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１．平成19年12月期第３四半期の業績（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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３四半期 4,919 14.8 1,366 △19.4 1,435 △14.2 821 △15.7

18年12月期第３四半期 4,284 － 1,696 － 1,672 － 975 －

18年12月期 5,881 － 2,060 － 2,020 － 1,142 －

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３四半期 10,539 67 10,309 37

18年12月期第３四半期 13,697 06 － －

18年12月期 15,979 47 14,885 13

(2）財政状態  

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３四半期 5,313 4,293 80.8 54,120 28

18年12月期第３四半期 3,437 1,971 57.4 27,684 90

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  

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３四半期 △87 △270 △60 3,323

18年12月期第３四半期 1,314 △137 △7 1,952

18年12月期 1,822 △238 1,375 3,742

２．配当の状況

 1株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － 1,500 00 1,500 00

19年12月期（実績） － － － －
 未確定

19年12月期（予想） － －  未確定

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）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,309 7.3 1,247 △39.5 1,325 △34.4 747 △34.6 9,416 60

－ 1 －



４．その他

(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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意）

１. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があり

ます。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、５ページ

【定性的情報・財務諸表等】４．業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。

２. 通期の業績予想に関する事項につきましては、第３四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を

修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成19年10月30日）公表の「通期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

当第３四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善と設備投資の増加、雇用情勢の改善の広がりと個人消費の持ち

直しによる、国内民間需要に支えられた景気回復の基調が引き続きみられました。

当社が事業を展開する日本のオンラインゲーム市場は、ブロードバンドの普及によるインフラ整備、動作環境の高度

化、配信されるコンテンツの一層の多様化等を背景とし、周辺ビジネスも含め、市場が急速に拡大しております。また、

こうした市場環境を背景に、日本のオンラインゲーム市場では既存のコンシューマーゲーム（注１）メーカーやオンラ

インゲーム先進国である韓国をはじめとした諸外国からの新規参入が相次いでおり、競争激化と淘汰が進んでおります。

こうした状況の下、オンラインゲーム運営を主体とした事業を展開する当社は、急速に変化するオンラインゲーム市

場の中で、より一層安定した成長基盤の構築を図るため主に中長期的な経営戦略である「既存タイトルの成長」「新規

タイトルの調達」に注力をすると同時に、オンラインゲーム周辺事業への取り組みの強化を実施して参りました。

以上の結果、当第３四半期の売上高は4,919百万円（前年同期比14.8％増）、営業利益は1,366百万円（前年同期比

19.4％減）、経常利益は1,435百万円（前年同期比14.2％減）、四半期純利益は821百万円（前年同期比15.7％減）とな

りました。

売上高及び利益水準の増減事由は平成19年８月３日に発表の中間決算短信（非連結）の「１．経営成績(1）経営成績

に関する分析」に記載のとおりであります。

なお、事業部門別の業績は以下のとおりであります。

＜オンラインゲーム運営部門＞

オンラインゲーム運営部門におきましては、当第３四半期末現在、ＰＣ向けのＭＭＯＲＰＧ（注２）を中心とした８

タイトルのオンラインゲームの運営サービスを提供（注３）しており、そのうち６つのタイトルにおいて正式有料サー

ビスを提供しております。

当第３四半期においては、「天上碑」が期初に発表した業績予想に対して順調に推移したものの、その他の既存タイ

トルにおいて業績の進捗に遅れが見られました。当社の主力タイトルである「レッドストーン」においては、引き続き

最も高い収益力を継続しておりますが、当第３四半期において若干の収益力鈍化の兆候がみられました。また「ミュー

～奇蹟の大地～」においては、課金モデルの変更により会員数、収益力共に回復しておりますが、業績予想に対しては

若干の遅れが見られました。「シルクロードオンライン」においては、平成19年７月に大型のアップデートを行ったこ

とにより、課金会員数が増加したものの、新規ユーザーの増加に伴う顧客単価の低下等もあり、現時点では本格的な回

復成長には至らず、期初の業績予想に対して低調な結果となりました。また、「眠らない大陸クロノス」においては、

ゲーム内イベント並びにキャンペーンの不振により、収益力の鈍化傾向が引き続き見られました。その他、新規タイト

ル「ＲＦ ＯＮＬＩＮＥ Ｚ」においては、当初の見通しに対して低調な結果に終わったものの、平成19年９月に当ゲー

ム内における販売アイテムの拡充を行った結果、収益力は向上しております。

この結果、オンラインゲーム運営部門の売上高は4,828百万円（前年同期比15.2％増）となりました。

当第４四半期以降、「レッドストーン」においては販売アイテムの拡充、「ミュー～奇蹟の大地～」においてはアッ

プデートによりそれぞれ収益力の向上を図って参ります。「シルクロードオンライン」においては、大型のアップデー

トにより獲得した新規ユーザーの定着並びに顧客単価の上昇により収益力が向上していくものと見込んでおります。ま

た収益の鈍化が見られる「眠らない大陸クロノス」においては、既存ユーザーと新規ユーザーの双方に訴求力のあるゲー

ムのアップデートにより収益回復と維持を図って参る所存です。

＜その他部門＞

その他部門におきましては、インターネットカフェへのソフトウェアライセンス許諾、ゲームポータルサイト

「Gpara.com」の運営、並びにゲーム攻略本・Ｔシャツ制作販売等の商品化権事業を行っております。

当第３四半期会計期間より、商品化権事業を新しく開始したものの、「Gpara.com」における広告収入の減少が引き続

き見られ当事業部門の売上高は91百万円（前年同期比3.7％減）となりました。

（注１）「コンシューマーゲーム」とは、インターネットを介さずに、家庭・個人向けに作られた専用ゲーム機とゲーム

　ソフトを用いてプレイする従来のコンピューターゲームであります。

（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。
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（注３）「ミラクルサマナー キュイ」は、当資料発表日現在、サービスの休止を決定しており、当社が運営するオンライ

ンゲームは７タイトルとなっております。

 

２．財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

流動資産は4,668百万円となり、前事業年度末に比べて256百万円の減少となりました。これは、第１四半期における

法人税等の支払いにより当座資産が減少したことが主な要因であります。

（固定資産）

固定資産は644百万円となり、前事業年度末に比べて100百万円の増加となりました。これは、新規タイトルのライセ

ンス獲得並びに既存タイトルの契約更新に伴う無形固定資産の増加が主な要因であります。

（流動負債）

流動負債は1,019百万円となり、前事業年度末に比べて914百万円の減少となりました。これは、未払金の減少及び第

１四半期並びに当第３四半期における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4,293百万円となり、前事業年度末に比べて758百万円の増加となりました。これは、前事業年度に付与した

配当金の支払いがあったものの、営業活動全般が引き続き好調に推移したことにより利益剰余金が増加したことが主な

要因であります。

この結果、当第３四半期末の総資産は、5,313百万円となり、前事業年度末に比べて156百万円の減少となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,323百万円となりました。

　当第３四半期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３四半期において営業活動により減少した資金は87百万円となりました。主な内訳として、税引前第３四半期純

利益は1,408百万円であったものの、第１四半期並びに第３四半期における法人税等の支払額1,368百万円による資金の

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３四半期において投資活動により支出した資金は270百万円となりました。主な内訳として、昨年末のオフィス移

転に伴う有形固定資産取得による支出が119百万円、新規タイトルのライセンス獲得並びに既存タイトルの契約更新に伴

う無形固定資産の取得による支出が123百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期において財務活動により減少した資金は60百万円となりました。これは、主に配当金の支払いによるも

のであります。

３．配当状況に関する定性的情報

当社は、利益配分につきましては、今後の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、当社株式

を保有して頂く株主に対する利益還元として、当社を取り巻く事業環境や業績に応じて適宜見直しを図りつつ、配当を

実施していくことを基本方針としております。

当事業年度における配当金につきましては、上記方針に基づき、期末配当を実施することを予定しており、その配当

の額につきましては当事業年度における利益水準並びに内部留保資金の額を鑑み決定して参ります。
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４．業績予想に関する定性的情報

「ミラクルサマナー キュイ」のサービス休止と「パイストーリー」の正式有料サービス開始時期の延期を決定したこ

と、並びに既存タイトルにおいて収益鈍化の傾向が継続したことに伴い、期初並びに中間期に発表をした業績予想を修

正しております。なお、平成19年10月24日に株式会社ウェブゼンと独占ライセンス契約を締結した「Soul of the 

Ultimate Nation」は、来期以降に日本における正式有料サービスの開始を予定しており、今期の業績に与える影響は軽

微であります。

詳細につきましては、本日（平成19年10月30日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30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  1,952,220   3,323,433   3,742,385   

２．売掛金  1,000,679   1,167,396   998,015   

３．たな卸資産  50   2,022   2,618   

４．その他  111,468   175,344   181,730   

 流動資産合計   3,064,418 89.2  4,668,196 87.9  4,924,749 90.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 52,386   140,153   139,208   

２．無形固定資産  122,738   198,573   141,547   

３．投資その他の
　　資産

 197,661   306,266   263,690   

 固定資産合計   372,786 10.8  644,993 12.1  544,445 10.0

 資産合計   3,437,204 100.0  5,313,189 100.0  5,469,195 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30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  350,469   372,415   350,990   

２．未払金  266,497   270,325   411,236   

３．未払法人税等  699,019   90,135   901,669   

４．賞与引当金  －   50,000   －   

５．役員賞与引当金  －   －   70,000   

６．その他 ※２ 149,867   237,060   200,076   

 流動負債合計   1,465,853 42.6  1,019,936 19.2  1,933,972 35.4

Ⅱ　固定負債   186 0.0  － －  46 0.0

 負債合計   1,466,039 42.6  1,019,936 19.2  1,934,019 35.4

           

㈱ゲームオン(3812)平成 19 年 12 月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 7 －



  
前第３四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   499,000 14.5  1,222,475 23.0  1,196,975 21.9

  ２．資本剰余金           

 （1）資本準備金  299,000   1,022,475   996,975   

   資本剰余金合計   299,000 8.7  1,022,475 19.3  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  1,170,804   2,045,817   1,338,137   

   利益剰余金合計   1,170,804 34.1  2,045,817 38.5  1,338,137 24.5

 株主資本合計   1,968,804 57.3  4,290,767 80.8  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

  2,360 0.1  2,486 0.0  3,088 0.0

 評価・換算差額等　
 合計

  2,360 0.1  2,486 0.0  3,088 0.0

 純資産合計   1,971,165 57.4  4,293,253 80.8  3,535,176 64.6

 負債純資産合計   3,437,204 100.0  5,313,189 100.0  5,469,195 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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   4,284,509 100.0  4,919,175 100.0  5,881,096 100.0

Ⅱ　売上原価   1,016,280 23.7  1,199,403 24.4  1,414,718 24.1

  売上総利益   3,268,229 76.3  3,719,772 75.6  4,466,377 75.9

Ⅲ　販売費及び
    一般管理費

  1,571,474 36.7  2,352,856 47.8  2,405,957 40.9

 営業利益   1,696,755 39.6  1,366,916 27.8  2,060,419 35.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  6,281 0.1  69,887 1.4  15,759 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  30,715 0.7  1,308 0.0  55,804 0.9

 経常利益   1,672,320 39.0  1,435,494 29.2  2,020,374 34.4

Ⅵ　特別損失 ※３  － －  26,592 0.6  4,535 0.1

税引前第３四半期
（当期）純利益

  1,672,320 39.0  1,408,902 28.6  2,015,838 34.3

 法人税、住民税
 及び事業税

 773,323   566,394   969,237   

 法人税等調整額  △76,233 697,089 16.3 20,624 587,019 11.9 △95,962 873,274 14.9

 第３四半期
 （当期）純利益

  975,230 22.7  821,883 16.7  1,142,564 19.4
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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

第３四半期会計期間中の変動額       

第３四半期純利益    975,230 975,230 975,230

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）

      

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － － 975,230 975,230 975,230

平成18年９月30日残高（千円） 499,000 299,000 299,000 1,170,804 1,170,804 1,968,804

 
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

第３四半期会計期間中の変動額    

第３四半期純利益   975,230

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）

1,931 1,931 1,931

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

1,931 1,931 997,162

平成18年９月30日残高（千円） 2,360 2,360 1,971,165

㈱ゲームオン(3812)平成 19 年 12 月期第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 10 －



当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30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３四半期会計期間中の変動額       

新株の発行 25,500 25,500 25,500   51,000

剰余金の配当    △114,204 △114,204 △114,204

第３四半期純利益    821,883 821,883 821,883

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）

      

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

25,500 25,500 25,500 707,679 707,679 758,679

平成19年９月30日残高（千円） 1,222,475 1,022,475 1,022,475 2,045,817 2,045,817 4,290,767

 
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３四半期会計期間中の変動額    

新株の発行   51,000

剰余金の配当   △114,204

第３四半期純利益   821,883

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）

△602 △602 △602

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△602 △602 758,077

平成19年９月30日残高（千円） 2,486 2,486 4,293,253
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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

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

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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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３四半期　　
（当期）純利益

 1,672,320 1,408,902 2,015,838

減価償却費  30,525 44,514 42,529

商標権償却  404 578 568

長期前払費用償却  52 291 120

役員賞与引当金の
増減額

 － △70,000 70,000

賞与引当金の増減額  － 50,000 －

株式交付費  7,690 1,308 20,771

たな卸資産の除却損  － 1,418 －

固定資産除却損  － 24,274 4,535

固定資産売却損  － 898 －

受取利息  △143 △4,090 △143

売上債権の増減額  △416,102 △38,432 △411,077

たな卸資産の増減額  286 △822 △2,281

仕入債務の増減額  144,237 21,424 144,759

未払金の増減額  89,661 △28,581 145,505

未払消費税等の増減額  32,338 △88,548 59,142

その他資産の増減額  △12,098 △30,775 △63,939

その他負債の増減額  1,469 △6,343 25,738

その他  606 △9,171 7,465

小計  1,551,249 1,276,846 2,059,532

利息の受取額  143 4,090 143

法人税等の支払額  △236,660 △1,368,729 △236,783

 営業活動による
 キャッシュ・フロー

 1,314,732 △87,792 1,822,892
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前第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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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）

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

 △17,144 △119,724 △20,103

無形固定資産の取得　
による支出

 △20,069 △123,813 △53,105

長期前払費用の取得　
による支出

 △540 △176 △540

敷金保証金の差入れ　
による支出

 △99,847 △71,653 △164,910

敷金保証金の返還　　
による収入

 － 45,449 194

その他投資の取得
による支出 

 － △600 －

 投資活動による
 キャッシュ・フロー

 △137,601 △270,517 △238,465

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  － 49,691 1,375,178

株式の発行による支出  △7,690 － －

配当金の支払額  － △110,333 －

    財務活動による
　　キャッシュ・フロー

 △7,690 △60,642 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

 1,169,440 △418,952 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３四半期末（期末）
　　残高

※１ 1,952,220 3,323,433 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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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

 

(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

　仕掛品 

           同左

 

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  ３～20年

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。

 (1）有形固定資産

　法人税法に規定する方法

と同一の基準によっており

ます。

イ　平成19年３月31日以前

に取得したもの

 旧定額法

ロ　平成19年４月１日以降

に取得したもの 

 定額法

 

 　　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

　　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

  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
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項目
前第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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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）　　―――――

 

(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

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３四半期会計

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

　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

　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)      ――――― 

 

 

 

 

 

(3)      ――――― 

 

 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込み額のうち当第３

四半期会計期間負担額を計

上しております。

(3)      ――――― 

 

 

 (2)      ――――― 

 

 

 

 

 

(3）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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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、1,971,165千円であります。

　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。 

 ──────

 

（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。

──────

　

 

 

 

 

 

 

 

 （固定資産の減価償却方法の変更）

　平成19年度の法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する法律　平成19

年３月30日法律第６号)及び(法人税法

施行令の一部を改正する政令　平成19

年３月30日政令第83号))に伴い、平成

19年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。

　これに伴う損益への影響は軽微であ

ります。

 ──────
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(5）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18年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年９月30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  　　　　28,226千円

※１．有形固定資産の減価償却

  累計額  　　　　46,637千円

※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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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 143千円

販売支援料 5,272千円

受取利息 4,090千円

販売支援料 65,092千円

受取利息 143千円

販売支援料 14,749千円

※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 ※２．営業外費用のうち主要なもの

株式上場費用 23,025千円

株式交付費 7,690千円

株式交付費 1,308千円

   

株式上場費用 35,032千円

株式交付費 20,771千円

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

 固定資産売却損 898 千円

固定資産除却損 24,274 千円

たな卸資産除却損 1,418 千円

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 11,722千円

無形固定資産 19,208千円

有形固定資産 21,684千円

無形固定資産 23,409千円

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）

前第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に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当第３四半期会計期間
増加株式数（株）

当第３四半期会計期間
減少株式数（株）

当第３四半期会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 8,900 62,300  － 71,200

合計 8,900 62,300  － 71,200

　（注）  普通株式の株式数の増加は、１株につき８株の割合による株式分割による増加62,300株であります。
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当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30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３四半期会計期間
増加株式数（株）

当第３四半期会計期間
減少株式数（株）

当第３四半期会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 76,136 3,192   － 79,328

合計 76,136 3,192   － 79,328

　（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3,192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 

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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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３四半

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９月30日現在）

※１．現金及び現金同等物の第３四半

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９月30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 1,952,220千円

現金及び現金同等物 1,952,220千円

現金及び預金勘定 3,323,433千円

現金及び現金同等物 3,323,433千円

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
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（リース取引関係）

前第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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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３四半期

　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３四半期

　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３
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）

97,561 29,178 68,383

 

取得
価額相
当額

（千円）

減価
償却
累計額
相当額
（千円）

第３
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）

244,695 81,626 163,069

 

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

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

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 26,579千円

１年超 43,758千円

　合計 70,337千円

　１年内 73,546千円

１年超 93,905千円

　合計 167,451千円

　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 25,569千円

減価償却費相当額 23,426千円

支払利息相当額 3,518千円

支払リース料 51,628千円

減価償却費相当額 47,703千円

支払利息相当額 5,394千円

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

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３四半期会計期間末（平成18年９月30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 53,006

当第３四半期会計期間末（平成19年９月30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 53,218

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３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30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）

　　該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30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）

　　該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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 27,684円90銭

１株当たり第３四半期

純利益金額

 

13,697円06銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四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。

１株当たり純資産額 54,120円28銭

１株当たり第３四半期

純利益金額

 

10,539円67銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

 

 

10,309円37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

　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。

 

 

 

　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。
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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。

項目
前第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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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３四半期（当期）

純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益

（千円）
975,230 821,883 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３四半期

（当期）純利益（千円）
975,230 821,883 1,142,564

期中平均株式数（株） 71,200 77,980 71,502

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） － 1,742 5,257

（うち新株予約権（株）） (－) (1,742)  （5,257）

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

 新株予約権（新株予約権

の数713個）。

 

 

――――― 

 

 

 

――――― 
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（重要な後発事象）

  該当事項はありません。

(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
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30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） 4,189,893 4,828,091 5,754,637

その他部門（千円） 94,616 91,084 126,458

合計（千円） 4,284,509 4,919,175 5,881,096
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