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１．平成20年６月中間期の業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 3,704 13.5 1,013 6.8 1,062 6.6 572 1.0

19年６月中間期 3,264 21.4 949 △9.7 996 △4.4 567 △6.2

19年12月期 6,780 － 1,637 － 1,702 － 914 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月中間期 5,757 40 5,738 77

19年６月中間期 7,297 79 7,113 87

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６月中間期 9,045 7,660 84.7 76,921 44

19年６月中間期 5,240 4,012 76.6 51,316 11

19年12月期 8,664 7,185 82.9 72,276 03

（参考）自己資本 20年６月中間期 7,658百万円 19年６月中間期 4,012百万円 19年12月期 7,185百万円

(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６月中間期 765 △2,101 △95 5,010

19年６月中間期 △69 △183 △88 3,401

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 － － － －
       －     －

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 7,200 6.2 1,357 △17.1 1,442 △15.3 832 △9.0 8,356 77
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年６月中間期 99,560株 19年６月中間期 78,184株 19年12月期 99,424株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 －株 19年６月中間期 －株 19年12月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　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）

　本資料に掲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については、３ページ「１.経営成績（１）経営成績

に関する分析」をご覧ください。

（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、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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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間会計期間の経営成績

当中間会計期間（平成20年１月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を

発した国際的な金融市場の混乱や、原油等の資源価格、原材料価格の高騰の影響などにより、個人消費の伸び悩みや

企業収益の改善に足踏みが見られるなど、景気の先行きに不透明感が増す状況になりました。

当社が事業を展開する日本のオンラインゲーム市場は、日本オンラインゲーム協会より発表された「オンラインゲー

ム市場調査レポート2008」によると、ゲームユーザーアカウント数は平成18年の4,198万アカウントから平成19年の

5,905万アカウントへと、市場規模は平成18年の1,015億円から平成19年の1,121億円へと拡大を継続しており、当年に

おきましても引き続き成長を維持しております。一方で、オンラインゲームの運営サービスを提供する企業の数は、

平成18年の128社から平成19年には114社へと減少しており、平成19年にサービスを停止したPC向けオンラインゲーム

タイトルの数は過去最高の73タイトルに上るなど、市場規模拡大の一方で企業の撤退及びタイトルのサービス停止な

ど淘汰が進んでおります。

こうした状況の下、当社は、「既存事業の安定成長」と「事業領域拡大による急成長」の実現を目的とした中期経

営計画に基づき、既存の主力事業であるオンラインゲーム運営サービスの質の向上と新規タイトルの獲得に注力する

と同時に、NeoWiz Japan株式会社（以下、「NeoWiz Japan」）を吸収合併することで、事業領域拡大の一環として検

討を進めてきたオンラインゲームポータルサイト事業進出への足掛かりを構築してまいりました。

以上の結果、当中間会計期間の売上高は、オンラインゲーム運営部門が伸長し3,704百万円（前年同期比13.5％増）、

営業利益は1,013百万円（同6.8％増）、経常利益は1,062百万円（同6.6％増）となりました。また、株式会社タイトー

と行ってきたＳＮＳの共同開発の中止等により特別損失55百万円を計上したものの、中間純利益は、572百万円（同

1.0％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＞

主力であるオンラインゲーム運営部門においては、４月21日より新規タイトル「Soul of the Ultimate Nation」の

正式有料サービスを開始し、合計７タイトルのオンラインゲームの正式有料サービスを提供してまいりました。

オンラインゲーム市場は競争過多により厳しさが増しているものの、新規タイトル「Soul of the Ultimate 

Nation」は、運営サービス開始後、２週間で同時接続者数が１万人を超えるなど大変好評を博しており、本タイトル

の投入により当社全体の会員数が底上げされ、業績が向上しております。

また、既存タイトルに関しては、当第２四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）に、すべてのタイトルに

おいて大型のアップデートを行い業績の維持向上に努めてまいりました。特に「レッドストーン」「シルクロードオ

ンライン」「ＲＦ ＯＮＬＩＮＥ Ｚ」の業績は昨年対比で向上しており、全体の業績を牽引いたしました。また、低

調に推移しておりました「眠らない大陸クロノス」においても、中上級者向け販売アイテムのリニューアルにより既

存顧客の需要が喚起され、当第２四半期後半より業績は、回復基調を取り戻してきております。

この結果、オンラインゲーム運営部門の売上高は3,652百万円（前年同期比14.1％増）と予想を上回る実績を達成す

ることができました。

また、新規タイトルの獲得に関して、ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーション（以下、「ネオウィズ・ゲーム

ズ」）との間で、ＦＰＳ（注１）「Ａ.Ｖ.Ａ」、オンラインアクションゲーム「ＷＡＲＬＯＲＤ」の２つの新規タイ

トルに関するライセンス契約を締結し、さらには、ネオウィズ・ゲームズと提携関係にあるエレクトロニック・アー

ツ社（以下「EA」）との間で、オンラインサッカーゲーム「EA SPORTS FIFA Online ２」、オンラインバスケットボー

ルゲーム「NBA Street Online」の２タイトルのライセンス契約を締結するなど、ネオウィズ・ゲームズとの戦略的資

本業務提携が功を奏しております。

これらの４つのタイトルはいずれも高い認知度、ブランド力を持つタイトルであり、当社にとって新しいジャンル

のゲームであることから、現在ＭＭＯＲＰＧ（注２）が中心となっている当社ゲームポートフォリオの多角化を図る

ことができ、今後、より幅広い層のお客様に向けて、一層充実したサービスの提供が可能になっていくものと考えて

おります。
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（ご参考）タイトル別売上高の状況

タイトル名

平成20年

中間期実績

（Ａ）

平成19年

中間期実績

（Ｂ）

増減額

（Ａ-Ｂ）

増減率

（％）

レッドストーン 1,905 1,709 196 11.5

シルクロードオンライン 428 319 108 34.0

ミュー～奇蹟の大地～ 378 473 △94 △20.0

天上碑 316 331 △15 △4.6

眠らない大陸クロノス 249 335 △85 △25.6

ＲＦ ＯＮＬＩＮＥ Ｚ 232 30 202 666.8

Soul of the Ultimate Nation 140 － 140 －

　（金額の単位：百万円）

＜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、ライセンスを利用したキャ

ラクターグッズ制作販売等の商品化権事業を行ってまいりました。

この結果、当中間会計期間における、その他部門の売上高は51百万円（前年同期比19.9％減）となりました。

（注１）「ＦＰＳ」とは、「First Person Shooting Game」（一人称視点シューティングゲーム）の略称であります。

（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通期の見通し

当中間会計期間における業績は、その他部門が当初見込みを下回り推移しているものの、オンラインゲーム運営部

門において主力タイトルである「レッドストーン」が予想を大きく上回る業績を達成したことから、全体の業績とし

ては、概ね平成20年５月７日発表の見通しどおりに推移いたしました。なお、通期の見通しに関しては、新規タイト

ルのサービス開始時期や吸収合併により取得したNeoWiz Japanの事業の影響等を考慮し、現時点におきましては期初

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。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当中間会計期間末における資産、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、吸収合併、新規タイトルの獲得、投資有価証券の取得に伴い現金及び預金が減少し、固定資産全

般が増加いたしました。また、吸収合併をしたNeoWiz Japanから引継いだ繰越欠損金に対して税効果会計を適用し繰

延税金資産を計上したことにより総資産の額は前事業年度末と比較し381百万円増加し9,045百万円となりました。負

債の状況は、吸収合併によりNeoWiz Japanの負債を引き継いだことで短期借入金が300百万円増加しておりますが、未

払金並びに未払法人税等の減少により前事業年度末と比較し93百万円減少し1,385百万円となりました。純資産の状況

は好調に推移する事業業績を受け474百万円増加し7,660百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、前事業年度末に比べ

1,431百万円減少し5,010百万円となりました。

当中間会計期間末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とおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において営業活動により獲得した資金は、765百万円となりました。これは主に、税引前中間純利益

が1,007百万円であったものの、未払金の減少180百万円、法人税等の支払額219百万円等に伴う資金減少によるもので

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において投資活動により支出した資金は、2,101百万円となりました。これは主に、NeoWiz Japanの

吸収合併による支出832百万円、投資有価証券の取得による支出998百万円、新規タイトルの獲得をはじめとした無形

固定資産の取得による支出199百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において財務活動により減少した資金は、95百万円となりました。これは主に、配当金の支払によ

るものであります。

当社のキャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。

 平成18年12月期 平成19年12月期
平成20年12月

中間期

自己資本比率（％） 64.6 82.9 84.7

時価ベースの自己資本比率（％） 654.3 203.1 148.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － 19.6

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

（注１）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注２）当社には、平成18年12月期及び平成19年12月期において有利子負債はありませんので当該期間におけるキャッ

シュ・フロー対有利子負債比率は記載しておりません。

（注３）有利子負債は、中間貸借対照表に計上されている負債のうち利子の支払いが伴う全ての負債を対象としておりま

す。

（注４）当中間会計期間においては、利払いが生じておりませんので、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載してお

りません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社が主に事業を展開するオンラインゲーム市場は、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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(4) 事業等のリスク

当社の経営成績、財政状態及び株価等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク要因を次のとおり

記載しております。また、当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上、ある

いは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から

記載しております。

なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生時の対応に努力する方針であ

りますが、当社の経営状況、将来の事業についての判断及び当社の株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本

資料中の本項以外の記載も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の事項は

当社株式への投資に関するリスクのすべてを網羅するものではありません。

本項においては、将来に関する事項が一部含まれておりますが、当該事項は本資料発表日現在において判断したも

のであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

①事業戦略に関するリスク

(a）会員数獲得について

本資料発表日現在、当社が正式有料サービスを行っているオンラインゲームはすべてＭＭＯＲＰＧと呼ばれるジャ

ンルのゲームであり、そのゲーム性や、参加者同士がゲーム内で「チャット」と呼ばれる会話が行えるなど、コミュ

ニティツールとしても楽しむことができるという特徴を有しております。

当社は運営する各タイトルの人気を維持、向上させるため、イベントの開催や各種宣伝広告、ゲームプログラム

のバージョンアップによるキャラクターやマップ、イベントの追加等を行っております。しかしながら当社の計画

どおりに会員数の増加等が見込めない場合、当社の業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

(b) 新規タイトル獲得について

当社は本資料発表日現在において計７タイトルのオンラインゲームの正式有料サービスを展開しております。今

後につきましても幅広いユーザー層を取り込み、事業拡大及び業績の安定化を図るために、更なる運営タイトルの

拡充を目指す方針であります。

当社は新規タイトルの獲得に関しては事前の調査を含め慎重なリスク管理を行っておりますが、市場にある優良

タイトルが限られる中での権利獲得競争及びそれに伴う契約金の上昇等により、タイトル獲得が予定どおりに進ま

ない可能性があります。またタイトル獲得後のゲームプログラム開発や会員登録が計画どおりに進まない場合、当

社の業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

(c) 債権回収について

当社のオンラインゲーム運営事業は、主にＳＢＩベリトランス株式会社に決済の代行を委託しており、各ゲーム

タイトルの課金システムと決済代行会社の決済システムを繋ぐことにより、データの受け渡しを行っております。

当社は、決済を外部委託することによって事務作業を軽減しており、委託先には決済代行事務に対する手数料を

支払っております。

当社では、社内の課金システムデータと決済代行会社からの報告等を確認した上で手数料を支払っておりますが、

何らかの原因により報告内容に誤りがあった場合、インターネット上のデータ管理に問題が発生した場合、決済代

行会社が経営不振に陥った場合、その他不測の事態が起こった場合には回収不能債権が発生し、当社の業績及び今

後の事業展開に影響を与える可能性があります。

(d) 初期投資の回収について

当社は、ライセンサー(注１）と契約を締結し、ライセンス許諾を受けることで日本国内におけるオンラインゲー

ム運営事業を営んでおります。こういった事業の特性上、ライセンス取得時にその対価を支払うケースがほとんど

であり、先行投資としての資金が必要となります。

投資回収は、ゲーム運営がベータサービス(注２）を終了し、正式有料サービスとなった時点から始まります。そ

のため、売上が予定どおりに増加しない場合、又は何らかの理由により正式有料サービスが開始できない場合等に

は、投資回収を終えるまでの期間が長期化することとなり、当社の業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性

があります。

(注１）本資料でいう「ライセンサー」とは、オンラインゲームの開発・運営等について、著作権・販売権等を所有し

ている各社の総称であります。

(注２）本資料でいう「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。
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(e) インターネットカフェビジネスについて

当社は、インターネットカフェ等へのソフトウェアライセンス許諾について、販売代理店を通じて営業活動を行っ

ております。しかしながら、販売代理店が競合他社及び競合タイトルを優先的に扱うことも考えられ、そのような

場合には、当社の業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

(f）オリジナルタイトルの共同開発について

当社は更なる事業拡大のため、新規タイトルの獲得とともに、オリジナルタイトルの共同開発を行っております。

しかしながらオリジナルタイトルの共同開発が計画どおりに進まない場合、又はオリジナルタイトルが完成し、サー

ビスを開始したものの、予定どおりに会員の獲得ができない場合等には、当社の業績及び今後の事業展開に影響を

与える可能性があります。

(g）特定タイトルへの依存について

当社は、本資料発表日現在において、主力タイトル「レッドストーン」を初めとした７つのオンラインゲームの

正式有料サービスを行っております。当中間会計期間の売上高に占める「レッドストーン」の割合は、51.4％となっ

ており、当社の業績は当該タイトルへ依存しております。そのため、当該契約内容に重要な変更が生じた場合や契

約の解除もしくは契約の更新がされず期間が満了した場合には、当社の業績及び今後の事業展開に影響を与える可

能性があります。

(h）新規事業について

当社は、主力事業であるオンラインゲーム運営サービスの周辺事業として、今後ゲームポータルサイト等の新規

事業展開を予定しております。また、モバイルや家庭用ゲーム機等の新たなプラットフォームや海外市場への事業

領域の拡大を予定しております。

当社は、当社を取り巻く事業環境、並びに当社の優位性を考慮し、仮説・検証を重ねた上で新規事業への取り組

みを開始しておりますが、当初の計画とおり新規事業の収益化の目処が立たなかった場合は、当社の業績及び今後

の事業展開に影響を与える可能性があります。

② ライセンサーに関するリスク

(a) ライセンス契約について

当社のオンラインゲームは、各ライセンサーより、日本国内におけるゲーム運営等に関してライセンス許諾を得

て運営しております。ライセンサーと当社の関係は良好であり、契約期間満了後も継続してライセンス許諾を得る

ことを予定しております。

しかしながらライセンサーからの契約内容の変更、更新の拒絶、あるいはライセンサーの経営不振、開発人員の

流出等により、現在当社が提供しております各オンラインゲームの運営サービスが継続できなくなった場合には、

当社の業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

(b) オンラインゲーム開発について

当社は、ゲームプログラムを含めたリソースについて日本版ローカライズ(注）等の開発・変更を、開発元に依頼

しております。通常は各開発元と連絡及びスケジュール管理を密にしながら開発を進めておりますが、開発自体は

開発元へ依存せざるを得ない状況の中、予定どおりに開発が進まない場合も想定されます。このような場合には、

作業の進捗が当社の業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

（注）本資料でいう「ローカライズ」とは、海外で開発・運営されているオンラインゲームについて、当社が積み重

ねている独自のノウハウを活かして、日本市場向けに言語の翻訳をし、さらに開発元と共同で、日本のユーザー

の趣向に合うように国や地域における文化の違い等に対する修正、加工及び改良を行う作業の総称であります。
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③ 事業環境に関するリスク

(a) オンラインゲーム市場について

オンラインゲーム市場は、ブロードバンドの普及によりインフラ整備がより一層進み、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、その周辺ビジネスも含め、市場は拡大基調を継続しております。

今後もオンラインゲームが有力なコンテンツとして注目を浴び需要が喚起されることにより、引き続き成長を継続

することが期待されておりますが、今後の市場動向について、予測どおりに市場規模が成長しない場合、また、今

後オンラインゲーム市場に対して、現段階では予測し得ない法的規制が新たに整備された場合等には、当社の業績

及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

(b) 競合及び新規参入について

オンラインゲーム事業は、その市場が堅調に拡大しているものと思われます。そのため、既存のコンシューマー

ゲーム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、諸外国からの日本市場への新規参入が相次いでお

り、競合会社が多数存在している状況であります。

オンラインゲームはその特性として、コンテンツを中心としたユーザー同士のコミュニティが形成される場合が

多く、コミュニティとのつながりが強いほどコンテンツへの参加継続性も強いと考えられます。このため、いかに

してユーザーを確保し続けるかがポイントであり、市場参入時期が早いほどユーザーの獲得が行いやすいという先

行者メリットがあると考えられます。

またオンラインゲーム事業は、コンシューマーゲームの販売と異なり、サービス能力が大きく問われる事業であ

ります。ゲーム内のユーザーサポート、コミュニティの運営能力やプログラムのアップデート、サーバ運営、プロ

モーション等、様々なサービスで競合他社との運営能力に差が出てくる可能性があります。こういった運営能力は

様々な経験を積み、ノウハウを蓄積することで向上するものと考えられ、サービス面においても先行者のメリット

が大きいものと思われます。

このような状況の中で、当社は、新規タイトルの獲得による幅広いユーザー層の取り込みと、更なる運営ノウハ

ウの蓄積により、ユーザー数の維持、向上を目指し、競合他社との差別化を図っていく方針であります。しかしな

がら、当社が先行者メリットによるユーザー数の維持、新たなタイトルの獲得及びサービス提供ができない場合に

は、当社の業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

(c) オンラインゲームにおける不正行為について

オンラインゲームの運営におきましては、一部ユーザー及び第三者によるゲーム内通貨、アイテム及びアカウン

ト等の不正な方法での入手、利用及び譲渡等の不正行為が発生しており、業界全体の課題となっております。当社

といたしましては、このような不正行為は意図するところではなく、利用規約での禁止を始め、セキュリティシス

テムの導入、ユーザーへの啓蒙、違反者への厳正な措置等の対策を行っております。しかしながら、不正行為の種

類は多種多様であり、これらの対策は必ずしも万全ではなく、上記のような不正行為が当社運営のオンラインゲー

ムへの評判及び当社の業績に影響を与える可能性があります。

(d) 技術革新について

インターネット関連分野においては、日々新しい技術の開発が進められております。オンラインゲーム事業にお

きましても、ネットワーク技術をはじめとする様々な専門技術に密接に関連しながら運営を行っており、著しいス

ピードで進化するこれらの技術に積極的に対応をしております。しかしながら、今後においてもタイムリーに新技

術を導入できる保証はなく、これらへの対応が遅れた場合、当社の有する技術の陳腐化等が発生し、当社の業績及

び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

(e) システムトラブルについて

当社は、オンラインゲームの運営に際し、サーバを利用してサービス提供を行っております。運用に際しては安

全性を重視したネットワーク及びセキュリティシステムを構築し、24時間のサーバ監視をはじめ、セキュリティ対

策ソフト及びシステムの積極的な導入を続けております。しかしながら、地震等の自然災害、火災、電力供給の停

止、コンピュータウィルス、通信トラブル、第三者による不正行為、サーバへの過剰負荷等、あらゆる原因により

サーバ及びシステムが正常に稼動できなくなった場合、当社の営業が停止する可能性があります。このような状況

が発生した場合、当社サービスへの信頼低下、損害賠償請求等により、当社の業績及び今後の事業展開に影響を与

える可能性があります。
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(f) 知的財産権について

当社は、第三者の保有する知的財産権のライセンスを受けて事業展開を行っているため、第三者の知的財産権を

侵害しないように特に留意しております。

当社では、ライセンス取得の検討段階において様々な調査を行うとともに、ライセンサーとの契約において、第

三者の権利侵害を為していない旨の保証と責任を条項に組み込むことで、当社の事業運営が安全に行われるよう留

意しており、本資料発表日現在、当社において知的財産権に関する係争は発生しておりません。

しかしながら、特許権等の知的財産権が当社の事業にどのように適用されるかをすべて正確に想定し、調査する

ことは困難であり、万一当社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者より損害賠償請求及び使用差

し止め等の訴えを起こされる可能性、並びに当該知的財産権に関する対価の支払い等が発生する可能性があります。

このような場合には、当社の業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

(g) 個人情報の管理について

当社は、個人を顧客とするＢtoＣモデルの事業を展開しており、そのために取得、管理する個人情報も相当数に

上ります。これらの個人情報は当社サーバ内に格納され、可能な限りセキュリティ体制に注意を払い、管理を行なっ

ております。

今後につきましても継続的にセキュリティ強化対策を行い、個人情報が流出しないよう細心の注意を払ってまい

りますが、個人情報等の流出が発覚した場合には、当社への損害賠償請求や信用の低下、会員の退会等により、当

社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

④ 事業体制に関するリスク

人材の確保と育成について

当社が今後、事業の拡大及び多様化を図り、成長していくためには、優秀な人材を確保、育成していくことが必

要であると考えております。特に主力事業でありますオンラインゲーム運営事業につきましては、オンラインゲー

ムに携わったことのある経験者が比較的少ないため、優秀な人材の確保及び育成は当社の重要課題のひとつであり

ます。

このような状況の中、当社は優秀な人材を獲得、育成するために今後も努力を続けていく所存でありますが、適

切な人材確保及び人員配置が予定どおり進まなかった場合、また人材の流出が発生した場合には、当社の業績及び

今後の事業展開に影響を与える可能性があります。

⑤ 大株主との関係

ネオウィズ・ゲームズ並びに株式会社ゲームホールディングス（以下、「ゲームホールディングス」）の影響につ

いて

ネオウィズ・ゲームズは、純粋持株会社であるネオウィズ・コーポレーション（本社：韓国ソウル市）の関連会

社としてオンラインゲームのポータルサービスを主要事業として行っており、オンラインゲームポータルの

「Pmang」を通じて、カード類ゲーム、カジュアルゲーム、その他オンラインゲーム等を提供しています。

また、平成19年４月には、グローバル・ゲーム会社であるEAと戦略的提携を結び、EAの100％子会社である

Electronic Arts Nederland B.V.から約1,000億ウォンの資金提供を受け、ゲーム開発及び配給に関して共同事業を

展開しており、オンラインゲーム先進国である韓国において確固たる地位を確立しております。さらに、ネオウィ

ズグループは、平成17年以降、ゲーム開発会社を買収し、オンラインゲームの自社開発能力を強化しております。

ゲームホールディングスは私募投資専門会社であり、TStone Corporation（本社：韓国ソウル市、以下

「TStone」）（注１）がゼネラルパートナーを務めその事業の運営・管理を行っているデジタルコンバージェンス

バイアウトファンド（Digital Convergence Buyout Fund、以下「DCB ファンド」）（注２）の100％子会社として、

韓国間接投資資産運用業法に基づき設立された特別目的会社であります。　

当社は、両社とのパートナーシップにより事業戦略及び財務戦略上の優位性を獲得することができることから、

企業価値及び株主価値の増大を図ることを目的として、両社との戦略的資本業務提携契約を締結しております。

この戦略的資本業務提携により、当中間会計期間末現在、ネオウィズ・ゲームズは、当社の発行済株式総数の

34.22％を持つ当社の筆頭株主となり、ゲームホールディングスは、当社の発行済株式総数の25.85％を持つ当社の

第２位の主要株主となっております。当社は自ら経営責任を負い、独立して経営を行っておりますが、これら株主

が共同で議決権を行使する場合、当社株主総会決議において相当の影響力を行使することが可能な状況にあります。

(注１）TStoneは、韓国商法に基づき設立された韓国のプライベート・エクイティ投資会社であり、特に昨今躍進のめ

ざましいデジタル分野に対する投資に重点をおいており、投資先の企業価値の向上に優れた実績を残しており

ます。
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(注２）DCBファンドは、韓国を拠点とし、約1,000億ウォンのファンド規模を持っております。同ファンドは、韓国政

府系機関を含む韓国の代表的な資産運用機関３社から出資を受けており、オンラインゲーム・携帯ゲーム・デ

ジタル娯楽コンテンツ・情報コンテンツ・デジタルインフラ・デジタル技術等、デジタルコンテンツ産業に従

事する会社に対する株式投資を行っております。

⑥ 資本政策に関するリスク

調達資金の使途について

当社は、平成18年12月の公募増資と、平成19年11月の第三者割当増資により資金調達を行っております。調達資

金の使途については、当社主力事業でありますオンラインゲーム事業において新規タイトルの獲得及び自社タイト

ルの開発、将来的に当社とシナジー効果が見込まれるようなオンラインゲーム事業会社や優良な技術を持った企業、

並びにオリジナルタイトルを開発するためのゲーム開発スタジオ等への投資と、オンラインゲーム周辺ビジネスを

含め、当社との新規事業を検討できる企業等への投資に充当する予定であります。しかし、事業環境によっては、

これらの施策が投資に見合う効果が得られる保証はありません。このような場合には、当社の業績及び今後の事業

展開に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
当社は、親会社、子会社及び関連会社を有しておりませんが、ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーション並びに株式会

社ゲームホールディングスの関連会社にあたり、各社はその他の関係会社となります。各社の状況は以下のとおりであり

ます。

名称 住所 資本金
主要な事業

の内容

議決権の

被所有割合（％）
関係内容

（その他の関係会社）

ネオウィズ・ゲームズ・

コーポレーション

（注１）

韓国

ソウル市
4,997百万ウォン

オンラインゲーム

の開発及び運営
34.22

当社との資本業務

提携及び当社への

オンラインゲーム

ライセンス提供あ

り

（その他の関係会社）

株式会社ゲームホール

ディングス

（注２）

韓国

ソウル市
51百万ウォン

当社の株式の

取得及び保有
25.85

当社との資本業務

提携あり

 

（注１）ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーションは、韓国KOSDAQへ株式を公開しております。

（注２）株式会社ゲームホールディングスは、有価証券届出書及び有価証券報告書を提出しておりません。

 

［事業系統図］

（注１）その他の関係会社であります。

（注２）当社のオンラインゲーム事業は、決済代行会社に決済の代行を委託しており、各ゲームタイトルの課金シ

ステムと決済代行会社の決済システムを繋ぐことにより、データの受け渡しを行っております。当社は、

決済を外部委託することによって事務作業を軽減しており、委託先には決済代行事務に対する手数料を支

払っております。
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３．経営方針
平成19年12月期決算短信（平成20年２月５日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略して

おります。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ（決算・適時開示情報））

http://www.gameon.co.jp/investors/results/index.asp

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
対前中間
期比

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
（％）

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  3,401,570   5,010,868    6,442,155   

２．売掛金  1,053,902   1,295,213    1,349,250   

３．たな卸資産  3,193   9,221    1,931   

４．繰延税金資産  －   549,482    70,014   

５．その他  184,266   242,470    94,576   

　　貸倒引当金  △1,246   △434    △410   

流動資産合計   4,641,686 88.6  7,106,823 78.6 2,465,136  7,957,517 91.8

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１ 143,380   201,949    173,972   

２．無形固定資産  187,183   382,232    209,047   

３．投資その他の資産            

（1）投資有価証券  －   1,043,587    51,441   

（2）その他  268,299   310,842    272,427   

計  268,299   1,354,429    323,868   

固定資産合計   598,863 11.4  1,938,611 21.4 1,339,747  706,888 8.2

資産合計   5,240,550 100.0  9,045,434 100.0 3,804,884  8,664,406 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  373,816   403,618    432,447   

２．短期借入金  －   300,000    －   

３．未払金  290,390   264,247    473,578   

４．未払法人税等  409,022   16,394    232,549   

５．賞与引当金　  50,000   85,920    －   

６．役員賞与引当金　  －   35,880    65,000   

７．その他 ※２ 105,223   278,971    274,859   

流動負債合計   1,228,451 23.4  1,385,032 15.3 156,580  1,478,434 17.1

負債合計   1,228,451 23.4  1,385,032 15.3 156,580  1,478,434 17.1

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,208,275 23.1  2,624,633 29.0 1,416,358  2,623,222 30.3

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  1,008,275   2,424,633    2,423,222   

資本剰余金合計   1,008,275 19.2  2,424,633 26.8 1,416,358  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  1,791,205   2,611,491    2,138,094   

利益剰余金合計   1,791,205 34.2  2,611,491 28.9 820,285  2,138,094 24.7

株主資本合計   4,007,755 76.5  7,660,759 84.7 3,653,003  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

  4,342 0.1  △2,461 △0.0 △6,803  1,432 0.0

評価・換算差額等
合計

  4,342 0.1  △2,461 △0.0 △6,803  1,432 0.0

Ⅲ　新株予約権   － －  2,104 0.0 2,104  － －

純資産合計   4,012,098 76.6  7,660,402 84.7 3,648,303  7,185,971 82.9

負債純資産合計   5,240,550 100.0  9,045,434 100.0 3,804,884  8,664,406 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,264,562 100.0  3,704,161 100.0 439,599  6,780,036 100.0

Ⅱ　売上原価   795,681 24.4  919,677 24.8 123,995  1,656,068 24.4

売上総利益   2,468,880 75.6  2,784,484 75.2 315,603  5,123,968 75.6

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

  1,519,379 46.5  1,770,834 47.8 251,454  3,486,138 51.4

営業利益   949,501 29.1  1,013,650 27.4 64,148  1,637,829 24.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  47,912 1.5  49,598 1.3 1,685  93,633 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  1,011 0.1  672 0.0 △339  28,507 0.4

経常利益   996,402 30.5  1,062,576 28.7 66,173  1,702,956 25.1

Ⅵ　特別損失 ※３  25,801 0.8  55,575 1.5 29,774  83,542 1.2

　  税引前中間
   （当期）純利益

  970,600 29.7  1,007,000 27.2 36,399  1,619,414 23.9

    法人税、住民税及び
事業税

 399,339   1,900    700,965   

　　法人税等調整額  3,989 403,328 12.3 432,279 434,179 11.7 30,851 4,288 705,253 10.4

　　中間（当期）純利益   567,272 17.4  572,820 15.5 5,548  914,160 13.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６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

中間会計期間中の変動額       

新株の発行 11,300 11,300 11,300   22,600

剰余金の配当    △114,204 △114,204 △114,204

  中間純利益    567,272 567,272 567,272

株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額
（純額）

      

中間会計期間中の変動額合計（千円） 11,300 11,300 11,300 453,068 453,068 475,668

平成19年６月30日残高（千円） 1,208,275 1,008,275 1,008,275 1,791,205 1,791,205 4,007,755

 
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

中間会計期間中の変動額    

新株の発行   22,600

剰余金の配当   △114,204

  中間純利益   567,272

株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額
（純額）

1,254 1,254 1,254

中間会計期間中の変動額合計（千円） 1,254 1,254 476,922

平成19年６月30日残高（千円） 4,342 4,342 4,012,098
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当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６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

中間会計期間中の変動額       

新株の発行 1,411 1,411 1,411   2,823

剰余金の配当    △99,424 △99,424 △99,424

  中間純利益    572,820 572,820 572,820

株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額
（純額）

      

中間会計期間中の変動額合計（千円） 1,411 1,411 1,411 473,396 473,396 476,219

平成20年６月30日残高（千円） 2,624,633 2,424,633 2,424,633 2,611,491 2,611,491 7,660,759

 

評価・換算差額等

新株予約権 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

中間会計期間中の変動額     

新株の発行    2,823

剰余金の配当    △99,424

  中間純利益    572,820

株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額
（純額）

△3,893 △3,893 2,104 △1,789

中間会計期間中の変動額合計（千円） △3,893 △3,893 2,104 474,430

平成20年６月30日残高（千円） △2,461 △2,461 2,104 7,660,402
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前事業年度の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

その他利益

資本剰余金 剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益 合計

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）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

対前中間期比

前事業年度の
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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

     

税引前中間（当期）
純利益

 970,600 1,007,000  1,619,414

減価償却費  26,059 52,467  65,695

のれん償却　  － 1,086  －

商標権償却  382 396  775

長期前払費用償却  224 366  389

役員賞与引当金の増
減額

 △70,000 △29,120  △5,000

賞与引当金の増減額  50,000 85,920  －

株式交付費  1,011 312  28,507

固定資産売却損  898 －  1,266

固定資産除却損  23,484 31,729  80,857

たな卸資産除却損  1,418 －  1,418

貸倒引当金の増減額  1,246 24  410

受取利息  △947 △2,852  △4,090

売上債権の増減額  △48,511 77,998  △201,265

たな卸資産の増減額  △1,993 △7,290  △731

仕入債務の増減額  22,825 △28,828  81,456

未払金の増減額  △32,029 △180,160  162,179

未払消費税等の増減
額

 △90,630 11,578  △90,039

その他資産の増減額  △18,909 △13,252  △22,488

その他負債の増減額  △13,305 △26,733  15,272

その他  △4,839 787  △1,313

小計  816,984 981,428 164,443 1,732,712

利息の受取額  947 2,852  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

 △69,187 765,110 834,298 368,074
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前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

対前中間期比

前事業年度の
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）
増減

（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

 △109,161 △4,984  △166,447

無形固定資産の取得に
よる支出

 △82,903 △199,772  △188,325

貸付けによる支出　  － △100,000  －

貸付金の回収に
よる収入　

 － 4,166  －

長期前払費用の取得に
よる支出

 △176 △500  △518

敷金保証金の差入れに
よる支出

 △35,914 △742  △71,995

敷金保証金の返還に
よる収入

 45,449 32,103  46,183

その他投資の取得に
よる支出

 △600 －  △600

合併による支出　 ※２ － △832,700  －

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △183,306 △2,101,141 △1,917,835 △381,703

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

株式の発行に伴う
収入

 21,588 2,510  2,823,987

配当金の支払額  △109,909 △97,766  △110,588

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △88,320 △95,255 △6,934 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

 △340,814 △1,431,286 △1,090,471 2,699,769

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 3,742,385 6,442,155 2,699,769 3,742,385

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 3,401,570 5,010,868 1,609,297 6,442,155
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間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

―――――

 

 

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

商品

　個別法による原価法を採用して

おります。

仕掛品

同左

(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。

貯蔵品 

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

　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

(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

(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。

　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。

　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。

（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

及び税引前中間純利益への影響は

ありません。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 

 

 

(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

 

 

 

 

 

 

 

 　　

　また、取得価格が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

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　―――――

　

 

③　その他の無形固定資産

　定額法を採用しております。

②　のれん

　投資効果の発現する期間で均

等償却を行っております。

③　その他の無形固定資産

同左

②　―――――

 

　

③　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

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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(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

うち当中間会計期間負担額を計上

しております。

(2) 賞与引当金 

同左

(2)  ―――――

　

 

 

(3)  ―――――

 

(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

づき当中間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．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）

における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左 同左

６．その他中間財務諸表

（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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。

―――――――――― （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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表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日）

────── （中間貸借対照表）

　「繰延税金資産」は、前中間会計期間まで、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において

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、前中間会計期間末の流動資産に含まれる「繰延税金資産」

の金額は93,269千円であります。 

 

　「投資その他の資産」は、前中間会計期間まで、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、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は56,348千

円であります。 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30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 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

38,862千円       136,056千円       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．―――――

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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 947千円

販売支援料 44,485千円

受取利息    2,852千円

販売支援料    46,325千円

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 1,011千円

  

株式交付費 312千円

為替差損 360千円

株式交付費 28,507千円

※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 ※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 23,484千円

たな卸資産除却損 1,418千円

固定資産除却損    31,729千円

移転関連費用    11,846千円

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

　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 13,859千円

無形固定資産 12,582千円

有形固定資産    15,169千円

無形固定資産    38,781千円

有形固定資産  30,382千円

無形固定資産  36,089千円

㈱ゲームオン(3812)平成 20 年 12 月期 中間決算短信(非連結)

－ 26 －



（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

　普通株式（注） 76,136 2,048 － 78,184

合計 76,136 2,048 － 78,184

　（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2,048株でありま

す。

 ２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

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

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

　普通株式（注） 99,424 136 － 99,560

合計 99,424 136 － 99,560

　（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136株であります。

　　　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計

期間末残高

（千円）
前事業年度末 

当中間会計

期間増加 

当中間会計

期間減少 

当中間会計

期間末 

 提出会社  ストック・オプションとしての

新株予約権
 　　　－  　　　－  　　　－  　　　－ 　　 　－ 2,104

 合計 　　 　－  　　　－  　　　－ 　　　 －  　　　－ 2,104

 

 ３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

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
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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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
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）配当金支払額

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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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年６月30日現在） （平成20年６月30日現在） （平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 3,401,570千円

現金及び現金同等物 3,401,570千円

現金及び預金勘定 5,010,868千円

現金及び現金同等物 5,010,868千円

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

※２．　 　　　──────

 

 

  

  

※２．当中間会計期間に合併したNeoWiz Japan

株式会社より引継いだ資産及び負債の主な

内訳及び合併による支出の関係は次のとお

りであります。

流動資産 1,218,290千円

固定資産 73,984千円

のれん 65,207千円

流動負債 △303,821千円

現金及び現金同等物 △220,959千円

差引：合併による支出 832,700千円

※２．　 　　　──────

 

 

 

  

  

（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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

び中間期末残高相当額

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

び中間期末残高相当額

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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

有形固定
資産
（工具器具
及び備品）

211,151 62,269 148,882

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

有形固定
資産
（工具器具
及び備品）

365,039 140,636 224,402

 
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．未経過リース料中間期末残高相当額等

　未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

　未経過リース料中間期末残高相当額

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 63,496千円

１年超 89,172千円

合計 152,668千円

１年内       109,499千円

１年超       120,458千円

合計        229,958千円

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 30,892千円

減価償却費相当額 28,345千円

支払利息相当額 3,420千円

支払リース料       58,608千円

減価償却費相当額       52,886千円

支払利息相当額      5,114千円

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）

前中間会計期間末（平成19年６月30日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 56,348

当中間会計期間末（平成20年６月30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）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

外国投資信託（円建） 998,711 1,000,479 1,767

合計 998,711 1,000,479 1,767

  ２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 43,107

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）

前中間会計期間末（平成19年６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。

当中間会計期間末（平成20年６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。

前事業年度末（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。
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（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　2,104千円

２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容

 
第８回

平成20年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数  従業員 30名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数  普通株式　300株

 付与日  平成20年４月４日

 権利確定条件

 付与日から権利行使時まで継続して在籍しているこ

とを要する。その他の条件については、株主総会決

議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者と

の間で締結する新株予約権割当契約書に定めるもの

とする。

 対象勤務期間  自平成20年４月４日　至平成22年３月31日

 権利行使期間  自平成22年４月１日　至平成25年３月31日

 権利行使価格（円） 119,669

 付与日における公正な評価単価（円） 58,044
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前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．当事業年度において存在したストック・オプションの内容

 
第１回

平成14年ストック・オプション

第３回

平成15年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 取締役 ３名、従業員 12名  取締役 １名、従業員 30名

 株式の種類別のストック・

オプションの数
 普通株式　2,040株  普通株式　1,448株

 付与日  平成14年５月１日  平成15年10月4日

 権利確定条件  当社の株式が上場されていること。

 権利行使時において付与対象者が退職して

いないこと。また、当社の株式が上場され

ていること。

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。  自平成15年10月４日　至平成18年12月７日

 権利行使期間  自平成18年12月８日　至平成24年３月31日  自平成18年12月８日　至平成24年３月31日

 権利行使価格（円） 6,085 12,169

 付与日における公正な評価

単価（円）
－ －

 

 
第４回

平成15年ストック・オプション

第５回

平成17年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 従業員 45名 従業員 22名

 株式の種類別のストック・

オプションの数
 普通株式　1,600株  普通株式　280株

 付与日  平成16年８月19日  平成17年７月16日

 権利確定条件

 権利行使時において付与対象者が退職して

いないこと。また、当社の株式が上場され

ていること。

 権利行使時において付与対象者が退職して

いないこと。また、当社の株式が上場され

ていること。

 対象勤務期間  自平成16年８月19日　至平成18年12月７日  自平成17年７月16日　至平成19年７月15日

 権利行使期間  自平成18年12月８日　至平成24年３月31日  自平成19年７月16日　至平成27年７月15日

 権利行使価格（円） 12,169 24,337

 付与日における公正な評価

単価（円）
－ －

 

 
第６回

平成17年ストック・オプション

第７回

平成17年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 取締役 ３名 従業員 20名

 株式の種類別のストック・

オプションの数
 普通株式　968株  普通株式　168株

 付与日  平成17年８月18日  平成17年12月22日

 権利確定条件

 権利行使時において付与対象者が退職して

いないこと。また、当社の株式が上場され

ていること。

 権利行使時において付与対象者が退職して

いないこと。また、当社の株式が上場され

ていること。

 対象勤務期間  自平成17年８月18日　至平成19年８月17日  自平成17年12月22日　至平成19年12月21日

 権利行使期間  自平成19年８月18日　至平成27年８月17日  自平成19年12月22日　至平成27年12月21日

 権利行使価格（円） 24,337 24,337

 付与日における公正な評価

単価（円）
－ －
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　（注）平成18年６月15日付をもって１株につき８株の株式分割を行っており、上記ストック・オプション数は、分割

　　　　後の株数で記載しております。
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（企業結合等関係）

 

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

(パーチェス法適用関係）

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企

    業の名称及び取得した議決権比率

(1）被取得企業の名称及び事業の内容

　名称　　　NeoWiz Japan株式会社

　事業内容　オンラインゲームポータルサイトの運営　

(2）企業結合を行った主な理由

　両社の強みを活かし、当社の新規事業展開としてオンラインゲームポータルサイトを早期に構築し、既存顧

客の活性化、集客力の向上、新たな収益モデルの構築を図るために、NeoWiz Japan株式会社の全株式の取得、

並びに当社を存続会社とする吸収合併を致しました。

(3）企業結合日

　平成20年５月20日（株式取得）、平成20年６月26日（吸収合併）

(4）企業結合の法的形式

　当社を存続会社とする吸収合併

　     (5) 結合後企業の名称

　株式会社ゲームオン

　     (6) 取得した議決権比率

　100％（株式取得）

２．中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

　平成20年６月26日から平成20年６月30日

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

(1）被取得企業の取得原価　　　　　1,053,659千円

(2）取得原価の内訳

　株式取得費用　　　　　　　　　1,040,000千円

　株式取得に直接要した支出　　　　 13,659千円

　全て現金で支出しております。

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

(1）のれんの金額　　　　　65,207千円

(2）発生原因　　　　　　　今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力に関連して発生したもので

　　　　　　　　　　　　　あります。

(3）償却方法及び償却期間　５年間の均等償却

５．企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

(1）資産の額　　　　　

　　流動資産　　　　　　　 1,218,290千円　　　　　

　　固定資産　　　　　　   　 73,984千円　　　　　

　　　　資産合計　　　　　 1,292,274千円　　　　　

(2）負債の額

　　流動負債　　　　　　 　　303,821千円　　　　　

　　    負債合計　　　　 　　303,821千円　　　　　
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６．企業結合が中間会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間会計期間の中間損益計算書に及ぼす影

　響の概算額

売上高　　　　　　　　　 21,311千円

　   営業利益　　　　　　　△196,020千円

　    経常利益　　　　　　　△199,480千円

　         税引前中間純利益　　　△207,694千円

　         中間純利益　　　　　　△123,163千円

　    (概算額の算定方法)

　　　　　企業結合が中間会計期間の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の中間

　 損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。

　なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

 

　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）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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。

㈱ゲームオン(3812)平成 20 年 12 月期 中間決算短信(非連結)

－ 36 －



（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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 51,316円11銭

１株当たり中間純利益

金額
7,297円79銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
7,113円87銭

１株当たり純資産額 76,921円44銭

１株当たり中間純利益

金額
5,757円40銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
5,738円77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

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(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。

 
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 567,272 572,820 914,160

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
567,272 572,820 914,160

期中平均株式数（株） 77,732 99,493 80,304

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 2,010 323 1,426

（うち新株予約権（株）） (2,010) (323) (1,426)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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）

（ストックオプション（新株予約権）の割当）

　平成20年３月28日開催の当社第７期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基

づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任すること

を決議しております。

　平成20年３月28日の取締役会にてかかる決議に基づき新株予約権募集の決議を行っております。
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５．その他
 

　 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
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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） 3,199,687 3,652,174 6,662,841

その他部門（千円） 64,875 51,987 117,195

合計（千円） 3,264,562 3,704,161 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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