
平成19年12月期　第１四半期財務・業績の概況（非連結）
 平成19年５月２日

上場会社名　株式会社ゲームオン （コード番号：3812　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.gameon.co.jp/　） ＴＥＬ：（03）5447―6320（代表）

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　　　　　　 李 　 相燁  

責任者役職・氏名　常務取締役経営管理本部長　 今村　洋天  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「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」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きを

受けております。

２．平成19年12月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年１月１日～平成19年３月31日）

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

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 ％

19年12月期第１四半期 1,571 31.8 508 8.8 528 13.1 309 12.5

18年12月期第１四半期 1,191 ― 467 ― 467 ― 275 ―

（参考）18年12月期 5,881 118.0 2,060 147.1 2,020 142.3 1,142 64.3

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

19年12月期第１四半期 4,003 53 3,882 11

18年12月期第１四半期 30,913 48 ― ―

（参考）18年12月期 15,979 47 14,885 13

 （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しております。

 （注）２．平成17年12月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、平成18年12月期の対前年同四

半期増減率の記載を省略しております。

 （注）３．平成18年６月15日付で株式１株につき８株の割合で株式分割を行っておりますが、平成18年12月期の１株当た

り当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期首に株式分割が行われたものとして計

算しております。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

当第１四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善により設備投資が増加し、雇用情勢の改善に広がりが見られ、個

人消費については底堅く推移しているものと思われます。

ＩＴ業界におきましては、ＡＤＳＬや光ファイバーに代表される高速・大容量データ通信のためのインフラ整備が着実

に普及し、ブロードバンド環境を利用したインターネットビジネスの市場規模が拡大を続けており、当社が属するオンラ

インゲームの市場規模も急速に拡大しております。

このような状況の中、当社では、当第１四半期におきまして、既存の「天上碑」「眠らない大陸クロノス」「ミュー～

奇蹟の大地～」「レッドストーン」「シルクロードオンライン」の正式有料サービスに加え、平成19年１月14日より新た

に「ミラクルサマナー キュイ」のベータサービス（注１）の提供を開始し、合計６タイトルのオンラインゲーム運営サー

ビスに引続き注力して参りました。

同時に、「新規タイトルの獲得」を経営上の重要な課題と位置づけ、新たに２ＤオンラインＲＰＧ「パイ ストーリー」

とＭＭＯＲＰＧ（注２）「ＲＦ ＯＮＬＩＮＥ Ｚ」の日本におけるサービス独占契約の締結を行い、安定成長の基盤作り

を進めて参りました。
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また、既存タイトルの収益力の向上を図る為「ミュー～奇蹟の大地～」の収益モデルを「月額課金＋アイテム課金複合

型（注３）」から「アイテム課金型（注４）」へ転換する準備を進めて参りました。（注５）

以上の結果、第１四半期の売上高は1,571百万円（前年同期比31.8％増）、経常利益は528百万円（前年同期比13.1％

増）、四半期純利益は309百万円（前年同期比12.5％増）となりました。

（注１）「ベータサービス」とは、ゲーム運営検証のため、正式有料サービス前の一定期間無償で提供するサービスのこ

とを指しております。

（注２）「ＭＭＯＲＰＧ」とは、「Massively Multi Player Online Role Playing Game」（多人数同時参加型オンライン

ロールプレイングゲーム）の略称であります。

（注３）「月額課金＋アイテム課金複合型」とは、ゲームプレイに必要な月額利用料金に加え、当該ゲーム内において使

用できるアイテムの販売によって料金を徴収する収益モデルであります。

（注４）「アイテム課金型」とは、月額利用料金は無料で、当該ゲーム内において使用できるアイテムの販売によって料

金を徴収する収益モデルであります。

（注５）「ミュー～奇蹟の大地～」は、平成19年４月５日より「アイテム課金型」の収益モデルによるサービスを開始し

ております。

(2）財政状態の変動状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨て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

19年12月期第１四半期 4,694 3,750 79.9 48,076 41

18年12月期第１四半期 1,954 1,269 65.0 142,680 91

（参考）18年12月期 5,469 3,535 64.6 46,432 38

(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

19年12月期第１四半期 △518 △121 △54 3,048

18年12月期第１四半期 198 △30 ― 951

（参考）18年12月期 1,822 △238 1,375 3,742

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

①資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

流動資産は4,129百万円となり、前事業年度末に比べて794百万円の減少となりました。これは法人税等の支払いに伴う

当座資産の減少が主な要因であります。

（固定資産）

固定資産は564百万円となり、前事業年度末に比べて20百万円の増加となりました。これは、ソフトウェアの取得に伴う

無形固定資産の増加、及び、オフィス移転の際の敷金の回収に伴う投資その他の資産の減少が主な要因であります。

（流動負債）

流動負債は944百万円となり、前事業年度末に比べて989百万円の減少となりました。これは未払法人税等の減少が主な

要因であります。

（純資産）

純資産は3,750百万円となり、前事業年度末に比べて215百万円の増加となりました。これは営業活動全般が好調に推移

し、利益剰余金が計上されたことによる増加、及び、配当による利益剰余金の減少が主な要因であります。

この結果、当第１四半期末の総資産は、4,694百万円となり、前事業年度末に比べて774百万円の減少となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて694百万円減少し、3,048

百万円（前年同期比220.3％増）となりました。第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因

は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期において営業活動により減少した資金は518百万円となりました。主な内訳として、税引前第１四半期純利

益は528百万円であったものの、法人税等の支払額887百万円による資金の減少もあり、上記のような結果となっておりま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期において投資活動により支出した資金は121百万円となりました。主な内訳として、オフィス移転に伴う有

形固定資産取得による支出が99百万円、ソフトウェアのライセンス取得等に伴う無形固定資産の取得による支出が67百万

円であります。またオフィス移転に伴う敷金担保金の返還収入による45百万円の資金の増加があり上記のような結果となっ

ております。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期において財務活動により減少した資金は54百万円となりました。これは、主に配当金の支払いによるもの

であります。

３．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19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

中間期 3,361 966 551

通期 7,500 2,025 1,154

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　14,796円56銭

　（注）業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

［業績予想に関する定性的情報等］

業績推移に関しまして、当第１四半期における経常利益及び四半期純利益は業績見通しに対して順調に推移しておりま

す。また売上高は、今春を予定していた「ミラクルサマナー キュイ」の正式有料サービスを延期したことにより、業績予

想に対して緩やかに推移しておりますが、「ＲＦ ＯＮＬＩＮＥ Ｚ」の正式有料サービスの開始時期が、当初予定の下半

期から第２四半期中への前倒しを見込んでいることから、平成19年２月５日に公表しました平成19年12月期の業績予想に

修正はありません。
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４．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

18年12月期 ― 1,500 1,500

19年12月期（実績） ― ―
―

19年12月期（予想） ― ―

［配当状況に関する定性的情報等］

当社では、株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題と認識しており、前事業年度におきまして当社株式を保有して

頂く株主の皆様に対する利益還元として、当期純利益の10％を配当性向の目処とし株主配当を実施させていただきました。

今後の配当に関しましては、今後の事業展開及び経営体質強化のための内部留保を勘案し、当社を取り巻く事業環境や

業績に応じて、適宜決定していく方針であります。
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  951,532   2,048,835   3,742,385   

２．売掛金  758,350   940,063   998,015   

３．有価証券  －   999,355   －   

４．たな卸資産  292   6,360   2,618   

５．その他  20,808   135,305   181,730   

 流動資産合計   1,730,984 88.6  4,129,919 88.0  4,924,749 90.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 47,486   144,681   139,208   

２．無形固定資産  59,305   199,913   141,547   

３．投資その他の　
　　資産

 116,600   220,000   263,690   

 固定資産合計   223,392 11.4  564,595 12.0  544,445 10.0

 資産合計   1,954,377 100.0  4,694,515 100.0  5,469,195 100.0

           

－ 5 －



  
前第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  255,074   325,122   350,990   

２．未払金  154,209   314,541   411,236   

３．未払法人税等  195,091   168,014   901,669   

４．役員賞与引当金  －   －   70,000   

５．その他 ※２ 79,469   136,492   200,076   

 流動負債合計   683,846 35.0  944,170 20.1  1,933,972 35.4

Ⅱ　固定負債   671 0.0  － －  46 0.0

 負債合計   684,517 35.0  944,170 20.1  1,934,019 35.4
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前第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   499,000 25.5  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

   １．資本準備金  299,000   －   －   

 　  資本剰余金合計   299,000 15.3  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

　 １．第１四半期
　　　 未処分利益　　

 470,703   －   －   

  　 利益剰余金合計   470,703 24.1  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金 

  1,156 0.1  － －  － －

　　 資本合計   1,269,860 65.0  － －  － －

  　 負債資本合計   1,954,377 100.0  － －  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   － －  1,207,175 25.7  1,196,975 21.9

  ２．資本剰余金           

 （1）資本準備金  －   1,007,175   996,975   

   資本剰余金合計   － －  1,007,175 21.4  996,975 18.2

  ３．利益剰余金           

 （1）その他利益
  剰余金

          

  繰越利益剰余金  －   1,533,558   1,338,137   

   利益剰余金合計   － －  1,533,558 32.7  1,338,137 24.5

 株主資本合計   － －  3,747,908 79.8  3,532,087 64.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

  １．その他有価証券　
  評価差額金

  － －  2,435 0.1  3,088 0.0

 評価・換算差額等　
 合計

  － －  2,435 0.1  3,088 0.0

 純資産合計   － －  3,750,344 79.9  3,535,176 64.6

 負債純資産合計   － －  4,694,515 100.0  5,469,195 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,191,906 100.0  1,571,205 100.0  5,881,096 100.0

Ⅱ　売上原価   275,291 23.1  374,194 23.8  1,414,718 24.1

  売上総利益   916,614 76.9  1,197,011 76.2  4,466,377 75.9

Ⅲ　販売費及び
    一般管理費

  448,853 37.7  688,290 43.8  2,405,957 40.9

 営業利益   467,760 39.2  508,720 32.4  2,060,419 35.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  3 0.0  21,090 1.4  15,759 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  － －  934 0.1  55,804 0.9

 経常利益   467,763 39.2  528,876 33.7  2,020,374 34.4

Ⅵ　特別損失 ※３  － －  － －  4,535 0.1

税引前第１四半期
（当期）純利益

  467,763 39.2  528,876 33.7  2,015,838 34.3

 法人税、住民税
 及び事業税

 191,799   163,341   969,237   

 法人税等調整額  834 192,633 16.1 55,910 219,251 14.0 △95,962 873,274 14.9

 第１四半期
 （当期）純利益

  275,129 23.1  309,624 19.7  1,142,564 19.4

  前期繰越利益   195,573        

  第１四半期
  未処分利益

  470,703        
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本　
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益　
剰余金

平成18年12月31日残高（千円） 1,196,975 996,975 996,975 1,338,137 1,338,137 3,532,087

第１四半期会計期間中の変動額       

新株の発行 10,200 10,200 10,200   20,400

剰余金の配当    △114,204 △114,204 △114,204

第１四半期純利益    309,624 309,624 309,624

株主資本以外の項目の
第１四半期会計期間中
の変動額（純額）

      

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

10,200 10,200 10,200 195,420 195,420 215,820

平成19年３月31日残高（千円） 1,207,175 1,007,175 1,007,175 1,533,558 1,533,558 3,747,908

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年12月31日残高（千円） 3,088 3,088 3,535,176

第１四半期会計期間中の変動額    

新株の発行   20,400

剰余金の配当   △114,204

第１四半期純利益   309,624

株主資本以外の項目の
第１四半期会計期間中
の変動額（純額）

△652 △652 △652

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△652 △652 215,168

平成19年３月31日残高（千円） 2,435 2,435 3,750,344

 （注）剰余金の配当は、平成19年３月27日の定時株主総会における剰余金処分項目であります。
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本　
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益　
剰余金

平成17年12月31日残高（千円） 499,000 299,000 299,000 195,573 195,573 993,573

事業年度中の変動額       

新株の発行 697,975 697,975 697,975   1,395,950

剰余金の配当    － － －

当期純利益    1,142,564 1,142,564 1,142,564

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

      

事業年度中の変動額合計
（千円）

697,975 697,975 697,975 1,142,564 1,142,564 2,538,514

平成18年12月31日残高（千円） 1,196,975 996,975 996,975 1,338,137 1,338,137 3,532,087

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成17年12月31日残高（千円） 429 429 994,002

事業年度中の変動額    

新株の発行   1,395,950

剰余金の配当   －

当期純利益   1,142,564

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

2,659 2,659 2,659

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,659 2,659 2,541,173

平成18年12月31日残高（千円） 3,088 3,088 3,535,176
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
    キャッシュ・フロー

    

税引前第１四半期　　
（当期）純利益

 467,763 528,876 2,015,838

減価償却費  10,187 12,416 42,529

商標権償却  109 185 568

長期前払費用償却  － 67 120

役員賞与引当金の増減額  － △70,000 70,000

株式交付費  － 934 20,771

固定資産除却損  － － 4,535

受取利息  △3 △946 △143

売上債権の増減額  △173,853 64,671 △411,077

たな卸資産の増減額  43 △3,741 △2,281

仕入債務の増減額  48,843 △25,868 144,759

未払金の増減額  37,652 △44,613 145,505

未払消費税等の増減額  △29,568 △86,030 59,142

その他資産の増減額  3,066 △11,681 △63,939

その他負債の増減額  △6,942 13,263 25,738

その他  3,292 △9,876 7,465

小計  360,590 367,657 2,059,532

利息の受取額  3 946 143

法人税等の支払額  △161,750 △887,119 △236,783

 営業活動による
 キャッシュ・フロー

 198,844 △518,515 1,822,892

Ⅱ　投資活動による
    キャッシュ・フロー

    

有形固定資産の取得　
による支出

 △2,755 △99,304 △20,103

無形固定資産の取得　
による支出

 △6,032 △67,209 △53,105

長期前払費用の取得　
による支出

 － － △540

敷金保証金の差入れ　
による支出

 △21,304 － △164,910

敷金保証金の返還　　
による収入

 － 45,119 194

 投資活動による
 キャッシュ・フロー

 △30,091 △121,394 △238,465
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前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動による
    キャッシュ・フロー

    

株式の発行による収入  － 19,465 1,375,178

配当金の支払額  － △73,750 －

    財務活動による
　　キャッシュ・フロー

 － △54,284 1,375,178

Ⅳ　現金及び現金同等物に
　　係る換算差額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
　　増減額

 168,752 △694,195 2,959,605

Ⅵ　現金及び現金同等物の
　　期首残高

 782,780 3,742,385 782,780

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　第１四半期末（期末）
　　残高

※１ 951,532 3,048,190 3,742,385
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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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。

――――― 

 

(1）有価証券

　 その他有価証券

　 時価のないもの 

同左

 

   証券投資信託のうち預金と

   同様の性格を有するもの 

 　移動平均法による原価法を

 採用しております。 

(1）有価証券

   その他有価証券

   時価のないもの 

 同左  

 

  　　　―――――

 

 

 

 

 

(2）たな卸資産

  仕掛品

  個別法による原価法を採用

しております。 

―――――

 

(2）たな卸資産

――――― 

 

 

  貯蔵品

　最終仕入原価法による原価

法を採用しております。

 

(2）たな卸資産   

――――― 

 

 

  貯蔵品

同左

２. 固定資産の減価

　　償却の方法 

 (1）有形固定資産

    定額法を採用しておりま

  す。

 　　なお、主な耐用年数は

　 以下のとおりであります。

建物　　　　　    ３～５年

 工具器具及び備品  ３～６年

 (1）有形固定資産

    定額法を採用しておりま

  す。

 　　なお、主な耐用年数は

　 以下のとおりであります。

建物　　　　　    ３～18年

 工具器具及び備品  ３～20年

 (1）有形固定資産

同左

  

 

 　また、取得価額が10万円

以上20万円未満の資産につ

いては、３年均等償却を

行っております。

　また、取得価額が10万円

以上20万円未満の資産につ

いては、３年均等償却を

行っております。

 

 

 

 

(2）無形固定資産

 

(2）無形固定資産

 

(2）無形固定資産

   ①ソフトウェア

　自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける利用可能期間（５

年）に基づく定額法、市

場販売目的のソフトウェ

アについては、見込販売

収益に基づく償却額と残

存有効期間（３年）に基

づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を計

上する方法によっており

ます。

  ①ソフトウェア

同左

  ①ソフトウェア

同左

   ②その他の無形固定資産

  定額法を採用しており

ます。

  ②その他の無形固定資産

同左

  ②その他の無形固定資産

同左

 

 

 

(3）　　―――――

 

 

(3）長期前払費用 　

　　定額法を採用しておりま

　す。　

 

(3）長期前払費用 

同左
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項目
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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。

　なお、当第１四半期会計

期間においては、過去の貸

倒実績及び回収不能と見込

まれる債権残高がないため、

計上しておりません。

(1）貸倒引当金

同左

 

(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。

 なお、当事業年度において

は、過去の貸倒実績及び回

収不能と見込まれる債権残

高がないため、計上してお

りません。

 

 

 

(2)      ――――― 

 

 

 

(2)      ――――― 

 

 

 

(2）役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき計上して

おります。　

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

会計処理によっております。

同左 同左

５．四半期キャッシ

ュ・フロー計算

書（キャッシュ

・フロー計算書

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

 ６．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
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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の変更

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当第1四半期会計期間より「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」

（企業会計基準委員会　平成15年10

月31日　企業会計基準適用指針第６

号）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。

──────

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

　当事業年度より「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

会計基準委員会　平成15年10月31日

　企業会計基準適用指針第６号）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）

　当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準第５号）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

業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準適用指針第８号）

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、3,535,176千円でありま

す。

　なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。

 

 

　

 

 

 

 

 

 

 （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成17年11月29日　企業会計基

準第４号）を適用しております。

　この結果、販売費及び一般管理費

が70,000千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が、

70,000千円減少しております。
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却

  累計額  　　　　20,041千円

※１．有形固定資産の減価償却

  累計額  　　　　31,641千円

※１．有形固定資産の減価償却

  累計額  　　　　25,145千円

※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　

※２．  ―――――――――

 

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 3千円

   

受取利息 946千円

販売支援料 19,630千円

受取利息 143千円

販売支援料 14,749千円

※２．　　――――――――― ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

 

 

株式交付費 934千円

   

株式上場費用 35,032千円

株式交付費 20,771千円

※３．　　――――――――― ※３．　　――――――――― 　３．特別損失のうち主要なもの

    固定資産除却損 4,535千円

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額

有形固定資産 3,537千円

無形固定資産 6,759千円

有形固定資産 6,496千円

無形固定資産 6,106千円

有形固定資産 17,318千円

無形固定資産 25,778千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当第１四半期会計期間
増加株式数（株）

当第１四半期会計期間
減少株式数（株）

当第１四半期会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 76,136 1,872 － 78,008

合計 76,136 1,872 － 78,008

　（注）  普通株式の株式数の増加は、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増加1,872株でありま

す。

    ２．配当に関する事項

(1）配当支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月27日

定時株主総会
普通株式 114,204 1,500 平成18年12月31日 平成19年３月28日
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前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 8,900 67,236 － 76,136

合計 8,900 67,236 － 76,136

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加67,236株は、平成18年６月15日付けで１株につき８株の株式分割を行ったこ

とによる増加62,300株、及び、公募による新株発行を実施したことによる増加3,000株、ストック・オプション

としての新株予約権の権利行使による増加1,936株によるものであります。

     ２．配当に関する事項

（1）配当支払額

 　　　　　該当事項はありません。

 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月27日

定時株主総会
普通株式 114,204  利益剰余金 1,500 平成18年12月31日 平成19年３月28日
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の第１四半

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18年３月31日現在）

※１．現金及び現金同等物の第１四半

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19年３月31日現在）

※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18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 951,532千円

現金及び現金同等物 951,532千円

現金及び預金勘定 2,048,835千円

有価証券勘定 999,355千円

現金及び現金同等物 3,048,190千円

現金及び預金勘定 3,742,385千円

現金及び現金同等物 3,742,385千円

（リース取引関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　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

　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

　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１四半期

　末残高相当額　　　　　　　　　

　　　

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１四半期

　末残高相当額　　　　　　　　　

　　　　　　

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期末残高相

  当額　

 

取得
価額
相当額
（千円）

減価
償却
累計額
相当額
（千円）

第１
四半期
末残高
相当額
（千円）

有形固定
資産
（工具器具
及び備品）

101,556 34,243 67,313

 

取得
価額相
当額

（千円）

減価
償却
累計額
相当額
（千円）

第１
四半期
末残高
相当額
（千円）

有形固定
資産
（工具器具
及び備品）

197,873 46,343 151,529

 

取得
価額相
当額

（千円）

減価
償却
累計額
相当額
（千円）

期末
残高
相当額
（千円）

有形固定
資産
（工具器具
及び備品）

121,624 37,692 83,931

２．未経過リース料第１四半期末

  残高相当額等

未経過リース料第１四半期末

残高相当額

２．未経過リース料第１四半期末

  残高相当額等

未経過リース料第１四半期末

残高相当額

２．未経過リース料期末

  残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

　１年内 23,297千円

１年超 45,239千円

　合計 68,536千円

　１年内 60,578千円

１年超 94,956千円

　合計 155,534千円

　１年内 34,522千円

　１年超 51,851千円

　合計 86,373千円

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

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

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 8,677千円

減価償却費相当額 8,130千円

支払利息相当額 1,191千円

支払リース料 12,844千円

減価償却費相当額 12,420千円

支払利息相当額 1,515千円

支払リース料 34,814千円

減価償却費相当額 31,941千円

支払利息相当額 4,734千円

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

 っております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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、利息法によってお

　ります。

５．利息相当額の算定方法

　　同左

５．利息相当額の算定方法

同左

 （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。

 

 （減損損失について）

同左

 

  （減損損失について）

 　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末（平成18年３月31日現在）

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 50,976

当第１四半期会計期間末（平成19年３月31日現在）

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 53,133

外国投資信託(円建) 999,355

前事業年度末（平成18年12月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 54,233

（デリバティブ取引関係）

前第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）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前第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）

　該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18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）

前第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）

　該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 142,680円91銭

１株当たり第１四半期

純利益金額

 

30,913円48銭

１株当たり純資産額 48,076円41銭

１株当たり第１四半期

純利益金額

 

4,003円53銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

 

 

3,882円11銭

１株当たり純資産額 46,432円38銭

１株当たり当期純利益

金額

 

15,979円47銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額　

　

 14,885円13銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、新株

予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。

 

 

　当社は、平成18年６月15日付で株式

１株につき８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前第１四半期会

計期間における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額　　17,835円11銭

１株当たり第１四半期

純利益金額　　　　　　 3,864円19銭

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、新株

予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。

 

 

 

 

　当社は、平成18年６月15日付で株式

１株につき８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前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額　　13,960円71銭

１株当たり当期純利益

金額　　　　　　　　　 9,768円15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、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できま

せんので記載しておりません。

 

 

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。

項目
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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） 275,129 309,624 1,142,564

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第１四半期（当期）

純利益（千円）
275,129 309,624 1,142,564

期中平均株式数（株） 8,900 77,338 71,502

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） － 2,419 5,257

（うち新株予約権（株））  （－）  （2,419）  （5,257）
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（重要な後発事象）

  該当事項はありません。
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６．事業部門別売上高

　 販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

オンラインゲーム運営部門（千円） 1,158,735 1,538,877 5,754,637

その他部門（千円） 33,170 32,328 126,458

合計（千円） 1,191,906 1,571,205 5,881,096
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