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１. 2006年 9月中間期の業績（2006年 4月 1日 ～ 2006年 9月 30日）
(1)経営成績 （金額は百万円未満を切捨）

　　　　売   上   高 　   　営 業 利 益 　　 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2006年 9月中間期 19,242 11.6 272 - 151 -
2005年 9月中間期 17,245 - △ 725 - △ 957 -
2006年 3月期 35,764 △ 861 △ 1,258

    中間(当期）純利益 　       １ 株 当 り 中 間

        ( 当 期 ） 純 利 益
百万円 ％ 円 　　　　銭

2006年 9月中間期 1,661 △ 83.6 6,502 30
2005年 9月中間期 10,110 - 42,926 94
2006年 3月期 8,898 36,906 30
(注)①期中平均株式数    2006年 9月中間期 255,520 株   2005年 9月中間期 235,520 株   2006年 3月期 241,109 株

     ②会計処理の方法の変更　　 無

     ③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を表示しています。

(2)財政状態
       　総  資  産        　純  資  産 自己資本比率 １株当り純資産

百万円 百万円 ％ 円 　　　　銭
2006年 9月中間期 32,688 25,626 78.4 100,290 86
2005年 9月中間期 31,207 18,777 60.2 79,726 64
2006年 3月期 29,490 23,994 81.4 93,905 22
(注)①期末発行済株式数    2006年 9月中間期 255,520 株   2005年 9月中間期 235,520 株   2006年 3月期 255,520 株

　　 ②期末自己株式数       2006年 9月中間期　　　　－ 株   2005年 9月中間期　　　  － 株   2006年 3月期　　　  － 株

２. 2007年 3月期の業績予想（ 2006年 4月 1日  ～  2007年 3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 40,000 400 900
（参考）１株当り予想当期純利益（通期）               3,522 円  22 銭

３. 配当状況
　・現金配当

第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 その他 年間

2006年３月期  　0 　00  　0 　00  　0 　00  　0 　00  　0 　00  　0 　00
2007年３月期(実績)  　0 　00  　0 　00 　 － 　 －  　0 　00 　 －
2007年３月期(予想) 　 － 　 －  　0 　00  　0 　00  　0 　00  　0 　00

(注)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います。

　　 実際の業績は、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。

１株当たり配当金（円）



 
 

 

４．中間財務諸表 
(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
（2005年９月30日） 

当中間会計期間末 
（2006年９月30日） 

前事業年度要約貸借対照表
（2006年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  94   18,439 17,545

２ 受取手形  1   1 －

３ 売掛金  3,478   4,225 4,033

４ たな卸資産  242   133 210

５ 短期貸付金  79   73 72

６ 関係会社短期貸付金  828   1,464 1,205

７ 預け金  21,508   － －

８ その他 *2 2,126   1,390 1,184

９ 貸倒引当金  △915   △1,038 △1,010

流動資産合計   27,443 87.9 24,690 75.5 23,242 78.8

Ⅱ 固定資産     

(1) 有形固定資産 *1 249  0.8 164 0.5 239 0.8

(2) 無形固定資産     

１ ソフトウェア  1,735   1,869 1,978

２ その他  513   1,343 367

無形固定資産合計  2,248  7.2 3,213 9.8 2,345 8.0

(3) 投資その他の資産  

１ 投資有価証券  525 3,589 2,942

２ その他  831 1,069 784

３ 貸倒引当金  △92 △37 △64

投資その他の資産合計  1,265 4.1 4,621 14.2 3,662 12.4

固定資産合計  3,763 12.1 7,998 24.5 6,247 21.2

資産合計  31,207 100.0 32,688 100.0 29,490 100.0
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前中間会計期間末 
（2005年９月30日） 

当中間会計期間末 
（2006年９月30日） 

前事業年度要約貸借対照表
（2006年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金  2,545   3,247 2,982

２ 未払金  5,313   868 97

３ 未払費用  1,482   1,485 1,463

４ 未払法人税等  2,539   428 15

５ 賞与引当金  264   199 210

６ その他の引当金  47   39 54

７ その他 *2 54   381 476

流動負債合計   12,246 39.2 6,649 20.3 5,298 18.0

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金  120   129 123

２ 役員退職慰労引当金  59   41 73

３ その他  2   242 0

固定負債合計   182 0.6 412 1.3 196 0.6

負債合計   12,429 39.8 7,062 21.6 5,495 18.6

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   5,245 16.8 － － 7,965 27.0

Ⅱ 資本剰余金  

資本準備金  4,764 － 8,463

資本剰余金合計  4,764 15.3 － － 8,463 28.7

Ⅲ 利益剰余金  

中間未処分利益または当期未処分利
益 

 8,751 － 7,540

利益剰余金合計  8,751 28.0 － － 7,540 25.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  14 0.1 － － 24 0.1

資本合計  18,777 60.2 － － 23,994 81.4

負債・資本合計  31,207 100.0 － － 29,490 100.0

  

 

3



 
 

 

 

  
前中間会計期間末 
（2005年９月30日） 

当中間会計期間末 
（2006年９月30日） 

前事業年度要約貸借対照表
（2006年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   － － 7,965 24.4 － －

２ 資本剰余金     

資本準備金  －   8,463 －

資本剰余金合計   － － 8,463 25.9 － －

３ 利益剰余金     

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  －   9,201 －

利益剰余金合計   － － 9,201 28.1 － －

株主資本合計   － － 25,631 78.4 － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  －   △4 －

評価・換算差額等合計   － － △4 △0.0 － －

純資産合計   － － 25,626 78.4 － －

負債・純資産合計   － － 32,688 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日）

前事業年度要約損益計算書
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   17,245 100.0 19,242 100.0 35,764 100.0

Ⅱ 売上原価 *5  10,086 58.5 11,602 60.3 21,654 60.5

売上総利益   7,158 41.5 7,640 39.7 14,109 39.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 *5  7,883 45.7 7,367 38.3 14,971 41.9

営業利益または営業損失（△）   △725 △4.2 272 1.4 △861 △2.4

Ⅳ 営業外収益 *1  40 0.2 40 0.2 63 0.2

Ⅴ 営業外費用 *2  272 1.6 161 0.8 460 1.3

経常利益または経常損失（△）   △957 △5.6 151 0.8 △1,258 △3.5

Ⅵ 特別利益 *3  18,462 107.1 1,889 9.8 18,506 51.7

Ⅶ 特別損失 *4  126 0.7 367 1.9 752 2.1

税引前中間純利益または税引前
当期純利益 

  17,378 100.8 1,674 8.7 16,495 46.1

法人税、住民税及び事業税  7,690   377 6,953

法人税等調整額  △422 7,268 42.2 △365 12 0.1 643 7,596 21.2

中間（当期）純利益   10,110 58.6 1,661 8.6 8,898 24.9

前期繰越利益または前期繰越損
失（△） 

  △1,358  － △1,358

中間未処分利益または当期未処
分利益 

  8,751  － 7,540
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(3) 中間株主資本等変動計算書 
  当中間会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 
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 
資本剰余金

合計 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本 
合計 

2006年３月31日残高 7,965 8,463 8,463 7,540 7,540 23,969

中間会計期間中の変動額   

中間純利益   1,661 1,661 1,661

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

  

中間会計期間中の変動額合計 － － － 1,661 1,661 1,661

2006年９月30日残高 7,965 8,463 8,463 9,201 9,201 25,631

 
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券

評価差額金 
評価・換算差額 

等合計 

純資産合計 

2006年３月31日残高 24 24 23,994

中間会計期間中の変動額   

中間純利益 1,661

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

△29 △29 △29

中間会計期間中の変動額合計 △29 △29 1,631

2006年９月30日残高 △4 △4 25,626
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 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評
価方法 

(1) 有価証券 
子会社株式および関連会社

株式 
移動平均法による原価法 

その他有価証券 
時価のあるもの 

中間決算日の市場価
格等にもとづく時価法
（評価差額は全部資本
直入法により処理し、売
却原価は移動平均法に
より算定しています。） 

 
市場価格のない有価証券 

移動平均法による原
価法 

(1) 有価証券 
子会社株式および関連会社

株式 
移動平均法による原価法

その他有価証券 
時価のあるもの 

中間決算日の市場価
格等にもとづく時価法
（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法
により算定していま
す。） 

市場価格のない有価証券
移動平均法による原

価法 
なお、投資事業有限責

任組合およびこれに類
する組合への出資（証券
取引法第２条第２項に
より有価証券とみなさ
れるもの）については、
組合契約に規定される
決算報告日に応じて入
手可能な 近の決算額
を基礎とし、持分相当額
を純額で取り込む方法
によっています。 

(1) 有価証券 
子会社株式および関連会社

株式 
同左 

その他有価証券 
時価のあるもの 

決算期末日の市場価
格等にもとづく時価法
（評価差額は全部資本
直入法により処理し、売
却原価は移動平均法に
より算定しています。）

 
市場価格のない有価証券

同左 

 (2) たな卸資産 
商品 

移動平均法による原価法 
仕掛品および番組勘定 

個別法による原価法 
貯蔵品 

終仕入原価法 

(2) たな卸資産 
同左 

(2) たな卸資産 
同左 

２ 固定資産の減価償却の
方法 

(1) 有形固定資産 
定率法を採用しています。 
なお、有形固定資産につい

て、利用可能期間を勘案して、
随時耐用年数の見直しを行っ
ています。 

(1) 有形固定資産 
同左 

(1) 有形固定資産 
同左 

 (2) 無形固定資産 
定額法を採用しています。
営業権については５年で均

等償却しています。また、自社
利用ソフトウェアについては
社内における利用可能期間（５
年）、市場販売目的ソフトウェ
アについては見込有効期間（３
年以内）、その他の無形固定資
産については経済的見積耐用
年数にもとづく定額法を採用
しています。 

なお、無形固定資産につい
て、利用可能期間を勘案して、
随時耐用年数の見直しを行っ
ています。 

(2) 無形固定資産 
定額法を採用しています。
自社利用ソフトウェアにつ

いては社内における利用可能
期間（５年）、市場販売目的ソ
フトウェアについては見込有
効期間（３年以内）、その他の
無形固定資産については経済
的見積耐用年数にもとづく定
額法を採用しています。 

なお、無形固定資産につい
て、利用可能期間を勘案して、
随時耐用年数の見直しを行っ
ています。 

(2) 無形固定資産 
定額法を採用しています。
営業権については５年で均

等償却しています。また、自社
利用ソフトウェアについては
社内における利用可能期間（５
年）、市場販売目的ソフトウェ
アについては見込有効期間（３
年以内）、その他の無形固定資
産については経済的見積耐用
年数にもとづく定額法を採用
しています。 

なお、無形固定資産につい
て、利用可能期間を勘案して、
随時耐用年数の見直しを行っ
ています。 

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いま
す。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

(1) 貸倒引当金 
同左 

 (2) 賞与引当金 
従業員賞与の支給に備える

ため、支給見込額の当中間会計
期間負担額を計上しています。

(2) 賞与引当金 
同左 

(2) 賞与引当金 
従業員賞与の支給に備える

ため、次期支給見込額のうち当
期対応分の金額を計上してい
ます。 

 (3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える

ため、自己都合要支給額にもと
づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる
額を計上しています。 

(3) 退職給付引当金 
同左 

(3) 退職給付引当金 
従業員の退職金給付に備え

るため、期末自己都合要支給額
にもとづき、当期末において発
生していると認められる額を
計上しています。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

 (4) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規にもとづく中
間期末要支給額を計上してい
ます。 

(4) 役員退職慰労引当金 
同左 

(4) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規にもとづく期
末要支給額を計上しています。

 (5) ポイント引当金 
販売促進等を目的とするポ

イント制度による将来のポイ
ント利用に備えるため、過去の
実績にもとづき、中間会計期間
末において将来利用されると
見込まれるポイントに対する
所要額を計上しています。 

(5) ポイント引当金 
同左 

(5) ポイント引当金 
販売促進等を目的とするポ

イント制度による将来のポイ
ント利用に備えるため、過去の
実績にもとづき、期末において
将来利用されると見込まれる
ポイントに対する所要額を計
上しています。 

４ リース取引の処理方
法 

リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によって
います。 

同左 同左 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
為替予約を付した外貨建金

銭債権債務に対して、振当処理
の要件を充たす為替予約につ
いて、振当処理を行っていま
す。 

――――― (1) ヘッジ会計の方法 
為替予約を付した外貨建金

銭債権債務に対して、振当処理
の要件を充たす為替予約につ
いて、振当処理を行っていま
す。 

 (2) ヘッジ手段 
為替予約取引 

 (2) ヘッジ手段 
為替予約取引 

 (3) ヘッジ対象 
外貨建金銭債権債務 

 (3) ヘッジ対象 
外貨建金銭債権債務 

 (4) ヘッジ方針 
為替変動によるキャッシ

ュ・フロー変動リスクをヘッジ
するために為替予約取引を行
っています。 

 (4) ヘッジ方針 
為替変動によるキャッシ

ュ・フロー変動リスクをヘッジ
するために為替予約取引を行
っています。 

 (5) ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ有効性の判定は、ヘッ

ジ開始時から有効性判定時点
までの期間において、ヘッジ対
象のキャッシュ・フロー変動の
累計とヘッジ手段のキャッシ
ュ・フロー変動の累計とを比較
しています。 

 (5) ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ有効性の判定は、ヘッ

ジ開始時から有効性判定時点
までの期間において、ヘッジ対
象のキャッシュ・フロー変動の
累計とヘッジ手段のキャッシ
ュ・フロー変動の累計とを比較
しています。 

(1) 消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の

会計処理は、税抜方式によって
います。 

消費税等の会計処理 
同左 

(1) 消費税等の会計処理 
同左 

６ 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 

(2) 連結納税制度の適用 
当社はソニー㈱を連結親法

人とする連結納税制度の適用
を受けています。 

 (2) 連結納税制度からの離脱 
当社の株式公開により、ソニ

ー㈱の完全子会社でなくなっ
たことから、2005年12月20日を
もって、同社を連結親法人とす
る連結納税制度から離脱しま
した。 
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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 2005年４月１日 

至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

――――― （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
資産の分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）
および「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）を適用しています。なお、従来の
資本の部に相当する金額は25,626百万円
です。 

――――― 

 （企業結合に係る会計基準および事業分離
等に関する会計基準） 

  当中間会計期間より「企業結合に係る
会計基準」（平成15年10月31日）および
「事業分離等に関する会計基準」（企業
会計基準第７号 平成17年12月27日）な
らびに「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」（企業会
計基準適用指針第10号 平成17年12月27
日）を適用しています。 
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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 
（2005年９月30日） 

当中間会計期間末 
（2006年９月30日） 

前事業年度末 
（2006年３月31日） 

*1 有形固定資産の減価償却累計額 
 511百万円

 

*1 有形固定資産の減価償却累計額 
 592百万円

  

*1 有形固定資産の減価償却累計額 
 514百万円

 
*2 消費税の取扱い 

仮払消費税および仮受消費税は相殺の
うえ、金額的重要性が乏しいため、流動
負債の「その他」に含めて表示していま
す。 

*2 消費税の取扱い 
仮払消費税および仮受消費税は相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動
資産の「その他」に含めて表示していま
す。 

――――― 

 3 保証債務 
従業員の銀行借入金に対する保証 
 69百万円

 

 3 保証債務 
従業員の銀行借入金に対する保証 
 20百万円
関係会社の営業取引に関する連帯保証
 スカイゲート㈱ 3百万円

  

 3 保証債務 
従業員の銀行借入金に対する保証 
 40百万円

 

 
 
（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 2005年４月１日 

至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

*1 営業外収益のうち重要なもの 
受取利息 7百万円
イベント協賛金 11百万円

  

*1 営業外収益のうち重要なもの 
受取利息 11百万円
ポイント引当金戻入益 15百万円

  

*1 営業外収益のうち重要なもの 
受取利息 13百万円
イベント協賛金 11百万円

  
*2 営業外費用のうち重要なもの 

固定資産除却損 31百万円
貸倒引当金繰入額 233百万円

  

*2 営業外費用のうち重要なもの 
固定資産除却損 62百万円
商品廃棄損 56百万円

  

*2 営業外費用のうち重要なもの 
関係会社貸倒引当金繰入額 329百万円

  

*3 特別利益のうち重要なもの 
関係会社株式売却益 18,435百万円
貸倒引当金戻入益 26百万円

  

*3 特別利益のうち重要なもの 
関係会社株式売却益 1,862百万円
貸倒引当金戻入益 27百万円

  

*3 特別利益のうち重要なもの 
関係会社株式売却益 18,435百万円
投資有価証券売却益 16百万円
貸倒引当金戻入益 53百万円

  
*4 特別損失のうち重要なもの 

投資有価証券評価損 48百万円
当社への出向者が当社へ転籍した際 
に支出した転籍一時金 77百万円

  

*4 特別損失のうち重要なもの 
本社移転関連費用 301百万円
抱合せ株式消滅差損 43百万円
固定資産臨時償却費 17百万円

  

*4 特別損失のうち重要なもの 
投資有価証券評価損 66百万円
関係会社株式評価損 512百万円
固定資産臨時償却費 96百万円
当社への出向者が当社へ転籍した際
に支出した転籍一時金 77百万円

  
*5 減価償却実施額 

有形固定資産 47百万円
無形固定資産 442百万円

  

*5 減価償却実施額 
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 370百万円

  

*5 減価償却実施額 
有形固定資産 94百万円
無形固定資産 1,038百万円

  

 
 
（中間株主資本等変動計算書関係） 
 当中間会計期間（自 2006 年４月１日 至 2006 年９月 30 日） 
  自己株式に関する事項 
    該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 
 EDINET による開示を行うため記載を省略しています。 
 
（有価証券関係） 
 前中間会計期間末（2005 年９月 30 日現在） 
   子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 130 52,459 52,329 

関連会社株式 145 24,024 23,879 

 
 当中間会計期間末（2006 年９月 30 日現在） 
   子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 125 59,696 59,570 

関連会社株式 145 29,373 29,228 

 
 前事業年度末（2006 年３月 31 日現在） 
   子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

 貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 130 98,830 98,700 

関連会社株式 145 31,912 31,766 

 
 
（企業結合会計） 
 EDINET による開示を行うため記載を省略しています。 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 2005年４月１日 

至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 

至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 

公募による新株式の発行 
当社は、2005年12月20日に㈱東京証券

取引所マザーズ市場に上場しました。上
場に際して、2005年11月14日および2005
年11月29日開催の当社取締役会において
新株式の発行を決議し、2005年12月19日
に払込が完了しました。 

募集方法 一般募集 
(ブックビルディング方式による募集) 
発行新株式の種類および数 

普通株式 20,000株 
発行価格         340,000円 
引受価格         320,960円 
発行価額         272,000円 
発行価額の総額     5,440百万円 
発行価額中資本へ組み入れない額 
       １株につき136,000円 

資本組入額の総額    2,720百万円 
払込期日      2005年12月19日 
配当起算日     2005年10月１日 
資金使途 会員獲得を含む他の事業者

との提携資金、システム投
資等に充当する予定です。 

株式および新株予約権付社債の取得 
当社は、㈱ゲームポットとの間で、オ

ンラインゲームにおける事業提携を行う
ことを目的とする資本提携にもとづき、
2006年10月３日に㈱ゲームポットの第三
者割当増資の引受、㈱アエリアより㈱ゲ
ームポット株式の取得、および㈱ゲーム
ポットの新株予約権付社債の引受を行い
ました。 

(1) 当社が第三者割当により引受ける
㈱ゲームポット株式 

a) 取得株式数 普通株式8,200株
b) 払込金額の総額 1,225百万円

(2) 当社が㈱アエリアより取得する㈱
ゲームポット株式 

a) 取得株式数 普通株式15,000株
b) 取得金額 1,350百万円 

(3) 当社が引受ける㈱ゲームポット新
株予約権付社債 

a) 社債名称 ㈱ゲームポット第１
回無担保転換社債型
新株予約権付社債 

b) 払込金額の総額 1,100百万円
  （社債額面100円につき100円）
c) 償還価額 額面100円につき100

円 
d) 転換価額 149,500円 
e) 権利行使期間 2006年10月４日
        ～2010年10月１日

(4) 取得前後の所有株式の状況 
a) 異動前の株式所有数    0株
b) 取得株式数     23,200株
c) 異動後の株式所有数 23,200株
  （所有割合     27.4％ 
   新株予約権行使後 33.2％）

(5) ㈱ゲームポットの概要 
a) 名称 ㈱ゲームポット 
b) 主な事業内容 
   オンラインゲーム事業 
   モバイルコンテンツ事業 
c) 本店所在地 
   東京都港区高輪３－26－33 
d) 代表者 
   代表取締役会長 安田  剛
   代表取締役社長 植田 修平

(6) 資金調達の方法 
すべて自己資金により充当します。

子会社との合併 
当社は、ポータル事業の強化を図るた

め、2006年６月１日をもって、100％子会
社㈱ウェブポケットを吸収合併しまし
た。 

事業内容 オンライン上のデータスト
レージサービス 

合併の形式 当社を存続会社とする吸
収合併とし、合併による
新株の発行および資本金
の増加は行いません。 

財産の引継 合併期日において㈱ウェ
ブポケットの資産・負債
および権利義務一切を引
き継ぎます。 

       なお、㈱ウェブポケッ
トの2006年５月31日現在
の財政状態は次のとおり
です。 

       資産合計  298百万円
       負債合計  344百万円
       資本合計 △45百万円
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