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（百万円未満切捨て）

１．平成20年12月期第１四半期の業績（平成20年１月１日　～　平成20年３月31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 ％

20年12月期第１四半期 1,895 20.6 604 18.7 631 19.4 360 16.3

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

19年12月期 6,780 15.3 1,637 △20.5 1,702 △15.7 914 △20.0

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

20年12月期第１四半期 3,621 39 3,608 81

19年12月期第１四半期 4,003 53 3,882 11

19年12月期 11,383 75 11,185 14

(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

20年12月期第１四半期 8,702 7,442 85.5 74,818 50

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

19年12月期 8,664 7,185 82.9 72,276 03

(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

20年12月期第１四半期 326 △1,016 △79 5,671

19年12月期第１四半期 △518 △121 △54 3,048

19年12月期 368 △381 2,713 6,442

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

19年12月期 － － 1,000 00 1,000 00

20年12月期（実績） － － － －
       －     －

20年12月期（予想） － － － －

（注）平成20年12月期における配当金の額は未定とさせていただいております。

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 3,634 11.3 802 △15.5 849 △14.8 486 △14.3 4,885 40

通期 7,200 6.2 1,357 △17.1 1,442 △15.3 832 △9.0 8,363 49
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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、４ページ

【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。

２. 中間期の業績予想に関する事項につきましては、第１四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20年５月７日）公表の「中

間期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　　 （配当予想に関して）

当社が主に事業を展開するオンラインゲーム市場は、成長期にあり新規参入企業の増加とタイトルの権利獲得

競争の激化及びそれに伴う契約金の上昇等、事業環境に不確実性が存在しております。当社では、こうした状

況に柔軟に対応するため利益配分に関しては現在のところ内部留保を優先しており、配当予想は未定とさせて

いただいております。なお、配当の額はその有無を含めて平成20年12月期第３四半期決算を目途に決定次第お

知らせしてまいります。
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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１四半期における我が国の経済は、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の減速や株式・為替

市場の変動、原油価格をはじめとした各種物価上昇などの影響から、これまで景気の牽引役であった企業部門で減速懸

念が生じ、個人消費も一進一退の状況となるなど、景気回復に停滞感が見られました。

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、既存タイトルの運営に引き続き注力

をするとともに、新規タイトルの運営サービスを開始するなど中核事業の拡大に努めてまいりました。

以上の結果、当第１四半期の売上高は1,895百万円（前年同期比20.6％増）、営業利益は604百万円（前年同期比

18.7％増）、経常利益は631百万円（前年同期比19.4％増）、四半期純利益は360百万円（前年同期比16.3％増）となり

ました。

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では、当第１四半期において「レッドストーン」「シルクロードオンライン」「ミュー～

奇蹟の大地～」「天上碑」「眠らない大陸クロノス」「ＲＦ ＯＮＬＩＮＥ Ｚ」の６タイトルのＭＭＯＲＰＧ（注２）

の正式有料サービスを提供してまいりました。また平成20年３月24日より新たにＭＭＯＲＰＧ「Soul of the Ultimate 

Nation」の運営サービスを開始いたしました。

当社の主力タイトル「レッドストーン」では、昨年12月に通常の数倍の規模の広告宣伝費を投じて獲得した新規のお

客様が定着し、有料会員化したことと、期初に行った複数のキャンペーンが成功したことで当第１四半期において過去

最高の業績を達成することができました。また「シルクロードオンライン」においても、昨年７月に行ったヨーロッパ

バージョンを追加する大型アップデートの際に、獲得したお客様が継続したことにより、昨年に比べ多くの有料会員数

と高い顧客単価水準を維持することができ、当初見込みを大きく上回る業績を達成することができました。その他、当

第１四半期においては、ほぼすべてのタイトルにおいて当初見込みを上回る堅調な業績の推移が見られました

この結果、オンラインゲーム運営部門の売上高は1,870百万円（前年同期比21.6％増）となりました。

なお、新規タイトル「Soul of the Ultimate Nation」は、当第１四半期においては業績への貢献はないものの、4月

上旬には同時接続者数が１万人を突破するなど、当初見込みを大きく上回る集客に成功し、平成20年４月21日より、正

式有料サービスの提供を開始しております。

（ご参考）タイトル別売上高の状況

タイトル名

平成20年

第１四半期

実績（Ａ）

平成19年

第１四半期

実績（Ｂ）

増減額

（Ａ-Ｂ）

増減率

(％)

 レッドストーン 1,030 863 167 19.4

 シルクロードオンライン 228 164 63 38.8

 ミュー～奇蹟の大地～ 200 154 46 29.8

 天上碑 163 171 △8 △4.9

 眠らない大陸クロノス 127 185 △57 △31.1

 ＲＦ ＯＮＬＩＮＥ Ｚ 120   - 120   -

 （金額の単位：百万円）
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＜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、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まいりました。また経営資源の効率化を図るため、これまで当部門において管理

運営を行ってきたゲーム情報ポータルサイト「Gpara.com」を、平成20年２月１日をもって株式会社ジーパラドットコム

（代表取締役社長：杉村知顕）へ譲渡いたしました。

この結果、当第１四半期におけるその他部門の売上高は24百万円（前年同期比23.9％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。

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

当第１四半期末における資産、負債及び純資産の状況のうち、前事業年度末と比較し変動がある項目は主に以下のと

おりであります。

総資産の状況は前事業年度末と比較し38百万円増加し8,702百万円となりました。負債の状況は、未払金等の減少によ

り、前事業年度末と比較し218百万円減少し1,259百万円となりました。純資産の状況は事業が好調に推移した結果、前

事業年度末と比較し256百万円増加し7,442百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、5,671百万円となりました。

当第１四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１四半期において営業活動により増加した資金は326百万円となりました。税引前第１四半期純利益は619百万円

であったものの、未払金の減少156百万円と法人税等の支払による219百万円の資金の減少もあり、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1,016百万円となりました。これは、主に自社利用目的のソフト

ウェアの取得並びに昨年７月に再契約した既存タイトル「天上碑」の権利金支払いとしての無形固定資産の取得による

支出45百万円と、現預金の安定的な運用を目的とした投資有価証券の取得による支出998百万円によるものです。

（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79百万円となりました。これは、主に配当金の支払によるもの

であります。

３．業績予想に関する定性的情報

既存タイトルが堅調に推移しており、新規タイトル「Soul of the Ultimate Nation」においても正式有料サービス開

始後、当初見通しを上る好調な業績が継続しております。また販売管理費の縮小により当第１四半期の利益実績が中間

期の業績予想を超える額となっていることから、中間期の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の業績予想を上方

修正しております。

なお、当該事項が通期業績予想に与える影響は現在算定中であり、現時点においては期初に発表した業績予想を据え

置かせていただいております。

詳細につきましては、本日（平成20年５月７日）公表の「中間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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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19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  2,048,835   5,671,679   6,442,155   

２．売掛金  940,063   1,209,349   1,349,250   

３．有価証券  999,355   －   －   

４．たな卸資産  6,360   4,001   1,931   

５．その他  135,305   159,706   164,591   

　　貸倒引当金  －   △369   △410   

 流動資産合計   4,129,919 88.0  7,044,368 80.9  7,957,517 91.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 144,681   169,335   173,972   

２．無形固定資産  199,913   209,918   209,047   

３．投資その他の
　　資産

          

（1）投資有価証券  －   1,041,480   51,441   

（2）その他  220,000   237,369   272,427   

　　　　 計  220,000   1,278,850   323,868   

 固定資産合計   564,595 12.0  1,658,103 19.1  706,888 8.2

 資産合計   4,694,515 100.0  8,702,471 100.0  8,664,406 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19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  325,122   431,396   432,447   

２．未払金  314,541   299,711   473,578   

３．未払法人税等  168,014   255,637   232,549   

４．賞与引当金  －   11,460   －   

５．役員賞与引当金  －   6,940   65,000   

６．その他 ※２ 136,492   254,382   274,859   

 流動負債合計   944,170 20.1  1,259,527 14.5  1,478,434 17.1

Ⅱ　固定負債   － －  － －  － －

 負債合計   944,170 20.1  1,259,527 14.5  1,478,434 17.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   1,207,175 25.7  2,623,903 30.1  2,623,222 30.3

  ２．資本剰余金           

 （1）資本準備金  1,007,175   2,423,903   2,423,222   

   資本剰余金合計   1,007,175 21.4  2,423,903 27.8  2,423,222 27.9

  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   2,398,846   2,138,094   

   利益剰余金合計   1,533,558 32.7  2,398,846 27.6  2,138,094 24.7

 株主資本合計   3,747,908 79.8  7,446,654 85.5  7,184,539 82.9

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  △3,710 △0.0  1,432 0.0

 評価・換算差額等　
 合計

  2,435 0.1  △3,710 △0.0  1,432 0.0

 純資産合計   3,750,344 79.9  7,442,944 85.5  7,185,971 82.9

 負債純資産合計   4,694,515 100.0  8,702,471 100.0  8,664,406 100.0
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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19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19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   1,571,205 100.0  1,895,325 100.0  6,780,036 100.0

Ⅱ　売上原価   374,194 23.8  465,765 24.6  1,656,068 24.4

  売上総利益   1,197,011 76.2  1,429,560 75.4  5,123,968 75.6

Ⅲ　販売費及び
    一般管理費

  688,290 43.8  825,503 43.5  3,486,138 51.4

 営業利益   508,720 32.4  604,056 31.9  1,637,829 24.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  21,090 1.4  27,354 1.4  93,633 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  934 0.1  111 0.0  28,507 0.4

 経常利益   528,876 33.7  631,298 33.3  1,702,956 25.1

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  41 0.0  － －

Ⅶ　特別損失 ※４  － －  12,103 0.6  83,542 1.2

税引前第１四半期
（当期）純利益

  528,876 33.7  619,236 32.7  1,619,414 23.9

 法人税、住民税
 及び事業税

 163,341   250,145   700,965   

 法人税等調整額  55,910 219,251 14.0 8,915 259,060 13.7 4,288 705,253 10.4

 第１四半期
 （当期）純利益

  309,624 19.7  360,176 19.0  914,160 13.5
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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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当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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19年12月31日残高（千円） 2,623,222 2,423,222 2,423,222 2,138,094 2,138,094 7,184,539

第１四半期会計期間中の変動額       

新株の発行 681 681 681   1,362

剰余金の配当    △99,424 △99,424 △99,424

第１四半期純利益    360,176 360,176 360,176

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）

681 681 681 260,752 260,752 262,114

平成20年３月31日残高（千円） 2,623,903 2,423,903 2,423,903 2,398,846 2,398,846 7,446,654

 
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19年12月31日残高（千円） 1,432 1,432 7,185,971

第１四半期会計期間中の変動額    

新株の発行   1,362

剰余金の配当   △99,424

第１四半期純利益   360,176

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）

△5,142 △5,142 △5,142

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△5,142 △5,142 256,972

平成20年３月31日残高（千円） △3,710 △3,710 7,442,944
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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19年１月１日　至　平成19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

事業年度中の変動額       

新株の発行 1,426,247 1,426,247 1,426,247   2,852,494

剰余金の配当    △114,204 △114,204 △114,204

当期純利益    914,160 914,160 914,160

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）

1,426,247 1,426,247 1,426,247 799,956 799,956 3,652,451

平成19年12月31日残高（千円） 2,623,222 2,423,222 2,423,222 2,138,094 2,138,094 7,184,539

 
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

事業年度中の変動額    

新株の発行   2,852,494

剰余金の配当   △114,204

当期純利益   914,160

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

△1,655 △1,655 △1,655

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,655 △1,655 3,650,795

平成19年12月31日残高（千円） 1,432 1,432 7,185,971
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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19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20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19年１月１日
至　平成19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

 528,876 619,236 1,619,414

減価償却費  12,416 19,997 65,695

商標権償却  185 203 775

長期前払費用償却  67 254 389

役員賞与引当金の
増減額

 △70,000 △58,060 △5,000

賞与引当金の増減額   - 11,460  -

株式交付費  934 111 28,507

固定資産売却損    -   - 1,266

固定資産除却損    - 103 80,857

たな卸資産の除却損    -   - 1,418

貸倒引当金の増減額   - △41 410

受取利息  △946 △2,727 △4,090

売上債権の増減額  64,671 123,535 △201,265

たな卸資産の増減額  △3,741 △2,070 △731

仕入債務の増減額  △25,868 △1,050 81,456

未払金の増減額  △44,613 △156,871 162,179

未払消費税等の増減額  △86,030 24,395 △90,039

その他資産の増減額  △11,681 3,187 △22,488

その他負債の増減額  13,263 △31,312 15,272

その他  △9,876 △7,802 △1,313

小計  367,657 542,551 1,732,712

利息の受取額  946 2,727 4,090

法人税等の支払額  △887,119 △219,170 △1,368,729

 営業活動による
 キャッシュ・フロー

 △518,515 326,108 368,074
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前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20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19年１月１日
至　平成19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

    

 投資有価証券の取得
 による支出

  - △998,711  -

有形固定資産の取得　
による支出

 △99,304 △4,141 △166,447

無形固定資産の取得　
による支出

 △67,209 △45,370 △188,325

長期前払費用の取得　
による支出

  - △312 △518

敷金保証金の差入れ　
による支出

   - △164 △71,995

敷金保証金の返還　　
による収入

 45,119 32,044 46,183

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

 △121,394 △1,016,656 △381,703

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 1,251 2,823,987

配当金の支払額  △73,750 △81,178 △110,588

    財務活動による
　　キャッシュ・フロー

 △54,284 △79,927 2,713,398

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

 △694,195 △770,475 2,699,769

Ⅵ　現金及び現金同等物の
　　期首残高

 3,742,385 6,442,155 3,742,385

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　第１四半期末（期末）
　　残高

※１ 3,048,190 5,671,679 6,442,155
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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19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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

　   時価のあるもの 

　  ―――――

 

 

 

 

 

　   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。

　   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

　   時価のあるもの 

　四半期決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定）を採用しております。

　   時価のないもの 

同左

 

   ――――― 

 

(1）有価証券

   その他有価証券

     時価のあるもの 

    ―――――

 

 

 

 

 

     時価のないもの 

 同左  

 

――――― 

 

 
 

 

 
(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

商品

  個別法による原価法を採

用しております。 

仕掛品

  個別法による原価法を採

用しております。 

貯蔵品

同左

 
(2）たな卸資産   

―――――

 

 

　仕掛品 

           同左

 

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　　　　　３～18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。

 (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

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

 　 　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。 　
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項目
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報）

  法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上

しております。

  これによる営業利益、経常

利益及び税引前第１四半期純

利益への影響はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (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。

(2）無形固定資産

①  ソフトウェア

同左

(2）無形固定資産

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）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）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19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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

　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

同左

 

 

 

 (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、

支給見込額のうち当第１四

半期会計期間負担額を計上

しております。

(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

給見込額に基づき当第１四

半期会計期間負担額を計上

しております。　 

 

 (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）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

──────

　

──────

 

 （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。

表示方法の変更

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

 ──────

 

 

 （四半期貸借対照表）

 「投資その他の資産」は、前第１四半期まで、一括掲記し

ておりましたが、「投資有価証券」が資産の総額の100分の

５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前第１四半期会計期間末の「投資有価証券」の金

額は53,133千円であります。
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※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  　　　　55,814千円

※１．有形固定資産の減価償却

  累計額  　　　　48,393千円

※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19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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 946千円

販売支援料 19,630千円

受取利息 2,727千円

販売支援料 24,627千円

受取利息 4,090千円

販売支援料 88,788千円

※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

株式交付費 934千円  株式交付費 111 千円 株式交付費 28,507千円

※３．　　――――――――― ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．　　―――――――――

    貸倒引当金戻入益 41 千円    

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

 固定資産除却損 103 千円

役員死亡弔慰金 12,000 千円

   

固定資産売却損 1,266千円

固定資産除却損 80,857千円

たな卸資産除却損 1,418千円

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

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 7,560千円

無形固定資産 12,640千円

有形固定資産 30,382千円

無形固定資産 36,089千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第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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当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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） 99,424 56 － 99,480

合計 99,424 56 － 99,480

　（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56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20年３月28日

定時株主総会
普通株式 99,424 1,000 平成19年12月31日 平成20年3月31日 

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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） 76,136 23,288 － 99,424

合計 76,136 23,288 － 99,424

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加23,288株は、第三者割当増資による増加20,000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3,288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

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 

 　　　　　

 

（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20年３月28日

定時株主総会
普通株式 99,424  利益剰余金 1,000 平成19年12月31日 平成20年3月31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19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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19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20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19年12月31日現在）

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 5,671,679千円

現金及び現金同等物 5,671,679千円

現金及び預金勘定 6,442,155千円

現金及び現金同等物 6,442,155千円
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（リース取引関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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）

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）

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）

320,952 112,245 208,706

 

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）

278,423 102,570 175,852

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 60,578千円

１年超 94,956千円

　合計 155,534千円

　１年内 100,649千円

１年超 114,880千円

　合計 215,529千円

　１年内 84,328千円

　１年超 97,681千円

　合計 182,009千円

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 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 26,277千円

減価償却費相当額 24,665千円

支払利息相当額 2,278千円

支払リース料 72,581千円

減価償却費相当額 68,647千円

支払利息相当額 7,178千円

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

当第１四半期会計期間末（平成20年３月31日現在）

  １．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

外国投資信託（円建） 998,711 998,711 －

合計 998,711 998,711 －

（注）当第１四半期会計期間末（平成20年３月31日）に取得したため、取得原価と四半期貸借対照表計上額が同額とな

　　　っております。

　２．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 42,769

前事業年度末（平成19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 51,441

（デリバティブ取引関係）

前第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。

当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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19年１月１日　至　平成19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。

当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

　　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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。

当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

　　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19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19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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 74,818円50銭

１株当たり第１四半期

純利益金額

 

3,621円39銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

 

 

3,608円81銭

１株当たり純資産額 72,276円03銭

１株当たり当期純利益

金額

 

11,383円75銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額　

　

 

11,185円14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。
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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。

項目
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19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）
309,624 360,176 914,160

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）
309,624 360,176 914,160

期中平均株式数（株） 77,338 99,458 80,304

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） 2,419 347 1,426

（うち新株予約権（株））  (2,419)  (347)  (1,426)

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(当

期)純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

  ―――――

 

――――― 

 

 

 

――――― 
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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）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

オンラインゲーム運営部門（千円） 1,538,877 1,870,725 6,662,841

その他部門（千円） 32,328 24,600 117,195

合計（千円） 1,571,205 1,895,325 6,780,036

 （注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。
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