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平成 18 年 12 月期  第 3 四半期財務・業績の概況（非連結） 

                                  平成 18 年 11 月 10 日 

 
本社所在地 東京都港区高輪三丁目 26 番 33 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 - 5 7 9 1 - 5 2 9 9 

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

 
１． 四半期財務情報の作成等に係る事項 

 
①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ： 無 
② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無     ： 無 
③持分法の適用範囲の異動の有無           ： 無 
 

２．平成 18 年 12 月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18年 1月１日～平成 18 年９月 30 日） 
  
(1) 経営成績の進捗状況 

  （百万円未満切捨） 

 

 

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期） 

純利益 

 百万円   ％ 百万円     ％ 百万円    ％       百万円    ％

18年12月期第３四半期 

17年12月期第３四半期 

1,260   48.5

849   －

368    20.9

305     －

361   18.5 

305   － 

215  23.4

174    －

（参考）17 年 12 月期  1,263  459  444      266  

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

  円    銭 円    銭

18年12月期第３四半期 

17年12月期第３四半期 

2,821  56

    2,357  23
   2,570   45

－ 

（参考）17 年 12 月期 3,598   40 3,248   77

（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 

   ２．当社は、平成 17 年 12 月期第３四半期より四半期決算を実施しているため、平成 17 年 12 月期第３四半期の 

     対前年同四半期増減率は記載していません。 

 

（2)財政状態の変動状況 

 

 

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12月期第３四半期 

17年12月期第３四半期 

1,488 

    529 

775 

260 

52.1 

49.2 

10,148    38

－ 

（参考）17 年 12 月期      940  554   58.9   7,275    36

 
（3）キャッシュ・フローの状況 

 

 

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12月期第３四半期 

17年12月期第３四半期 

171     

－ 

△891 

－ 

355 

－ 

   146  

     － 

（参考）17 年 12 月期     399  △145   209       511  

（注）平成 17 年 12 月期第３四半期の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、記載してお
りません。 

http://www.gamepot.co.jp/
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３．業績の概況（平成 18 年１月１日～平成 18 年 9月 30 日） 

 

(1)概況 

当第３四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、インフラ及び高度情報端末の普及や技術

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1,260,944千円（前期比48.5％増）、営業利益が368,820千円（同20.9％増）、経常利益361,490

千円（同18.5％増）、第３四半期純利益215,236千円（同23.4％増）となりました。 

 

(2)事業部別の概況 

①オンラインゲーム事業 

当第３四半期会計期間では、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』及び MMORPG『君主』

のサービスを展開しました。 

『スカッとゴルフ パンヤ』では、新コースの追加及びゲーム内での新アイテムの企画開発に注力した結果、売上高に

ついても順調に推移いたしました。MMORPG『君主』は、新しいシステムの導入と新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、当第３四半期会計期間のオンラインゲーム事業での売上高は 1,188,714 千円となりました。 

②モバイルコンテンツ事業 

当第３四半期会計期間では、月額型課金タイトルである『※ココシリーズ』を充実させるとともに、現在当社にてサー

ビスを行っているオンラインゴルフゲーム『スカッとゴルフ パンヤ』を、株式会社エヌ･ティ･ティ･ドコモで展開中の「i

モード」向け新コンテンツとして『パンヤMobile』をリリースし、知名度の向上とともに収益力の増加を図りました。 

以上の結果、当第３四半期会計期間のモバイルコンテンツ事業での売上高は72,229千円となりました。 

 

４．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の開発会社を中心に、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『ラテール(仮)』、レ

ーシングゲーム『CRC（仮）』、MMORPG『ファンタジーアース ゼロ』となっております。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新規会員を獲得しつつ、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、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、より一層のネットワーク化が進み、多人数同時参加型のコンテンツ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、この新しいネットワーク型のコンテンツについても配信

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 

(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。 
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５．四半期財務諸表 

(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３四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み

すず監査法人より受け、「四半期財務諸表に対する報告書」を入手しております。 
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(３)添付資料 

 

１．四半期貸借対照表 

               
 

 

前年同四半期 

（平成17年12月期第３四半期）

当四半期 

（平成18年12月期第３四半期）
増減 

（参考） 

平成 17 年 12 月期 

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   232,949 146,993 △85,956 511,370

 ２．売掛金                 196,550 288,574 92,023 244,176

 ３．その他   9,709 12,795 3,086 22,072

流動資産合計             439,209 82.9 448,363 30.1 9,153 777,619 82.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1  11,805 40,003 28,198 14,517

２．無形固定資産    

(1)ソフトウェア  69,508  475,345 17,123

(2)ソフトウェア仮勘定  －  339,396 120,172

  無形固定資産合計   69,508 814,742 745,233 137,295

３．投資その他の資産    

  （1）長期前払費用  －  134,191 913

  （2）その他  9,427  51,268 10,547

投資その他の資産合計   9,427 185,460 176,032  11,461

固定資産合計   90,741 17.1 1,040,206 69.9 949,464 163,275 17.4

資産合計   529,951 100.0 1,488,570 100.0 958,618 940,894 100.0

 

 

 



 

（参考） 
 

 前年同四半期 

（平成17年12月期第３四半期末）

当四半期 

（平成18年12月期第３四半期末）
増減 

平成 17 年 12 月期  

増減 

(千円) 
金額（千円） 

構成比
区分 

注記

番号 
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                 89,991 110,590 20,598 117,054

２．短期借入金   － 350,000 350,000 －

３．未払法人税等           108,216 49,000 △59,216 165,322

４．賞与引当金   － 4,946 4,946 －

５．その他 ※2  60,908 180,649 119,740 93,964

  流動負債合計             259,116 48.9 695,185 46.7 436,068 376,341 40.0

Ⅱ 固定負債        

 １.新株予約権   10,206  －  △10,206 10,170  

２．長期未払金   － 8,211 8,211 －

固定負債合計   10,206 1.9 8,211 0.5 △1,995 10,170 1.1

負債合計   269,323 50.8 703,396 47.2 434,072 386,511 41.1

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   20,000 3.8 － △20,000 100,410 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     

 1.四半期(当期）未処分利益  240,628  － 333,082 

 利益剰余金合計   240,628 45.4 － △240,628 333,082 35.4

資本合計   260,628 49.2 － △260,628 554,382 58.9

負債及び資本合計   529,951 100.0 － △529,951 940,894 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１.資本金   － 103,217 6.9 103,217  － －

２.資本剰余金     

（1）資本準備金  －  123,697 － 

資本剰余金合計   － 123,697 8.3 123,697  － －

３.利益剰余金     

（1）その他利益剰余金     

  繰越利益剰余金  －  548,319 － 

利益剰余金合計   － 548,319 36.9 548,319  － －

株主資本合計   － 775,234 52.1 775,234  － －

     

Ⅱ 新株予約権   － 9,938 0.7 9,938  － －

 純資産合計   － 785,173 52.8 785,173  － －

 負債及び純資産合計   － 1,488,570 100.0 1,448,570  － －
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２．四半期損益計算書 

  
前年同四半期 

（平成17年12月期第３四半期末）

当四半期 

（平成18年12月期第３四半期末）
増減 

（参考） 

平成 17 年 12 月期 

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   849,039 100.0 1,260,944 100.0 411,905  1,263,909 100.0 

Ⅱ 売上原価   377,707 44.5 569,821 45.2 192,113  555,454 43.9

売上総利益   471,331 55.5 691,123 54.8 219,791  708,455 56.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   166,324 19.6 322,302 25.6 155,978  248,845 19.7

営業利益   305,007 35.9 368,820 29.2 63,813  459,609 36.4

Ⅳ 営業外収益 ※1  99 0.0 807 0.1 708  582 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※2  69 0.0 8,137 0.7 8,068  15,970 1.3

経常利益   305,037 35.9 361,490 28.6 56,453  444,221 35.1

Ⅵ 特別利益 ※3  － － 7,339 0.6 7,339  － －

Ⅶ 特別損失 ※4  － － 8,136 0.6 8,136  － －

税引前四半期（当期）純利益  305,037 35.9 360,692 28.6 55,655  444,221 35.1

法人税、住民税及び事業税  134,484  141,081 188,644  

法人税等調整額  △3,882 130,602 15.4 4,374 145,455 11.5 14,853 △11,312 177,332 14.0

四半期（当期）純利益   174,434 20.5 215,236 17.1 40,802  266,889 21.1

前期繰越利益   66,193 －  66,193

四半期（当期）未処分利益   240,628 －  333,082

        

 

 

  

 

３．四半期株主資本等変動計算書 

    当第３四半期会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年９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

第３四半期会計期間中の変動額   

新株の発行 2,807 2,807 5,615  5,615

四半期純利益 215,236 215,236  215,236

株主資本以外の項目の第３四半期会

計期間中の変動額（純額） 
 △231 △231

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円） 
2,807 2,807 215,236 220,851 △231 220,620

平成18年９月30日残高（千円） 103,217 123,697 548,319 775,234 9,938 785,173
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４．四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前年同四半期 

（平成17年12月期 

第３四半期） 

当四半期 

（平成18年12月期 

第３四半期） 

増減 
（参考） 

平成 17 年 12 月期 

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     

税引前四半期（当期）純利益  － 360,692 － 444,221 

減価償却費  － 39,096 － 19,382 

長期前払費用償却  － 16,457 － － 

受取利息及び受取配当金  － △32 － △4 

支払利息  － 961 － － 

固定資産除却損  － 2,349 － － 

売上債権の増減額  － △44,398 － △95,794 

仕入債務の増減額  － △6,464 － 40,347 

未払消費税等の増減額  － △32,893 － 45,742 

未払費用の増減額  － △8,336 － 28,150 

その他の増減額  － 102,599 － △12 

小計  － 430,032 － 482,035 

利息及び配当金の受取額  － 32 － 4 

利息の支払額  － △961 － － 

法人税等の支払額  － △257,404 － △82,825 

営業活動によるキャッシュ・フロー  － 171,698 － 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 － － 

有形固定資産の取得による支出  － △33,331 － △13,185 

無形固定資産の取得による支出  － △711,046 － △132,439 

長期前払費用の増加による支出  － △143,941 － － 

貸付による支出  － △200 － △470 

貸付金の回収による収入  － 60 － 470 

投資活動によるキャッシュ・フロー  － △891,459 － △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  － 350,000 － △2,000 

株式の発行による収入  － 5,383 － 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  － 355,383 － 209,470 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少）  － △364,377 － 463,058 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  － 511,370 － 48,311 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末 

（期末）残高 
※１ － 146,993 － 511,370 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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。 

 

（2） 

   ――――――― 

 

(1) 貸倒引当金 

      同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

  従業員の賞与金の支払に備え

て、賞与支給見込額の当四半

期会計期間負担額を計上して

おります。 

(1) 貸倒引当金 

      同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 

     ――――――― 

４．四半期キャシュ･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 

５．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 

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 



 

9 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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） 

 当第３四半期会計期間より、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） 

 当第３四半期会計期間より、「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775,234千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当第３四半期会計期間における四半期

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。 

 

――――――― 

 

 

追加情報 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年９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 

3,239千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

10,923千円 

※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 

 

――――――― 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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 

雑収入             95千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   雑収入         775千円

※ １ 営業外収益のうち主要なもの 

雑収入         578 千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   為替差損          69千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払手数料      5,634千円

    

※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  7,339千円

※３   ――――――― 

※４   ――――――― ※４ 特別損失のうち主要なもの 

   情報流出関係費用   4,989千円

   固定資産除却損    2,349千円

※４   ――――――― 

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産     2,210千円 

   無形固定資産    10,894千円 

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産     6,430千円

   無形固定資産    32,666千円

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

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年１月 1日 至 平成 18 年９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）   

 前事業年度末 

株式数 

当第３四半期会計

期間増加株式数 

当第３四半期会計

期間減少株式数 

当第３四半期会計

期間末株式数 

発行済株式  

普通株式（注） 76,200 190 － 76,390 

合計 76,200 190 － 76,390 

自己株式  

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

（注） 普通株式の増加 190 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 前事業年度末

当第３四半

期会計期間

増加 

当第３四半

期会計期間

増加 

当第３四半

期末残高 当第３四半

期会計期間

末 
（千円） 

平成 17 年新

株予約権 

（注）１ 

普通株式 8,350 － 190 8,160 9,938

提出会社 
ストック・オ

プションと

しての新株

予約権（注）

２ 

－ － － － － －

合計  8,350 － 190 8,160 9,938

（注）１ 当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

２ 後述の「ストック・オプション等関係」に記載しているため、記載を省略してあります。 

 

  ３．配当に関する事項 

     該当事項はありません。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
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 前事業年度 当第３四半期会計期間 
（自 平成 17 年 １月 １日 （自 平成18年１月１日 

至 平成18年９月30日）  至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 ※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 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半

期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） （平成18年９月30日現在）

 （千円） （千円）

 現金及び預金勘定    511,370現金及び預金勘定      146,993

現金及び現金同等物     146,993 現金及び現金同等物   511,370  
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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． 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 

（1） リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額 

    取 得 価 額

相 当 額  

減 価 償 却

累 計 額 相

当 額 

第 ３ 四 半

期 末 残 高

相 当 額  

 千円 千円 千円 

器 具 及

び 備 品
5,853 195 5,658

合計  5,853 195 5,658

 （2）未経過リース料第３四半期末残高相当額等

   未経過リース料第３四半期末残高相当額 

 １年内           1,706千円 

１年超            4,602千円 

    合計            5,678千円 

 （3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失 

     支払リース料        218 千円 

     減価償却費相当額      195 千円 

     支払利息相当額        43 千円 

 （4）減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっている。 

  （5）利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっている。

 （減損損失について） 

    リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

 

 

 ――――――― 

 

（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間末（平成 17 年９月 30 日） 

    該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

    時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期貸借対照表計上額（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） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 
付与対象者の区分及び人数 従業員 37 名 

株式の種類別のストック・オプションの

付与数 
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。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。 
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対象勤務期間 －

権利行使期間 平成 20 年３月 26 日～平成 25 年３月 25 日
 

権利行使価格（円） 389,000  

 付与日における公正な評価単価（円） －

 

 



 

（１株当たり情報） 

 

平成 17 年 12 月期 第３四半期 平成 18 年 12 月期 第３四半期 
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(注) １株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。 

 

平成17年12月期 第３四半期

 （自 平成17年１月１日 

 至 平成17年９月30日）

平成18年12月期 第３四半期 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益（千円） 174,434 215,236 266,889

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３四半期（当期）純

利益（千円） 
174,434 215,236 266,889

期中平均株式数（株） 74,000 76,283 74,169

  

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益金額 
 

 第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － 7,471 7,982

  （うち新株予約権） － (7,471） (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３四半期（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17年５月31日臨時株主総

会決議による新株予約権 

（現時点における株式の数 

普通株式 8,350 株） 

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 

          －

 

 

(自 平成 17 年１月 １日 

至 平成 17 年９月 30 日) 

(自 平成 18 年１月 １日 

至 平成 18 年９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) 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四

半期純利益については、新株予約権残高が

ありますが、当社の株式は非上場・非登録

であり、期中平均株価が把握できないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額 3,522 円 00 銭 

１株当たり第３四半期

純利益金額 2,357 円 23 銭 

 

１株当たり純資産額 10,148円38銭

１株当たり第３四半期純

利益金額 
2,821円56銭

2,570円45銭

１株当たり純資産額 7,275円36銭

１株当たり当期純利益 

金額 
3,598円40銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
3,248円77銭

 

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額 

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。 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年９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）第三者割当による株式発行 

  当社は、平成 18 年９月 15 日開催の取締役会に

おいて、第三者割当による新株発行を決議し、平成

18 年 10 月３日に払込が完了いたしました。この結

果、資本金は 716,167 千円、発行済株式総数は

84,590 株となっております。 

  

①発行新株式数 普通株式 8,200 株 

②発行価額 １株につき 149,500 円 

③発行価額の総額 1,225,900,000 円 

④資本組入額 １株につき 74,750 円 

⑤割当先及び株式数 ソネットエンタテイメ

ント株式会社 8,200株

 

（2）新株予約権付社債の発行 

 当社は、平成 18 年９月 15 日開催の取締役会にお

いて、無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を

決議し、平成 18 年 10 月３日に払込が完了いたしま

した。 

 

①社債の種類 無担保転換社債型新株

予約権付社債 

②発行総額 1,100,000,000 円 

③割当先 ソネットエンタテイメ

ント株式会社 

④利率 本社債には利息を付さ

ない 

⑤本新株予約権の行 

使期間 

平成18年10月４日から

平成22年10月１日まで

⑥転換価額 １株あたり 149,500 円

⑦償還期限 平成 22 年 10 月２日  

 

―――――――― 

 

事業部門別売上高 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年 １月 １日 

  至 平成 17 年９月 30 日）  

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年 １月 １日 

  至 平成 18 年９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 737,078 86.8 1,188,714 94.3 161.3 1,119,609 88．6

モバイルコンテンツ事業 111,960 13.2 72,229 5.7 64.5 144,300 11．4

合計 849,039 100.0 1,260,944 100.0 148.5 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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