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平成 19 年 12 月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 

                                  平成 19 年５月 10 日 

 
上場会社名 株式会社ゲームポット (コード番号：3792 札証アンビシャス) 

(ＵＲＬ http://www.gamepot.co.jp/) ＴＥＬ：(03)5791－5299 

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長  植田 修平 

 責任者役職・氏名 執行役員 経営管理本部担当 江口 清貴 

 
１． 四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

 
① 四半期連結財務諸表の作成基準             ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無     ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無         ： 有 
   連結  （新規）  ２社   （除外）  －社 
   持分法 （新規）  －社   （除外）  －社 
④ 会計監査人の関与                   ： 有 
  四半期連結財務諸表については、札幌証券取引所の「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) 連結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 

18年12月期第１四半期 

  910   － 

－   －

253   －

－    －

255   － 

－    － 

151   －

－    －

（参考）18 年 12 月期 －    － －    － －    －     －     －

 

 
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 

18年12月期第１四半期 

1,672  10

     －    －
   1,518   95

           －    －

（参考）18 年 12 月期 －    － －    －

（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。 

   ２．当社は、平成 19 年 12 月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成 18 年 12 月期第１四半期及 

び平成 18 年 12 月期につきましては記載を省略しております。 

 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

(ⅰ)概況 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な原油価格高騰に伴う原材料価格の上昇などの懸念材料はあ

るものの、企業収益改善に伴う設備投資の増加と、雇用者所得の改善による個人消費の増加を軸とする内需主導の好循環

が生まれ、全体的に緩やかな回復基調を持続いたしました。 

当社グループ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コンテンツ市場については、インターネットイ

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910百万円、営業利益253百万円、経常利益255百万円、第１四半期純利益151百万円となりま

した。 
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(ⅱ)事業部別の概況 

①オンラインゲーム事業 

当第１四半期連結会計期間では、前期に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（注）『君

主 online』、スタイリッシュアクション MMORPG『CABAL ONLINE』、アクションストラテジーMMORPG『ファンタジーアース 

ゼロ』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。『君主 online』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。『CABAL ONLINE』、『ファンタジーアース ゼロ』は、随時のゲームシステム改良と、ゲーム

内での新アイテムの企画開発に注力し売上高を向上させることができました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間のオンラインゲーム事業での売上高は 883 百万円となりました。 

②モバイルコンテンツ事業 

当第１四半期連結会計期間では、月額型課金タイトルである『※ココシリーズ』及び『パンヤモバイル』の内容を充

実させるとともに、『※RPG ならココシリーズ』に、新規に本格派モバイル RPG「ドラゴンキーパー３」のサービスを開始

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１四半期連結会計期間のモバイルコンテンツ事業での売上高は 27 百万円となりました。 

なお、当社グループは当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同期との対比の記載は

行っておりません。 

（注）「MMORPG」は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。 

 

（2) 連結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 

18年12月期第１四半期 

3,968 

     － 

2,450 

 － 

61.8 

 － 

26,435    52

      －   －

（参考）18 年 12 月期      －   －   －  －    －

 
（3）連結キャッシュ・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 

19年12月期第１四半期 

18年12月期第１四半期 

475    

－ 

△353 

  － 

178 

  － 

  2,196 

       － 

（参考）18 年 12 月期       －    －   －      － 

 
[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

(ⅰ)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は3,968百万円となりました。このうち、現金及び預金は2,196百万円となりました。また、

固定資産は1,274百万円となりました。 

負債は1,517百万円となりました。これは、オンラインゲーム事業における 低保証料の償却に伴う支払ロイヤリ

ティの減少による買掛金の減少であります。 

 純資産は2,450百万円となりました。内容としては、新株予約権の行使により資本金が93百万円増加し835百万円、

資本準備金が93百万円増加し856百万円となり、利益剰余金が151百万円増加し758百万円となりました。 

(ⅱ)連結キャッシュ・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。）の第１四半期末残高は2,196百万円となりま

した。当第１四半期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通りであります。 

 

（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る資金の増加は475百万円となりました。主な内訳としては、税金等調整前
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四半期純利益は255百万円であり、長期前払費用償却219百万円による資金の増加があり、法人税等の支払いによる

108百万円の資金の減少がありました。 

（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る資金の減少は353百万円となりました。主な要因は新規オンラインゲームタ

イトルに係る 低保証料の支払い222百万円による支出となっております。 

（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る資金の増加は178百万円となりました。これは、新株予約権の行使による株

式の発行に伴う資金の増加によるものであります。 

 

３．平成 19 年 12 月期の連結業績予想（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

（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 経常利益 当期純利益 

 百万円   百万円   百万円   

中 間 期 1,573 385 227 

通   期 3,284 795 469 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）5,433 円 96 銭 

 

[業績予想に関する定性的情報等] 

当社の平成 19 年 12 月期（自平成 19 年１月１日 至平成 19 年 12 月 31 日）の業績見通しは、当初の見込み通り業績

が進捗しているため、平成 19 年２月９日に発表した上記の内容から変更ありません。 

なお上記の業績予想は、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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４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

               
当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １．現金及び預金   2,196,846

 ２．売掛金                 454,947

 ３．その他   42,046

流動資産合計             2,693,839 67.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※1  96,552

２．無形固定資産   

(1)ソフトウェア  520,490 

(2)ソフトウェア仮勘定  299,857 

無形固定資産合計   820,348

３．投資その他の資産   

  （1）投資有価証券  72,023 

  （2）長期前払費用  219,679 

  （3）その他  65,828 

投資その他の資産合計   357,531

固定資産合計   1,274,432 32.1

資産合計   3,968,272 100.0

 



 

 
当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金                 88,997

２．未払法人税等    120,000

３．賞与引当金   7,795

４．その他   193,898

流動負債合計             410,691 10.3

Ⅱ 固定負債    

１．社債   1,100,000  

２．長期未払金   7,140

固定負債合計   1,107,140 27.9

負債合計   1,517,831 38.2

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金   835,935 21.1

２．資本剰余金   856,406 21.6

３．利益剰余金   758,098 19.1

株主資本合計   2,450,440 61.8

純資産合計   2,450,440 61.8

負債及び純資産合計   3,968,272 100.0
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（２）四半期連結損益計算書 

  

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   910,984 100.0

Ⅱ 売上原価   463,554 50.9

売上総利益   447,429 49.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  193,948 21.3

営業利益   253,480 27.8

Ⅳ 営業外収益   

 １.受取利息  1,323 

 ２.その他  702 2,026 0.2

Ⅴ 営業外費用   

 １.為替差損  125 125 0.0

経常利益   255,381 28.0

税金等調整前四半期純利益   255,381 28.0

法人税、住民税及び事業税  117,912 

法人税等調整額  △13,901 104,011 11.4

四半期純利益   151,369 16.6

    

 

 

（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

  当第１四半期連結会計期間（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 
新株予約権 純資産合計

平成18年12月31日残高（千円） 742,914 763,392 606,912 2,113,218 7,667 2,120,886

第１四半期連結会計期間中の変動額   

新株の発行 93,021 93,014 186,036  186,036

連結子会社増加に伴う減少 △184 △184  △184

四半期純利益 151,369 151,369  151,369

株主資本以外の項目の第１四半期連

結会計期間中の変動額（純額） 
 △7,667 △7,667

第１四半期連結会計期間中の変動額合

計（千円） 
93,021 93,014 151,185 337,221 △7,667 329,554

平成19年３月31日残高（千円） 835,935 856,406 758,098 2,450,440 － 2,450,440
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当第１四半期連結会計期間

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  255,381 

減価償却費  73,055 

長期前払費用償却  219,113 

受取利息及び受取配当金  △1,323 

売上債権の増減額  29,366 

仕入債務の増減額  27,713 

未払消費税等の増減額  13,441 

未払費用の増減額  △20,871 

その他の増減額  △13,015 

小計  582,861 

利息及び配当金の受取額  1,323 

法人税等の支払額  △108,312 

営業活動によるキャッシュ・フロー  475,873 

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  △49,023 

有形固定資産の取得による支出  △21,554 

無形固定資産の取得による支出  △60,515 

長期前払費用の増加による支出  △222,308 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △353,401 

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  178,368 

財務活動によるキャッシュ・フロー  178,368 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減

少） 
 300,840 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,886,189 

Ⅵ 新規連結子会社の現金及び現金同等

物の期首残高 
 9,815 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 2,196,846 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数 ２社 

   連結子会社の名称 

㈱GPパートナーズ 

GPパートナーズPlus１投資事業有限責任組合 

GPパートナーズPlus１投資事業有限責任組合については、当第

１四半期連結会計期間において新たに設立したことにより、㈱

GPパートナーズについては、重要性が増加したことにより当第

１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めることといたし

ました。 

（2）主要な非連結子会社の名称等 

   該当事項はありません。 

２．連結子会社の四半期決算日 

等に関する事項 

すべての連結子会社の第１四半期決算日は、第１四半期連結決算日

と一致しております。 

３．会計処理基準に関する事項 （1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

   ① 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）重要な減価償却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。 

（3）重要な引当金の計上基準 

   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 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

四半期連結会計期間負担額を計上しております。 

（4）重要な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なっております。 

（5）その他四半期連結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。 

４．四半期連結キャッシュ・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。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

27,845千円 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

支払手数料   86,079千円 

広告宣伝費   31,326 

賞与引当金繰入 1,918 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（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） 

 前連結会計 

期間末株式数 

当第１四半期連結

会計期間増加株式数

当第１四半期連結 

会計期間減少株式数

当第１四半期連結

会計期間末株式数 

発行済株式   

普通株式（注） 86,400 6,295 － 92,695 

合計 86,400 6,295 － 92,695 

自己株式   

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

（注） 普通株式の増加 6,295 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 
前連結会計

期間末 

当第１四半

期連結会計

期間増加 

当第１四半

期連結会計

期間減少 

当第１四半

期連結会計

期間末 

当第１四半期

連結会計期間

末残高 

（千円） 

平成 17 年新

株予約権 

（注）１ 

普通株式 6,295 － 6,295 － －

ストック・オ

プションと

しての新株

予約権（注）

２ 

普通株式 － － － － －
提出会社 

第１回無担

保転換社債

型新株予約

権付社債 

普通株式 7,348 － － 7,348 －

合計  13,643 － 6,295 7,348 －

（注）１．当第１四半期連結会計期間の減少は、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、記載を省略しております。 

 

  ３．配当に関する事項 

     該当事項はありません。 



 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
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 当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 
 

至 平成19年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リース取引関係） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年１月１日 

至 平成19年３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１四半期末残高相当額 

    取得価額

相 当 額  

減価償却累

計額相当 額

第１四半期

末残高相 当

額  

 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に

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） 

（千円） 

現金及び預金勘定    2,196,846

現金及び現金同等物   2,196,846

 

千円 千円 千円 

工 具 器

具備品 
6,546 872 5,673 

合計 6,546 872 5,673 
 
（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

（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 

 １年内          1,309千円 

１年超           4,364千円 

    合計           5,673千円 

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

（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      327 千円 

     減価償却費相当額   327 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。 

（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） 

当第１四半期連結会計期間末（平成 19 年３月 31 日） 

    時価評価されていない主な有価証券の内容 

保有目的 内容 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 23,000 
その他有価証券 

投資事業組合 49,023 

合計 72,023 

 

（デリバティブ取引関係） 

  該当事項はありません。 

 

 

 （ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

ストック・オプションの内容 

 
 提出会社 

 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 

11 

 
普通株式 1,000 株 

 
付与日 平成 18 年４月 13 日 

 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。 

 
権利確定条件 

 

 
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） －
 

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間（自平成 19 年１月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

オンラインゲーム事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも 90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

 当第１四半期連結会計期間（自平成 19 年１月１日 至平成 19 年３月 31 日）において、本邦以外の国又は地

域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

 当第１四半期連結会計期間（自平成 19 年１月１日 至平成 19 年３月 31 日）において、海外売上高がないた

め、該当事項はありません。 



 

（１株当たり情報） 

 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成 19 年１月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日)  

１株当たり純資産額 26,435円52銭 

１株当たり第１四半期純 

利益金額 

12 

 

 

 
1,672円10銭 

潜在株式調整後１株当た

り第１四半期純利益金額 
 

 

(注) １株当たり第１四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

1,518円95銭 

当第１四半期連結会計期間

（自 平成19年１月１日  

至 平成19年３月31日）

１株当たり第１四半期純利益金額  

第１四半期純利益（千円） 151,369

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る第１四半期純利益（千円） 151,369

期中平均株式数（株） 90,527

 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期純

利益金額 

 第１四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 9,128

  （うち新株予約権） (9,128）

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 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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平成 19 年 12 月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 

                                  平成 19 年５月 10 日 

 
上場会社名 株式会社ゲームポット (コード番号：3792 札証アンビシャス) 

(ＵＲＬ http://www.gamepot.co.jp/) ＴＥＬ：(03)5791－5299 

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長  植田 修平 

 責任者役職・氏名 執行役員 経営管理本部担当 江口 清貴 

 
２． 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 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、札幌証券取引所の「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） 
  
(2) 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 

18年12月期第１四半期 

  910 115.4 

422   －

253  98.8

127     －

255 102.8 

125   － 

151  96.8

76    －

（参考）18 年 12 月期 1,937  53.3 475   3.4 467   5.2     273  2.6

 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

  円     銭

19年12月期第１四半期 

18年12月期第１四半期 

1,672  10

   1,009  00

（参考）18 年 12 月期 3,525   07

（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。 

   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 18 年 12 月期第１四半期の 

     対前年同四半期増減率は記載を省略しております。 

 

（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 

18年12月期第１四半期 

3,968 

    955 

2,450 

642 

61.8 

66.2 

26,437    51

    8,291   57

（参考）18 年 12 月期    3,649 2,120  57.9   24,458    55

 

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） 

（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 経常利益 当期純利益 

 百万円   百万円  百万円   

中 間 期 1,573 385 227 

通   期 3,284 795 469 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）5,433 円 96 銭 

(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。 

http://www.gamepot.co.jp/
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４．配当状況 

 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

18 年 12 月期   0  00   0  00   0  00   0  00   0  00 

19 年 12 月期（実績）   0  00 － － － 未定 

19 年 12 月期（予想） － 未定 未定 未定 未定 

 

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） 

対前四 

半期比 

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

（％）

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   484,982 1,936,053 1,451,070 1,886,189

 ２．売掛金                 201,554 454,947 253,393 484,314

 ３．その他   9,389 42,046 32,656 40,519

流動資産合計             695,927 72.9 2,433,047 61.3 2,391,001 2,411,022 66.1

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1  21,314 96,552 75,238 96,634

２．無形固定資産     

(1)ソフトウェア  56,655  520,490  580,919

(2)ソフトウェア仮勘定  121,445  299,857  264,040

  無形固定資産合計   178,100 820,348 642,247 844,960

３．投資その他の資産     

  （1）関連会社株式  －  310,000  10,000

  （2）長期前払費用  45,479  219,679  215,460

  （3）その他  14,424  88,828  71,809

投資その他の資産合計   59,904 618,508 558,603  297,270

固定資産合計   259,319 27.1 1,535,409 38.7 1,276,089 1,238,864 33.9

資産合計   955,246 100.0 3,968,456 100.0 3,013,209 3,649,887 100.0

 

 



 

 
 

 

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） 

対前四 

半期比 

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

（％）

増減 

(千円) 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．買掛金                 98,129 88,997 △9,131  61,283

２．短期借入金   100,000 － △100,000  －

３．未払法人税等    43,300 120,000 76,700  110,400

４．賞与引当金   2,303 7,795 5,492  －

５．その他 ※2  69,349 193,898 124,549  249,641

流動負債合計             313,082 32.8 410,691 10.3 97,609  421,325 11.5

Ⅱ 固定負債         

１．新株予約権   10,139  －  △10,139  －  

２．長期未払金   － 7,140 7,140  7,675

３．社債   － 1,100,000 1,100,000  1,100,000

固定負債合計   10,139 1.0 1,107,140 27.9 1,097,000  1,107,675 30.4

負債合計   323,221 33.8 1,517,831 38.2 1,194,609  1,529,001 41.9

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   100,779 10.6 － － －  － －

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  121,259   －   －  

資本剰余金合計   121,259 12.7 － － －  － －

Ⅲ 利益剰余金      

１．四半期(当期）未処分利益  409,985  －  － 

利益剰余金合計   409,985 42.9 － － －  － －

資本合計   632,024 66.2 － － －  － －

負債及び資本合計   955,246 100.0 － － －  － －

      

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   － － 835,935 21.1 －  742,914 20.4

２．資本剰余金      

（1）資本準備金  －  856,406  763,392 

資本剰余金合計   － － 856,406 21.6 －  763,392 20.9

３．利益剰余金      

（1）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金  －  758,282  606,912 

利益剰余金合計   － － 758,282 19.1 －  606,912 16.6

株主資本合計   － － 2,450,624 61.8 －  2,113,218 57.9

Ⅱ 新株予約権   － － － － －  7,667 0.2

純資産合計   － － 2,450,624 61.8 －  2,120,886 58.1

負債及び純資産合計   － － 3,968,456 100.0 －  3,649,887 100.0
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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） 

対前四 

半期比 

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

（％）

増減 

(千円) 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   422,879 100.0 910,984 100.0 488,105  1,937,286 100.0 

Ⅱ 売上原価   185,534 43.9 463,554 50.9 278,019  919,372 47.5

売上総利益   237,344 56.1 447,429 49.1 210,085  1,017,913 52.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   109,866 26.0 193,948 21.3 84,082  542,875 28.0

営業利益   127,477 30.1 253,480 27.8 126,002  475,038 24.5

Ⅳ 営業外収益 ※1  912 0.2 2,026 0.2 1,113  7,178 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※2  2,449 0.5 125 0.0 △2,323  15,041 0.8

経常利益   125,941 29.8 255,381 28.0 129,440  467,175 24.1

Ⅵ 特別利益 ※3  － － － － －  7,406 0.4

Ⅶ 特別損失 ※4  933 0.2 － － △933  10,514 0.5

税引前四半期（当期）純利益  125,007 29.6 255,381 28.0 130,373  464,067 24.0

法人税、住民税及び事業税  40,941  117,912  198,723  

法人税等調整額  7,163 48,104 11.4 △13,901 104,011 11.4 55,906 △8,486 190,237 9.9

四半期（当期）純利益   76,903 18.2 151,369 16.6 74,466  273,829 14.1

前期繰越利益   333,082 －  －

四半期（当期）未処分利益   409,985 －  －
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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18年12月31日残高（千円） 742,914 763,392 606,912 2,113,218 7,667 2,120,886

第１四半期会計期間中の変動額   

新株の発行 93,021 93,014 186,036  186,036

四半期純利益 151,369 151,369  151,369

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） 
 △7,667 △7,667

第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円） 
93,021 93,014 151,369 337,405 △7,667 329,738

平成19年３月31日残高（千円） 835,935 856,406 758,282 2,450,624 － 2,450,624
   

 

 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

事業年度中の変動額   

新株の発行 642,504 642,502 1,285,006  1,285,006

当期純利益 273,829 273,829  273,829

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額） 
 △2,502 △2,502

事業年度中の変動額合計（千円） 642,504 642,502 273,829 1,558,835 △2,502 1,556,332

平成18年12月31日残高（千円） 742,914 763,392 606,912 2,113,218 7,667 2,120,886
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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）

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） 

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  125,007 464,067 

減価償却費  8,112 91,615 

長期前払費用償却  338 161,181 

受取利息及び受取配当金  △1 △32 

支払利息  126 1,026 

固定資産除却損  － 3,147 

新株予約権戻入益  － △66 

売上債権の増減額  42,621 △240,138 

仕入債務の増減額  △18,925 △55,770 

未払消費税等の増減額  △33,125 △28,909 

未払費用の増減額  7,389 32,915 

その他の増減額  2,741 △36,749 

小計  134,286 392,286 

利息及び配当金の受取額  1 32 

利息の支払額  △126 △1,026 

法人税等の支払額  △162,963 △253,646 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △28,802 137,645 

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 △23,000 

子会社への出資による支出  － △10,000 

有形固定資産の取得による支出  △3,285 △75,966 

無形固定資産の取得による支出  △47,304 △680,788 

長期前払費用の増加による支出  △44,703 △355,641 

貸付による支出  － △200 

貸付金の回収による収入  － 200 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △98,292 △1,145,396 

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  100,000 － 

社債の発行による収入  － 1,100,000 

株式の発行による収入  708 1,282,570 

財務活動によるキャッシュ・フロー  100,708 2,382,570 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少）  △26,387 1,374,819 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  511,370 511,370 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末 

（期末）残高 
※１ 484,982 1,886,189 
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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) 子会社株式及び関連会社株式

     移動平均法による原価法を

採用しております。 

(2) 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) 子会社株式及び関連会社株式

同左 

 

(2) その他有価証券 

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）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）賞与引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 

     ――――――― 

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なっ

ております。 

 

同左 

５．四半期キャシュ･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。 

 

――――――― 

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。 
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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）

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 

 

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） 

（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。 

 

 

――――――― 

（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2,113,218千円であります。 

 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。 
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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 

6,441千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

27,845千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

18,917 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 消費税等の取扱い 

同左 

 

（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 

雑収入            911千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       1,323千円

※ １ 営業外収益のうち主要なもの 

業務受託手数料    6,649 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 

   為替差損        125千円

    

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   為替差損       2,846千円

新株発行費      5,039千円

    支払手数料      5,655千円

※３   ――――――― ※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

※４   ――――――― ※４   ――――――― ※４ 特別損失のうち主要なもの 

   情報流出関係費用   4,969千円

   固定資産除却損    3,147千円

 ５ 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 

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産     8,928千円

   無形固定資産    64,127千円

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産     14,424千円

    無形固定資産       77,190 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） 

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１四半期会計

期間増加株式数 

当第１四半期会計

期間減少株式数 

当第１四半期会計

期間末株式数 

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

 



 

（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） 

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） 

（千円） 

現金及び預金勘定     484,982

現金及び現金同等物    484,982

 

※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）

（千円）

現金及び預金勘定  1,886,189

現金及び現金同等物 1,886,189
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（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） 

 

――――――― 

２． 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１四半期

末残高相 当

額  

 千円 千円 千円 

工具器具

備品 
6,546 872 5,673

合計 6,546 872 5,673
 

     取得価額

相 当 額  

減価償却

累計額相

当 額 

期末残高

相 当 額

 千円 千円 千円 

工具器具

備品 
6,546 545 6,000

合計 6,546 545 6,000
 

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

（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 

 １年内          1,309千円 

１年超           4,364千円 

    合計           5,673千円 

（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           1,309千円 

１年超           4,691千円 

    合計           6,000千円 

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定して

おります。 

（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      327 千円 

     減価償却費相当額   327 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      545 千円 

     減価償却費相当額   545 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。 

（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。 

 

（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） 

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１四半期会計期間末（平成 18 年３月 31 日） 

    該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間末（平成 19 年３月 31 日） 

    子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成 18 年 12 月 31 日） 

    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 23,000

 

（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 

至 平成 18 年３月 31 日) 

平成 19 年 12 月期 第１四半期 

(自 平成 19 年１月 １日 

前事業年度 

(自 平成 18 年 １月 １日 

至 平成 18 年 12 月 31 日) 至 平成 19 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 24,458円55銭１株当たり純資産額 26,437円51銭8,291 円 57 銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり第１四半期純
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(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。 

 

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）

平成19年12月期 第１四半期 

（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） 76,903 151,369 273,829

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） 
76,903 151,369 273,829

期中平均株式数（株） 76,217 90,527 77,681

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 純利益金額 
１株当たり第１四半期 3,525円07銭1,672円10銭1,009 円 00 銭 金額  利益金額 
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