 植田 修平  

問合せ責任者  役職名  経営管理室長  氏名 江口 清貴（ＴＥＬ：（03）3587－1279） 

決算取締役会開催日  平成 18 年８月 11 日        配当支払開始日  平成 ―年―月―日 

単元株制度採用の有無 無 

親会社等の名称 株式会社アエリア（コード番号：3758）     親会社等における当社の議決権所有比率 72.8% 

 

 

１．平成 18 年６月中間期の業績（平成 18 年 1月 1日 ～ 平成 18 年６月 30 日） 

(1) 経営成績                      （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      

 百万円   ％ 百万円     ％ 百万円    ％

18 年６月中間期 812   64.8 240    33.0 238   32.2 

17 年６月中間期 493  434.0 180   493.0 180  458.7 

17 年 12 月期 1,263      459      444      

 

 中間（当期）純利益 
１株当たり 

中間（当期）純利益 
潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

 百万円    ％ 円   銭 円   銭

18 年６月中間期 141   29.9 1,851  41 1,682  69

17 年６月中間期 108  440.9 7,344  25 －  －

17 年 12 月期 266     3,598   40 3,248   77

(注)①持分法投資損益 18 年６月中間期  －百万円  17 年６月中間期  －百万円  17 年 12 月期  －百万円 

  ②期中平均株式数 18 年６月中間期  76,244 株 17 年６月中間期    14,800 株  17 年 12 月期  74,169 株 

  ③会計処理の方法の変更 無 

  ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

 (2)財政状態                      （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。 

 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

18 年６月中間期 955 708 73.1 9,155  95

17 年６月中間期 412 194 47.2 13,168  13

17 年 12 月期 940 554 58.9 7,275  36

（注）①期末発行済株式数 18 年６月中間期  76,305 株 17 年６月中間期 14,800 株 17 年 12 月期 76,200 株 

  ②期末自己株式数  18 年６月中間期    －株 17 年６月中間期     －株 17 年 12 月期    －株 

 

(3)キャッシュ・フローの状況              （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。 

 
営業活動による   

キャッシュ・フロー 

投資活動による   

キャッシュ・フロー 

財務活動による    

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年６月中間期 45 △252 2 307

17 年６月中間期 159 △11 △2 193

17 年 12 月期  399 △145 209 511

 

２．平成 18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年 1月 1日 ～ 平成 18 年 12 月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通 期 2,006 519 285 

(参考)  1 株当たり予想当期純利益（通期）   3,747 円 07 銭 

 
３．配当状況   

現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

17 年 12 月期 0.00 0.00 0.00

18 年 12 月期（実績）  0.00 －

18 年 12 月期（予想）  － 未定
未定 

※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いて作成しております。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。 
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１．企業集団の状況 

 
 当社は、親会社である株式会社アエリア（平成 18 年６月 30 日現在、当社の発行済株式総数の 72.8％を所有）

を中心とする企業集団（以下「アエリアグループ」）に属しております。 

アエリアグループは、株式会社アエリアと子会社６社、関連会社３社の合計 10 社から構成されております。ア

エリアグループは、インターネットを軸としたサービス領域を事業ドメインと位置付け、モバイルコンテンツ＆

ソリューション事業、システムソリューション事業、メディア事業、オンラインゲーム事業、ファイナンス事業

を営んでおります。当社は、アエリアグループ内においてオンラインゲームの企画・配信・運営、及びモバイル

コンテンツの開発・企画・配信・運営を行なう役割を担っております。 

 アエリアグループにおける各会社の主な事業は以下のようになります。 
   （平成18年6月30日現在）

 

関係 
会社名 

アエリア

持株比率
主な事業 

親会社 株式会社アエリア －
モバイルコンテンツ＆ソリューション事業、システ

ムソリューション事業 

子会社 株式会社アエリアファイナンス 100.0％ 投資事業、金融サービス業、コンサルティング事業 

子会社 株式会社エアネット 100.0％
インターネット接続サービス事業、データセンター

サービス事業、ＡＳＰサービス事業 

子会社 株式会社エイジャックスネット 100.0％ オンラインコミュニティ運営 

子会社 株式会社ゲームポット 72.8％
オンラインゲームの企画・配信・運営、モバイルコ

ンテンツの開発・企画・配信・運営 

子会社 株式会社エム・ヴィ・ピー 56.7％ コンテンツ制作事業、情報配信事業、通信販売事業 

子会社 インターネットコム株式会社 49.75％
日本米国韓国のインターネット業界全分野の 新情

報提供メディアサイトの運営 

関連会社 サイバー・ゼロ株式会社 44.9％
Webサイト企画・構築・コンサルティング、システム

開発・導入・運用・管理・コンサルティング 

関連会社 ジュピターイメージ株式会社 30.0％ デジタル画像コンテンツ等の企画・製作・販売事業 

関連会社 豊商事株式会社 20.0％ 商品先物取引業 

 
当社単体の事業区分は、(1）オンラインゲーム事業、(2）モバイルコンテンツ事業に分類され、更にオンライ

ンゲーム事業は①オンラインゲーム配信サービスと②コーポレートゲームサービスに分類されます。 

 当社は、アエリアグループにおけるオンラインゲーム事業、及びモバイルコンテンツ＆ソリューション事業に

関係しておりますが、その中における当社単体の事業区分との関係は以下のようになります。 

アエリアグループ事業区分 オンラインゲーム事業 
モバイルコンテンツ＆

ソリューション事業 

 内容 

ＰＣを媒体としたオンラ

インゲームの配信サービ

ス 

携帯電話を媒体とした

個人顧客向けゲームコ

ンテンツ及び法人向け

ソリューション 

①オンラインゲー

ム配信サービス

オンラインゲームコンテ

ンツを企画、配信、運営
 

(1)オンラインゲーム事業 

②コーポレートゲ

ームサービス 

ゲームコンテンツを利用

した法人向けサービス企

画  

 
当社事業

区分 

(2）モバイルコンテンツ事業  

携帯電話ゲームコンテ

ンツ企画、開発、配信、

運営 
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２．経営方針 

 
(1)会社の経営の基本方針 

当社は、「温かみがあり、新しい驚きのある遊びをつくりだす」という基本理念をもとに、インターネットや携

帯電話を通じて、ユーザーの心に伝わるような温かみのあるコンテンツ配信やサービス運営を目指しております。 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

 当中間会計期間 の配当につきましては、今後の事業展開に備え、経営体質の強化を目的とした内部留保の充実を

図るため、見送らせていただきます。 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。当面は、企業体質の改善・強

化と今後の事業展開を勘案して内部留保の充実を図っていく所存であります。また、内部留保資金の使途につきま

しては、研究開発、新規コンテンツの獲得、新規事業を中心とした投資に使用していく方針であります。 

 

(3)投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引き下げは、株式の流動性の向上、投資家層の拡大等、資本政策上有効な施策であると考えておりま

す。株式市場の動向やコストを総合的に考慮した上で検討していきたいと考えております。 

 

(4)目標とする経営指標 

当社は、事業の成長性に裏付けされた高収益体質を実現することを、重要な経営課題としております。このため

オンラインゲーム事業にいち早く取り組んだ事による優位性を維持しつつ、積極的に成長に必要な投資を実行し、

今後の数年間は、売上高増加率前期比50％以上、及び営業利益率20％以上維持の経営指標を目標としております。 

 

(5)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

 当社は、高収益モデルであるオンラインゲーム事業の多ジャンル化を図り、市場の一定シェアを獲得することを

当面の課題としております。顧客獲得と維持のためにコミュニティサイトの運営をおこなっており、すべてのコン

テンツの橋渡し的な役割として当社の事業戦略の核となると考えております。オンラインゲーム配信について一定

の地位を築いた後は、画像配信や広告事業等、オンラインゲームと親和性の高い WEB プラットフォームの多事業

化を図ります。さらには、本格的なモバイルコンテンツの開発や、コンシューマーゲームへの進出など、マルチプ

ラットフォーム化を図り、また、配信事業の海外展開を視野に入れております。 
オンラインゲームの市場シェアを獲得するためには、有力なコンテンツの獲得、高収益獲得のための運営配信能

力が必須であり、これを確実に行うコンテンツルート獲得、運営会社としての実績と信用、運営配信の向上に資す

る人材の獲得、組織体制の効率化などが、第一の対処すべき課題であります。次に顧客獲得維持のために立ち上げ

ているコミュニティサイトの成功が課題となります。そのためには、利便性を追求した開発スピードやニーズを捉

えるマーケティングスキルが必要となります。第三の課題は、オンラインゲーム以外で柱となる事業を推進し、経

営基盤の強化を図ることです。モバイルコンテンツや広告事業等、現在の事業戦略の延長線上での新規収益モデル

を確立しなければなりません。第四の課題は、さまざまなリスクに対応した危機管理体制の確立です。当社の経営

基盤を揺るがすようなリスクを察知し、排除するための仕組みづくりとして内部統制システムを強化する必要があ

ります。 
 

(6)親会社等に関する事項 

  ①親会社等の商号等 

  平成18年６月30日現在 

親会社等 属性 親会社等の議決権所有割合 親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等 

株式会社アエリア 親会社 72.81％ 
株式会社大阪証券取引所 

ヘラクレス 

 

  ②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場企業と親会社等との関係 

  アエリアグループは、株式会社アエリアと子会社６社、関連会社３社の合計 10 社から構成されております。

アエリアグループは、インターネットを軸としたサービス領域を事業ドメインと位置付け、モバイルコンテン

ツ＆ソリューション事業、システムソリューション事業、メディア事業、オンラインゲーム事業、ファイナン

ス事業を営んでおります。当社は、アエリアグループ内においてオンラインゲームの企画・配信・運営及びモ

バイルコンテンツの開発・企画・配信・運営を行なう役割を担っております。 

 

    ③親会社等との取引に関する事項 

主な取引としては、親会社である株式会社アエリアに対してモバイルコンテンツの開発委託、サーバーホス

ティングの業務委託を行っておりますが、他社との条件面等においてなんら変わるところはありません。また、

モバイルコンテンツの開発は平成 18 年 4 月 1日、サーバーホスティングの業務は平成 18 年 7月 1日をもって

株式会社アエリアへの委託を取り止め、自社で行う体制へと移行いたしました。 

人事面においては、当中間会計期間末現在において、親会社の取締役１名が当社の監査役に就任しており、

親会社の取締役 1名が当社の社外取締役に就任しております。 
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(7)その他、会社の経営上の重要な事項 

  該当事項は、ございません。 

 

 

３．経営成績及び財政状態 
 

(1）経営成績 

①当中間期の概況（自平成 18 年 1 月 1日～至平成 18 年６月 30 日） 

 当事業年度におけるわが国経済は民間需要を中心に回復を続けてまいりました。企業体質の強化、賃金水準の

回復が進み、設備投資、個人消費ともに堅調であり、内需が全体の成長率を押し上げた形となりました。また、

物価のプラス基調が定着し始めており、デフレからの脱却傾向にあります。 
 当社の属する情報通信業界におきましては、財団法人インターネット協会「インターネット白書 2006」によれ

ば、平成 18 年末のインターネット利用者人口は約 7,661 万人という見通しであり、平成 18 年の、インターネッ

ト世帯普及率は 85.4％（前年同期比 2.6 ポイント増）、うちブロードバンド世帯普及率は 41.4％（前年同期比 5.2

ポイント増）となっており、インターネットの普及、ブロードバンドの普及は着実な伸びを示しました。 

 当社の主要事業であるオンラインゲーム事業の市場規模はこのようなブロードバンドの普及に伴い拡大傾向に

あります。財団法人デジタルコンテンツ協会オンラインゲームフォーラム「オンラインゲーム市場統計調査報告

書 2006」によると、平成 17 年のオンラインゲーム市場規模は 820 億円（対前年比 142％）であり、そのうち当社

の事業が属するサービス運営による市場規模はが 596 億円（対前年比 162％）と急速な伸びを示しました。 

 また、モバイルコンテンツ市場に関しては、社団法人電気通信事業者協会の調査によると、平成 18 年 6月末現

在の携帯電話契約者数は 9,286 万件（前年同期比 5.4％増）となっており、携帯電話普及率の伸びは頭打ちにな

りましたが、そのうち第 3 世代携帯電話の契約者数は 5,276 万件（前年同期比 56.4％増）となり、端末機種の高

速化、大容量化の技術革新は進み、ゲームコンテンツにおいてはより高度化、品質の向上が求められるようにな

ってまいりました。 

 このような状況の中、当社は、オンラインゲーム事業、モバイルコンテンツ事業の２本柱の事業を展開し、エ

ンターテイメントを中心としたデジタルコンテンツ市場におけるシェア獲得を図ってまいりました。事業部門別

の詳細は下記の通りであります。 

 

ⅰ.オンラインゲーム事業 

オンラインゲーム事業では、PC におけるネットワークを通して、広く一般の方々が交流しながら遊ぶこと

ができるエンターテイメントのサービスを提供しております。 

当中間会計期間では、前期に引き続き主力タイトルである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 MMORPG『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。MMORPG『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

を開始し、新しいシステムの導入とアイテムの企画開発を行い売上高を向上させることができました。 
以上の結果、当中間会計期間のオンラインゲーム事業の売上高は 765,595 千円となりました。 

 

ⅱ.モバイルコンテンツ事業 

 モバイルコンテンツ事業では、携帯電話のエンターテイメントコンテンツを配信し、常時手軽に楽しめるサ

ービスを提供しております。 

当中間会計期間では、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である『※

ココシリーズ』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、当中間会計期間のモバイルコンテンツ事業での売上高は 47,369 千円となりました。 

 

 上記の結果、当中間会計期間の売上高は 812,964 千円（前期比 64.8％増）、営業利益は 240,421 千円（同 33.0％

増）、経常利益は 238,119 千円（同 32.2％増）、中間純利益は 141,158 千円（同 29.9％増）となりました。 

 

②通期の見通し(自平成 18 年 1月 1日～至平成 18 年 12 月 31 日) 

下期以降につきましても、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、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』、アクション

MMORPG『LaTale（仮）』、レーシングゲーム『CRC（仮）』、レーシングゲーム『オンラインカート ステア』、

MMORPG『ファンタジーアース（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。 
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以上により、平成 18 年 12 月期の売上高は 2,006 百万円となる見込みであります。利益面につきましては、営

業利益 541 百万円、経常利益 519 百万円、当期純利益 285 百万円となる見込みであり、経常利益率 25.9%となり

ます。 

 

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想における様々な不

確定要素や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合がありますので、ご承

知置きください。 

 

(2)財政状態 

  当中間会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前期比 114,112 千円増加し 307,813 千円となり

ました。当中間会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において営業活動による資金の増加は 45,706 千円となりました。主な内訳としては、税引前

中間純利益は 239,957 千円であり、仕入債務の減少 21,863 千円による資金の減少があったものの、売上債権の

減少 6,135 千円による資金の増加がありました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動による資金の減少は 252,237 千円となりました。そのうち、無形固定資産

の取得による支出が 176,698 千円であり、これは主にオンラインゲームコンテンツのライセンス購入によるも

のです。また、長期前払費用の増加による支出が 63,611 千円であり、これはオンラインゲームコンテンツの

ライセンス契約時のロイヤリティ前払い金の支払いによる支出が主となっております。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動による資金の増加は 2,975 千円となりました。これは、主に株式の発行に

よるものであります。 

 

  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

   

 平成 17 年 12 月期 

中間 

平成 18 年 12 月期 

中間 

平成 17 年 12 月期 

自己資本比率(％)         47.2         73.1         58.9

時価ベースの自己資本比率

(％) 
         ―        1,621.0 5,110.2

  (注) 1.自己資本比率：自己資本／総資産 

     2.時価ベースの自己資本比率(％)：株式時価総額／総資産 

     3.当社には、中間会計期末における有利子負債はありませんので、債務償還年数及びインタレスト・カバレ 

ッジ・レシオは記載しておりません。 

         4.当社は、平成 17 年 12 月 20 日に証券会員制法人札幌証券取引所アンビシャスに上場したため、平成 17 年

12 月中間期以前の時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

 

(3)事業等のリスク 
    

 当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。また、投資家の投資判

断上、重要であると考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から下記に開示し

ております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応

に努める方針です。 

   

※ 記載事項における将来に関する事項は、平成 18 年８月 11 日現在において当社が判断したものです。本株式へ

の投資に関するリスクをすべて網羅したものではございませんので、この点をご留意ください。 

 

  ⅰ. 事業環境に関するリスク 

 ①オンラインゲーム市場動向について 

当社も、オンラインゲーム市場規模は今後も拡大していくものと考えておりますが、市場規模拡大に伴い、

当社と類似する事業を展開する事業者の事業拡大や新規参入の活発化も予想され、競争が激化する可能性が

あります。また、オンラインゲーム市場は、日本において未成熟であり今後の市場動向についても不透明で

あることは否めなく、当社が予測している通りに市場規模が推移しない可能性があります。当社が提供する

オンライゲーム事業において、事業展開が計画通りに進捗しなかった場合、当社の事業戦略及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

また、オンラインゲーム事業を直接規制する法規制はないものの、今後、ゲーム市場に対する規制等が新

たに制定された場合は、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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②モバイルコンテンツの市場動向について 

コンテンツに対する需要が増加している一方、当事業においては大きな参入障壁が無いことから新規参入

が相次いでおり、今後も激しい競争下に置かれるものと予想されます。当社は、第 3世代携帯電話端末の新

プラットフォームである BREW®対応携帯電話が発売された当初から、BREW®対応携帯電話向けにゲームコンテ

ンツを配信しており、この分野における経験やノウハウを蓄積してまいりました。この強みをもって今後も

コンテンツ配信サービスを拡大していく方針でありますが、当社が魅力的なコンテンツを提供できずに利用

者数が減少した場合は、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

③インターネット関連の法制度について 

当社が事業展開しているインターネット市場は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発

信者情報の開示に関する法律」いわゆるプロバイダ責任軽減法が施行され、また、「不正アクセス行為の禁

止などに関する法律」、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」、「電子署名及び認証業務に関する法律」

など、インターネットにおいて事業を行う上で直接または関連する法制度が整備されつつあります。これら

の法規制の進展によっては、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅱ.事業内容に関するリスク 

①オンラインゲーム事業に関するリスク 

a.特定製品への依存 

当社は、オンラインゲーム事業において、『スカッとゴルフ パンヤ』を運営するために、ライセンス元

である韓国の HanbitSoft 社と日本国内における独占配信ライセンス契約を締結しております。この契約

内容が不利な条件に変更されたり、契約更新が行われない場合には、当事業の事業戦略及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

       ｂ.投資回収期間について 

当社のオンラインゲーム事業においては、ライセンサーと、オンラインゲームの配信・運営等に係るラ

イセンス許諾契約を締結しますが、契約締結時において、一時金や 低保証額の支払などの初期投資費用

が発生します。今後リリースするオンラインゲームタイトルについて、当社の計画通り会員数獲得が推移

せず投資した資金を回収する期間が長期化した場合、当事業の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

②モバイルコンテンツ事業に関するリスク 

a.特定の取引先への依存 

当社は開発元から、携帯電話端末向けのモバイルゲームコンテンツの提供を受け、キャリアを通して、

一般ユーザーに配信サービスを行っております。当社は、市場動向及び競合状況を鑑みて事業展開してお

りますが、現状ではＫＤＤＩ株式会社向けのコンテンツ配信のみとなっております。ＫＤＤＩ株式会社と

の良好な関係の維持に十分留意しておりますが、事業方針の変更や、契約の更新内容、また、契約が更新

できなかった場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

b.回収できない情報料の取扱について 

当社がＫＤＤＩ株式会社と締結した「情報料回収代行サービスに関する契約書」においては、ＫＤＤＩ

株式会社の責に帰すべき事由によらずに情報料を回収できない場合は、当社へその旨通知し、その時点を

もって当社に対する情報料代行義務は免責されることとなっております。当社はＫＤＤＩ株式会社から情

報料未納者に関する情報の開示を受け、未納者に情報料を直接請求することができます。しかしながら、 

当社では、回収できなかった情報料については、回収のための諸経費を鑑みると費用対効果の点から不合

理であると判断しており、未納者からの料金回収を行っておりません。未回収情報料の回収できなかった

金額は、当社の業績に与える影響は軽微でありますが、今後このような未納者数が増加した場合、当社の

事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅲ.事業体制に関するリスク 

 ①個人情報の保護について 

個人情報の権利利益を保護することを目的とした法令には「個人情報の保護に関する法律」があり、同

法の個人情報を取り扱う事業者を直接規制する部分については、平成 17 年４月１日より施行されており

ます。 

当社のウェブサイト上で一部サービスを利用するにあたり、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等

の個人情報の登録が必要となります。また、コーポレートゲームサービス事業において、クライアント企

業が独自に収集した個人情報をその個人情報提供者の承諾の下で、一時的に保有することがあります。こ

うした情報は当社において守秘義務があり、個人情報の取扱については、データへのアクセス制限を定め

る他、外部からの侵入防止措置等の対策を施しております。しかし、このような対策にも拘わらず、外部

からの不正アクセス等により当社の個人情報が社外に漏洩した場合には、損害賠償、社会的信用の失墜等

により、当社の経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

②知的財産権の確保について 

当社は、オンラインゲームを中心とするコンテンツについて、ライセンサーからのライセンス許諾を受

けてコンテンツを利用しているため、知的財産権の確保に特に留意し、事前に調査を行っております。し

かしながら、当社の調査範囲が十分かつ妥当であるとは保証できません。当社は、現時点で第三者の知的

財産権の侵害の事実はないと認識しておりますが、故意によらず、第三者の特許等が新たに登録された場

合、また当社が認識していない特許等が成立している場合、当該第三者から損害賠償又は使用差止等の請

求を受ける可能性、並びに当該特許等に関する対価の支払い等が発生する可能性があります。このような
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場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ユーザーの嗜好・ニーズへの対応について 

当社の提供するサービスは一般消費者に向けて展開していることが多いため、当社の業績は、ライフス

タイルの変化等によって多様化したユーザーの嗜好・ニーズに左右される可能性があります。当社は、常

に入念なマーケティングを実施しておりますが、ユーザーに対して、魅力あるオンラインゲーム・モバイ

ルコンテンツ・コミュニティサイト等を提供していくことができない場合には、当社の財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。 

④プログラム不良について 

当社が係るサービスに関するプログラム、その他のソフトウェア又はハードウェアに不良箇所が発生し

た場合、これら製品を使用したサービスの中断・停止やコンテンツ及びユーザーデータの破損が生じる可

能性があります。当社では、サービスを開始する前に社内において入念なチェックを行っておりますが、

このような事態が発生した場合、損害賠償や信用低下等によって、当社の財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 

⑤システムダウンについて 

当社の事業の多くが、パソコンやコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークやサーバー等のハード

ウェアを介してのサービス提供を行っております。これらハードウェアに関しては、一時的なアクセス集

中によるサーバー負担の増加、自然災害、事故、外部からの不正な侵入等の犯罪等により、システムダウ

ンが生じる可能性があります。当社は、24 時間監視体制など適切なセキュリティ手段を講じて外部からの

不正アクセスを回避するよう努めていると共に、迅速な復旧対応に備えるべくシステムの二重化等の対策

を施しております。しかし、このような対策にも拘わらず、何らかの理由により重要なデータが消失また

は漏洩した場合、またはサービスが利用できなくなった場合、損害賠償や信用低下等によって、当社の財

政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

⑥技術革新について 

  当社が展開しているオンラインゲーム及びモバイルコンテンツ、インターネット関連の業界は、携帯電

話やパソコンのハードウェアの高機能化に代表されるように技術革新のスピードが速く、それに伴うサー

ビスモデルの変更や、新機能に対応したソフトウェア及びコンテンツを開発する必要が生じる等、非常に

変化の激しい業界となっております。このような状況の中で、当社が競争力を維持するためには、目覚し

い技術革新に対応することが重要となり、研究開発費等の費用負担が多大に発生する可能性は否定できま

せん。また競合先が開発したサービスにより、当社の提供するサービスが陳腐化し、当社の競争力低下を

招く可能性があります。このような場合には、当社の事業戦略及び経営成績は影響を受ける可能性があり

ます。 

 

ⅳ.会社組織に関するリスク 

①業歴が浅いことについて 

   当社は、平成 13 年 5 月に設立されており、設立後の経過期間は 5年程度と社歴が浅く、また主力事業で 

  あるオンラインゲーム事業は、平成 16 年 11 月期より本格的に展開を行っており、業歴が浅いことは否定 

  できません。そのため、期間業績比較等を行うための財務数値が十分とは言えず、当社の過年度の経営成 

  績は、今後の当社の事業展開、経営成績並びに財政状態を判断する材料としては、慎重に検討される必要 

  があります。 

②組織体制及び人的資源について 

当社は、小規模組織で事業展開しており、内部管理体制も規模に応じた形となっております。従いまして、

当社は、今後成長していくためには、一層の内部管理体制の充実と、今後事業の拡大及び事業内容の多様化

等に対応した人材確保が重要であると認識しております。また、オンラインゲーム業界は、未だ形成が始ま

った段階であり、オンラインゲーム事業に携わった経験を持つ人材が非常に少なく、当社は、人材の育成も

重要であると認識しております。 

今後、事業の拡大に伴い、適切な時期に人員増強及び内部管理体制の一層の充実を図る方針でありますが、

人材の確保及び内部管理体制の充実が円滑に進まなかった場合、又は既存の人材が社外に流出した場合、当

社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ⅴ.親会社である㈱アエリアとの関係について 

企業集団の概要について 

当社は、㈱アエリアの連結子会社であります。㈱アエリアは当社の筆頭株主であり、当社の株主総会の決

議事項について決定させる地位をもっております。 

当社は、事業シナジー等を鑑み、引き続きアエリアグループに属することを想定しておりますが、㈱アエ

リアの方針によってはアエリアグループと当社との関係に変化が生じ、 当社の今後の事業展開に影響を及ぼ

す可能性があります。 

現状アエリアグループ内では、各社の位置付けが明確に異なっておりますが、現時点では想定していない 

ものの、㈱アエリアが今後実施するＭ＆Ａ等、将来における環境変化等によりアエリアグループと当社との

関係に何らかの変化が生じた場合には、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

   

ⅵ.資本政策に関するリスク 

     新株予約権行使による株式価値希薄化のリスクについて 

当社は、役員及び従業員に対して、新株予約権の付与を行っております。今後、付与された新株予約権の行
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使が行われた場合、一株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 

平成 17 年５月 31 日開催の臨時株主総会で決議され、平成 17 年７月 14 日の取締役会で決議された新株予約

権は 8,350 個（1個につき 1 株）であり、付与時の発行済株式総数 76,200 株の 10.96％に相当します。当該新

株予約権の権利行使期間は平成 17 年 7月 30 日から平成 19 年 1 月 29 日であります。なお、新株予約権に関し

ては平成 18 年６月 30 日までに一部行使済みのものがあり、詳細は後述の「中間株主資本等変動計算書関係」 

に関する注記事項に記載しております。 

平成 18 年３月 25 日開催の定時株主総会で決議され、平成 18 年４月 13 日の取締役会で決議された新株予約

権は 1,000 個（1 個につき 1 株）であり、付与時の発行済株式総数 76,225 株の 1.31％に相当します。当該新

株予約権の権利行使期間は平成 20 年３月 26 日から平成 25 年３月 25 日であります。 

 
 



 

４.中間財務諸表等 

（1）中間貸借対照表

 
 

 

前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

対前中 

間期比 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

(千円) 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

 １．現金及び預金   193,700 307,813 114,112  511,370

 ２．売掛金                 179,582 238,040 58,458  244,176

 ３．前払費用               － 4,162 4,162  6,998

 ４．繰延税金資産           7,094 9,426 2,331  12,227

 ５．その他   542 10,579 10,037  2,846

流動資産計             380,920 92.2 570,022 59.7 189,101  777,619 82.6

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1  8,447 19,591 11,143  14,517

２．無形固定資産     

(1)ソフトウェア   20,676 74,821 54,144  17,123

(2)ソフトウェア仮勘定   － 217,745 217,745  120,172

 無形固定資産合計   20,676 292,566 271,889  137,295

３．投資その他の資産     

 （1）長期前払費用   － 56,870 56,870  913

 （2）その他   2,928 16,555 13,626  10,547

投資その他の資産合計   2,928 73,425 70,496   11,461

固定資産合計   32,052 7.8 385,582 40.3 353,529  163,275 17.4

資産合計   412,973 100.0 955,604 100.0 542,631  940,894 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

対前中 

間期比 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

増減 

(千円) 金額（千円） 
構成比

（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．買掛金                 86,613 95,191 8,577 117,054

２．未払法人税等           77,796 100,000 22,203 165,322

３．その他 ※2  53,674 51,726 △1,947 93,964

  流動負債合計             218,084 52.8 246,917 25.8 28,832 376,341 40.0

Ⅱ 固定負債       

 １.新株予約権   － －  － 10,170  

固定負債合計   － － － － 10,170 1.1

負債合計   218,084 52.8 246,917 25.8 28,832 386,511 41.1

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   20,000 4.8 － － 100,410 10.7

Ⅱ 資本剰余金       

 １.資本準備金  －  －  120,890  

 資本剰余金合計   － － － －  120,890 12.8

Ⅲ 利益剰余金     

 1.中間（当期）未処分利益  174,888  － 333,082 

 利益剰余金合計   174,888 42.4 － － 333,082 35.4

資本合計   194,888 47.2 － － 554,382 58.9

負債・資本合計   412,973 100.0 － － 940,894 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１.資本金   － － 101,961 10.7 －  － －

２.資本剰余金     

（1）資本準備金  －  122,441 － 

資本剰余金合計   － － 122,441 12.8 －  － －

３.利益剰余金     

（1）その他利益剰余金     

  繰越利益剰余金  －  474,241 － 

利益剰余金合計   － － 474,241 49.6 －  － －

株主資本合計   － － 698,644 73.1 －  － －

     

Ⅱ 新株予約権   － － 10,042 1.1 －  － －

 純資産合計   － － 708,687 74.2  － －

 負債及び純資産合計   － － 955,604 100.0 －  － －
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（２）中間損益計算書

  

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日  

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日  

至 平成18年６月30日） 

対前中 

間期比 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成 17 年 １月 １日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

(千円) 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   493,224 100.0 812,964 100.0 319,740  1,263,909 100.0 

Ⅱ 売上原価   224,811 45.6 368,287 45.3 143,476  555,454 43.9

売上総利益   268,412 54.4 444,677 54.7 176,264  708,455 56.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   87,638 17.8 204,256 25.1 116,617  248,845 19.7

営業利益   180,774 36.6 240,421 29.6 59,647  459,609 36.4

Ⅳ 営業外収益 ※1  16 0.0 2,304 0.3 2,287  582 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※2  673 0.1 4,605 0.6 3,932  15,970 1.3

経常利益   180,117 36.5 238,119 29.3 58,002  444,221 35.1

Ⅵ 特別利益 ※3  － 9,450 1.2 9,450  － －

Ⅶ 特別損失 ※4  － 7,613 0.9 7,613  － －

税引前中間（当期）純利益   180,117 36.5 239,957 29.6 59,839  444,221 35.1

法人税、住民税及び事業税  75,304  96,780 188,644  

法人税等調整額  △3,882 71,422 14.5 2,017 98,798 12.2 27,375 △11,312 177,332 14.0

中間（当期）純利益   108,694 22.0 141,158 17.4 32,463  266,889 21.1

前期繰越利益   66,193 － －  66,193

中間（当期）未処分利益   174,888 － －  333,082

       

 

 

 

（３）中間株主資本等変動計算書 

    当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 
株主資本   

 資本剰余金 利益剰余金    

その他利益 

剰余金 

 

 

資本金 

 

資本準備金 繰越利益 

剰余金 

 

株主資本合計

 

新株予約権 

 

純資産合計

平成17年12月31日残高（千円） 100,410 120,890 333,082 554,382 10,170 564,553

中間会計期間中の変動額   

新株の発行 1,551 1,551 3,103  3,103

中間純利益  141,158 141,158  141,158

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
 △127 △127

中間会計期間中の変動額合計（千円） 1,551 1,551 141,158 144,261 △127 144,134

平成18年６月30日残高（千円） 101,961 122,441 474,241 698,644 10,042 708,687
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（４）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日  

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日）

対前中 

間期比 

前事業年度の要約 

キャシュ・フロー計算書
（自 平成 17 年 １月 １日  

至 平成 17 年 12 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

(千円) 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  180,117 239,957 59,839 444,221 

減価償却費  7,605 24,149 16,543 19,382 

長期前払費用償却  － 7,655 7,655 － 

受取利息及び受取配当金  △2 △1 0 △4 

支払利息  － 126 126 － 

無形固定資産除却損  － 933 933 － 

売上債権の増減額  △31,200 6,135 37,335 △95,794 

仕入債務の増減額  9,906 △21,863 △31,770 40,347 

前受金の増加額  － 2,665 2,665 － 

未払消費税等の増減額  18,908 △29,660 △48,569 45,742 

未払費用の増減額  13,399 △8,422 △21,821 28,150 

その他の増減額  17,292 △13,740 △31,032 △12 

小計  216,027 207,934 △8,092 482,035 

利息及び配当金の受取額  2 1 △0 4 

利息の支払額  － △126 △126 － 

法人税等の支払額  △57,011 △162,103 △105,091 △82,825 

営業活動によるキャッシュ・フロー  159,018 45,706 △113,312 399,213 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

投資有価証券の取得による支出  － △3,000 △3,000 － 

有形固定資産の取得による支出  △4,491 △8,727 △4,235 △13,185 

無形固定資産の取得による支出  △6,666 △176,698 △170,032 △132,439 

長期前払費用の増加による支出  － △63,611 △63,611 － 

貸付による支出  △470 △200 270 △470 

貸付金の回収による収入  － － － 470 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △11,628 △252,237 △240,609 △145,625 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額  △2,000 － 2,000 △2,000 

株式の発行による収入  － 2,975 2,975 201,300 

新株予約権の発行による収入  － － － 10,170 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,000 2,975 4,975 209,470 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少）  145,389 △203,556 △348,946 463,058 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  48,311 511,370 463,058 48,311 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
※１ 193,700 307,813 114,112 511,370 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30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． 資産の評価基準及び評価 

方法 

 

――――――― 

（1）有価証券 

  その他有価証券 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

を採用しております。 

 

――――――― 

２．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

定率法によっております。

 

(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。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (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。 

(1) 貸倒引当金 

      同左 

(1) 貸倒引当金 

      同左 

４．中間キャシュ･フロー計算

書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の

範囲 

手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得

日から3ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表（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 

税抜方式によっておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 

――――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」 

（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12月9

日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は698,644千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しております。

 

――――――― 
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15

 
追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

   （スプレッド方式による新株発行） 

――――――― ――――――― 
平成 17年 12月 19日に実施した有償一

般募集による新株式発行（2,200 株）は、

引受証券会社が引受価額（91,500 円）で

買取引受を行い、当該引受価額とは異な

る発行価格（100,000 円）で、一般投資家

に販売する「スプレッド方式」によって

おります。「スプレッド方式」では、発行

価格と引受価額との差額の総額 18,700千

円が事実上の引受手数料であり、この差

額は、引受価額と同一の発行価格で一般

投資家に販売する従来の方式であれば、

新株発行費として処理されていたもので

あります。 

このため、従来の方式によった場合に

比べ、資本金および資本準備金の合計額

と新株発行費がそれぞれ 18,700千円少な

く計上され、また、経常利益および税引

前当期純利益はそれぞれ同額多く計上さ

れております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前事業年度末 

（平成 17 年 12 月 31 日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,205千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

8,482千円 

※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 消費税等の取扱い 

同左 

――――――― 

  
（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30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 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息          ２千円 

雑収入             14千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   為替差益      1,838千円 

※ １ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息        ４千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   為替差損         673千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払手数料      4,478千円

    

※２ 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

※３   ――――――― ※３ 特別利益のうち主要なもの 

   情報流出関係補填金  9,450千円

※３   ――――――― 

※４   ――――――― ※４ 特別損失のうち主要なもの 

   情報流出関係費用   6,679千円

固定資産除却損     933千円

※４   ――――――― 

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産     1,176千円 

   無形固定資産     6,429千円 

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産     3,654千円

   無形固定資産    20,495千円

５ 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 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

  当中間会計期間（自平成 18 年１月 1 日 至平成 18 年６月 30 日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
（単位：株）   

 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当中間期末株式数 摘要 

発行済株式    

普通株式 76,200 105 － 76,305 注１ 

合計 76,200 105 － 76,305  

自己株式    

普通株式 － － － －  

合計 － － － －  

 注１ 普通株式の増加 105 株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 

新株予約権

の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 前期末 当期増加 当期減少 当中間期末 

当中間期末

残高（千円） 
摘要 

平成 17 年

新株予約権 
普通株式 8,350 － 105 8,245 10,042 

注１ 

提出会社 
平成 18 年

新株予約権 
普通株式 － 1,000 － 1,000 － 

注２、３

合計  8,350 1,000 105 9,245 10,042  

注１ 平成 17 年新株予約権の当期減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

注２ 平成 18 年新株予約権の当期増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

注３ 権利行使期間は、平成 20 年３月 26 日～平成 25 年３月 25 日であります。 

 



３．配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30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 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成17年６月30日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定    193,700 

現金及び現金同等物   193,700

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成18年６月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定    307,813

現金及び現金同等物   307,813

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成17年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定    511,370

現金及び現金同等物   511,370

  

 

（リース取引関係） 

該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

   前中間会計期間末（平成 17 年６月 30 日） 

    該当事項はありません。 

 

   当中間会計期間末（平成 18 年６月 30 日） 

    時価評価されていない主な有価証券の内容 
 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 

 

3,000

 

前事業年度末（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） 

 該当事項はありません。 

    

（持分法損益等） 

 該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間末（平成 18 年６月 30 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

 
付与対象者の区分及び数 従業員 37 名 

ストック・オプション数（※） 普通株式 1,000 株 

付与日 平成 18 年４月 13 日 

権利確定条件 

付与日以降、権利確定日（権利行使期間

の開始日の前日）まで継続して勤務して

いること。 

権利行使期間 

平成 20 年３月 26 日～平成 25 年３月 25

日。ただし、権利行使時においても当社

の取締役、監査役、従業員その他これに

準ずる地位にあること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）株式数に換算して記載している。 
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（２）ストックオプションの規模及びその変動状況 

当中間会計期間において存在したストック・オプションを対象とし、 

ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載している。 

 

①ストック･オプションの数           （単位：株） 

権利確定前  

 期首 －

付与 1,000

失効 －

 権利確定 －

 未確定残 1,000

権利確定後 

 期首 －

 権利確定 －

 権利行使 －

 失効 －

 未行使残 －

 

②単価情報                   （単位：円）

権利行使価格 389,000

行使持平均株価 －

公正な評価単価 －
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30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株当たり純資産額

益

資産額 

益

純利益 

 13, 61 8円13銭  １株当たり純

   １株当たり中間純利 金額 , 47 3 4円25銭    １株当たり中間純利

  

 

9,155円95銭 

金額 1,851円41銭 

     潜在株式調整後１株当たり
1,682円69

中間
銭 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

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。 

 

当社は平成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。 
 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年６月30日） 

１株当たり純資産額 2,633円63銭 

１株当たり中間純利

益金額 
1,468円85銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり中

間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。 

１株当たり純資産額 銭 

銭 

純利益 
銭 

 7,275円36

１株当たり当期純利益金額 3,598円40

潜在株式調整後１株当たり当
3,248円77

期

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株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後 1株当たり中間（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。 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30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株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 108,694 141,158 266,889

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） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
108,694 141,158 266,889

期中平均株式数（株） 14,800 76,244 74,169

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額 
 

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 普通株式増加数 － 7,645 7,982

 （うち新株予約権） － （7,645） （7,982）

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

－

平成18年３月25日定時株主総

会決議ストック・オプション 

普通株式1,000株 

－
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（重要な後発事象） 
  

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30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．株主以外の者に対する新株予約権の有償 

発行について 

  当社は、商法第 280 条ノ 20 及び商法第

280 条ノ 27 の規定に基づき、平成 17 年７

月 14 日開催の取締役会において、当社取締

役及び監査役、従業員並びに外部協力者に

対して、新株予約権を付与しております。

その概要は以下の通りであります。 

 （1）発行株式数  8,380 株 

 （2）発行価格   １個につき 1,218 円 

 （3）発行総額   10,206 千円 

 （4）権利行使価格 １株につき 28,335 円 

 （5）付与対象者  当社取締役３名、当社

監査役１名、当社従

業員 10 名、外部協力

者１名 

 （6）行使期間   平成 17 年７月 30 日か

ら平成 19 年１月 29

日まで       

１．当社は、韓国の HanbitSoft 社との間

で、現在当社にてサービスしているオ

ンラインゴルフゲーム『スカッとゴル

フパンヤ』の国内独占配信権の契約に

つき、引き続き国内での独占配信を実

現するため、平成 18 年７月 19 日付で

再契約の締結を致しました。 

 (1) 契約の相手会社の名称 

   HanbitSoft 社（本社：韓国ソウル

市） 

(2) 契約の内容 

契約期間 

 平成 18 年 11 月 11 日～平成 21

年 11 月 10 日 

  (3) 営業活動へ及ぼす重要な影響 

   当社の主力ビジネスであるオンラ

インゴルフゲームにつき、今後も国

内の独占配信が可能となるため、当

社事業の安定的な成長性・収益力が

確保されるものと考えております。

   なお、当期の業績に与える影響に

関しましては、現状では軽微である

と考えております。 

 
―――――――――――― 

 

【受注及び販売の状況】 
 (1)受注状況 

   該当事項はございません。 

  

 (2)販売実績  
前中間会計期間 

（自 平成17年 １月 １日 

  至 平成 17 年６月 30 日）  

当中間会計期間 

（自 平成18年 １月 １日 

  至 平成 18 年６月 30 日）

前事業年度 

（自 平成 17 年 １月 １日 

 至 平成 17 年 12 月 31 日）

 

事業部部門別 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

 

前年同

期比

（％） 金額(千円) 構成比(％)

オンラインゲーム事業 414,179 84.0 765,595 94.1 184.8 1,119,609 88．6

モバイルコンテンツ事業 79,044 16.0 47,369 5.9 59.9 144,300 11．4

合計 493,224 100.0 812,964 100.0 164.8 1,263,909 100．0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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