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

20年12月期第３四半期 5,591 13.7 1,502 9.9 1,574 9.7 812 △1.2

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

19年12月期 6,780 － 1,637 － 1,702 － 914 －

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３四半期 8,160 78 8,135 59

19年12月期第３四半期 10,539 67 10,309 37

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３四半期 9,034 7,904 87.4 79,345 39

19年12月期第３四半期 5,313 4,293 80.8 54,120 28

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３四半期 1,005 △1,170 △395 5,882

19年12月期第３四半期 △87 △270 △60 3,323

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 － － － －
2,000 00

20年12月期（予想） － － 2,000 00

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 7,479 10.3 1,769 8.0 1,852 8.8 925 1.2 9,290 13

－ 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「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等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。

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20年11月５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。

(配当予想に関して）

１. 平成20年12月期の配当予想につきまして、当社では事業環境の変化に柔軟に対応するため、内部留保を優

先し、未定とさせていただいておりましたが、好調に推移する業績を鑑み、当事業年度におきましても配

当を継続し実施することを決議いたしました。なお、当事業年度における配当金の額は、運営するオンラ

インゲームタイトルの拡充等により、一定の内部留保の蓄積が見込まれる状況であることから、当期純利

益予想の20％を配当性向の目途とし、昨年の一株当たり1,000円の配当金から2,000円へと増配することを

予定しております。

２. 今後の配当につきましては、中長期的に継続して配当を行うことを目指し、業績の推移・財務状況、今後

の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討・実施していく方針であ

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３四半期（平成20年１月１日～平成20年９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、個人消費が伸び悩み、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が継続いたしました。

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、事業領域拡大の一環としてオンラインゲームポータルサイト事業へ進出してまいりました。

当第３四半期の売上高は、オンラインゲーム運営部門が伸長し5,591百万円（前年同期比13.7％増）、営業利益は1,502

百万円（同9.9％増）、経常利益は1,574百万円（同9.7％増）となりました。また第３四半期純利益はＳＮＳの共同開発

中止並びに投資有価証券の減損処理などにより特別損失92百万円を計上した結果、812百万円（同1.2％減）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＞

本資料発表日現在、当社のオンラインゲーム運営部門においては新旧７つのＭＭＯＲＰＧ（注１）において正式有料

サービスを行っており、当第３四半期においては主に既存タイトルである「レッドストーン」「シルクロードオンライ

ン」の売上高が前年対比で増加したこと、平成19年６月より正式有料サービスを開始した「ＲＦ ＯＮＬＩＮＥ Ｚ」が

今期より通年で業績に寄与していること、また新規タイトル「Soul of the Ultimate Nation」の売上高が第２四半期よ

り加わったことでオンラインゲーム運営部門の売上高は5,510百万円（前年同期比14.1％増）となりました。

各オンラインゲームタイトルでは、随時様々なゲーム内イベントやゲームのアップデート、キャンペーンを実施して

おります。当四半期（平成20年７月１日～平成20年９月30日）においては「シルクロードオンライン」における期間限

定アバターアイテムの提供、「Soul of the Ultimate Nation」「眠らない大陸クロノス」でのゲーム内アイテムの追

加・リニューアル、「レッドストーン」「ＲＦ ＯＮＬＩＮＥ Ｚ」におけるゲーム内イベント・キャンペーン等の効果

により、オンラインゲーム運営部門全体の顧客単価が向上いたしました。

また、業績には寄与していないものの、８月に新規タイトルＴＰＳ（注２）「ＧＵＮＺＷＥＩ」の運営権利を獲得し、

第４四半期に入り新規タイトルであるオンラインスポーツゲーム「EA SPORTS™ FIFA Online ２」とＦＰＳ（注３）

「Alliance of Valiant Arms」の２つのタイトルでベータサービス（注４）の提供を開始するなど、今期末から来期に

かけて継続的に成長をするための準備を進めております。

（ご参考）タイトル別売上高の状況

タイトル名

平成20年

第３四半期

実績（Ａ）

平成19年

第３四半期

実績（Ｂ）

増減額

（Ａ-Ｂ）

増減率

(％)

 レッドストーン 2,842 2,562 280 10.9

 シルクロードオンライン 628 473 154 32.6

 ミュー～奇蹟の大地～ 563 687 △123 △18.0

 天上碑 466 497 △31 △6.3

 眠らない大陸クロノス 387 471 △84 △17.9

 ＲＦ ＯＮＬＩＮＥ Ｚ 348 135 212 157.0

 Soul of the Ultimate Nation 274 － 274 －

 （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、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。また、当四半期より新たにゲームポータルサイトを取

得・運営し、主にアバターアイテムなどのコンテンツを販売してまいりましたが、当第３四半期における、その他部門

の売上高は80百万円（前年同期比11.4％減）となりました。

（注１）「ＭＭＯＲＰＧ」とは、「Massively Multi Player Online Role Playing Game」（多人数同時参加型オンライン

ロールプレイングゲーム）の略称であります。

（注２）「ＴＰＳ」とは、「Third Person Shooting Game」（三人称視点シューティングゲーム）の略称であります。

（注３）「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４）「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。

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３四半期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。

総資産は9,034百万円となり、前事業年度末と比較し369百万円増加しました。これは主に、NeoWiz Japan株式会社（以

下「NeoWiz Japan」）の吸収合併、新規タイトルの獲得に伴い現金及び預金が減少したものの、無形固定資産が増加し

たこと、また、吸収合併により引き継いだ繰越欠損金につい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

るものであります。負債は1,129百万円となり、前事業年度末と比較し348百万円減少しました。これは主に賞与引当金

が増加したものの、未払金並びに未払法人税等が減少したことによるものであります。また、純資産は好調に推移する

事業業績を受け7,904百万円となり、前事業年度末と比較し718百万円増加しました。

②キャッシュ・フローの状況

当第３四半期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、5,882百万円となり、

前事業年度末に比べ559百万円減少いたしました。

　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増加した資金は、1,005百万円となりました。これは主に、税引前第３四半期純

利益1,487百万円、賞与引当金の増加額100百万円があったものの、未払金の減少198百万円、法人税等の支払額570百万

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）

当第３四半期において投資活動により支出した資金は、1,170百万円となりました。これは主に、NeoWiz Japanの吸収

合併による支出832百万円、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256百万円によるもので

あります。

なお、中間期末時点で保有しておりました、主要な投資有価証券は、当第３四半期において売却をしております。

（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、395百万円となりました。これは主に、NeoWiz Japanの吸収合

併により引き継いだ短期借入金300百万円の返済、並びに配当金の支払98百万円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

業績予想の修正に関しては、本日（平成20年11月５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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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年９月30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  3,323,433   5,882,305   6,442,155   

２．売掛金  1,167,396   1,289,515   1,349,250   

３．たな卸資産  2,022   9,558   1,931   

４．その他  175,344   864,114   164,591   

　　貸倒引当金  －   △408   △410   

 流動資産合計   4,668,196 87.9  8,045,085 89.1  7,957,517 91.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 140,153   189,067   173,972   

２．無形固定資産  198,573   438,458   209,047   

３．投資その他の
　　資産

 306,266   361,628   323,868   

 固定資産合計   644,993 12.1  989,154 10.9  706,888 8.2

 資産合計   5,313,189 100.0  9,034,240 100.0  8,664,406 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年９月30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  372,415   443,026   432,447   

２．未払金  270,325   254,758   473,578   

３．未払法人税等  90,135   10,459   232,549   

４．賞与引当金  50,000   100,240   －   

５．役員賞与引当金  －   45,940   65,000   

６．その他 ※２ 237,060   275,505   274,859   

 流動負債合計   1,019,936 19.2  1,129,929 12.5  1,478,434 17.1

 負債合計   1,019,936 19.2  1,129,929 12.5  1,478,434 17.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   1,222,475 23.0  2,624,731 29.0  2,623,222 30.3

  ２．資本剰余金           

 （1）資本準備金  1,022,475   2,424,731   2,423,222   

   資本剰余金合計   1,022,475 19.3  2,424,731 26.8  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  2,045,817   2,850,799   2,138,094   

   利益剰余金合計   2,045,817 38.5  2,850,799 31.6  2,138,094 24.7

 株主資本合計   4,290,767 80.8  7,900,261 87.4  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

  2,486 0.0  － －  1,432 0.0

 評価・換算差額等　
 合計

  2,486 0.0  － －  1,432 0.0

Ⅲ　新株予約権   － －  4,048 0.1  － －

 純資産合計   4,293,253 80.8  7,904,310 87.5  7,185,971 82.9

 負債純資産合計   5,313,189 100.0  9,034,240 100.0  8,664,406 100.0
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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19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30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   4,919,175 100.0  5,591,318 100.0  6,780,036 100.0

Ⅱ　売上原価   1,199,403 24.4  1,406,281 25.2  1,656,068 24.4

  売上総利益   3,719,772 75.6  4,185,037 74.8  5,123,968 75.6

Ⅲ　販売費及び
    一般管理費

  2,352,856 47.8  2,682,529 47.9  3,486,138 51.4

 営業利益   1,366,916 27.8  1,502,508 26.9  1,637,829 24.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  69,887 1.4  75,578 1.4  93,633 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  1,308 0.0  3,593 0.1  28,507 0.4

 経常利益   1,435,494 29.2  1,574,493 28.2  1,702,956 25.1

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  4,670 0.1  － －

Ⅶ　特別損失 ※４  26,592 0.6  92,057 1.7  83,542 1.2

税引前第３四半期
（当期）純利益

  1,408,902 28.6  1,487,106 26.6  1,619,414 23.9

 法人税、住民税
 及び事業税

 566,394   2,850   700,965   

 法人税等調整額  20,624 587,019 11.9 672,127 674,977 12.1 4,288 705,253 10.4

 第３四半期
 （当期）純利益

  821,883 16.7  812,128 14.5  914,160 13.5
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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

 （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３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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３四半期会計期間中の変動額       

新株の発行 1,508 1,508 1,508   3,017

剰余金の配当    △99,424 △99,424 △99,424

第３四半期純利益    812,128 812,128 812,128

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）

1,508 1,508 1,508 712,704 712,704 715,722

平成20年９月30日残高（千円） 2,624,731 2,424,731 2,424,731 2,850,799 2,850,799 7,900,261

 

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

第３四半期会計期間中の変動額     

新株の発行    3,017

剰余金の配当    △99,424

第３四半期純利益    812,128

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）

△1,432 △1,432 4,048 2,616

第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△1,432 △1,432 4,048 718,338

平成20年９月30日残高（千円） － － 4,048 7,904,310
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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
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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

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） 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

 1,408,902 1,487,106 1,619,414

減価償却費  44,514 90,328 65,695

のれん償却  － 4,349 －

商標権償却  578 589 775

長期前払費用償却  291 3,099 389

貸倒引当金の増減額  － △2 410

役員賞与引当金の
増減額

 △70,000 △19,060 △5,000

賞与引当金の増減額  50,000 100,240 －

株式交付費  1,308 363 28,507

固定資産売却損  898 － 1,266

固定資産除却損  24,274 31,729 80,857

たな卸資産の除却損  1,418 － 1,418

移転関連費用  － 16,822 －

営業譲渡益  － △1,457 －

投資有価証券売却益  － △3,210 －

投資有価証券評価損　  － 31,506 －

受取利息  △4,090 △6,800 △4,090

支払利息  － 350 －

売上債権の増減額  △38,432 71,627 △201,265

たな卸資産の増減額  △822 △7,627 △731

仕入債務の増減額  21,424 10,579 81,456

未払金の増減額  △28,581 △198,343 162,179

未払消費税等の増減額  △88,548 19,698 △90,039

その他資産の増減額  △30,775 △30,535 △22,488

その他負債の増減額  △6,343 △25,385 15,272

その他  △9,171 7,974 △1,313

小計  1,276,846 1,583,942 1,732,712

利息の受取額  4,090 6,800 4,090

利息の支払額  － △350 －

移転関連費用の支払額  － △14,179 －

法人税等の支払額  △1,368,729 △570,267 △1,368,729

 営業活動による
 キャッシュ・フロー

 △87,792 1,005,946 368,074
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前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

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） 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

 － △1,023,711 －

 投資有価証券の売却
 による収入

 － 1,001,922 －

有形固定資産の取得　
による支出

 △119,724 △7,486 △166,447

無形固定資産の取得　
による支出

 △123,813 △256,329 △188,325

無形固定資産の売却　
による収入　

 － 2,000 －

貸付による支出　  － △100,000 －

貸付金の回収に
よる収入　

 － 16,666 －

長期前払費用の取得　
による支出

 △176 △1,238 △518

敷金保証金の差入れ　
による支出

 △71,653 △2,260 △71,995

敷金保証金の返還　　
による収入

 45,449 32,891 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

 △270,517 △1,170,245 △381,703

Ⅲ　財務活動による
    キャッシュ・フロー

    

短期借入金の返済
による支出

 － △300,000 －

株式の発行による収入  49,691 2,654 2,823,987

配当金の支払額  △110,333 △98,204 △110,588

 財務活動による
 キャッシュ・フロー

 △60,642 △395,550 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

 △418,952 △559,849 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３四半期末（期末）　
　　残高

※１ 3,323,433 5,882,305 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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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

 

  なお、投資事業有限責

任組合への出資金につい

ては、当該投資事業有限

責任組合の直近の決算書

の当社持分割合で評価す

る方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 

  移動平均法による原価

法を採用しております。

 
 

 

 
(2）たな卸資産

―――――

 

 

仕掛品

  個別法による原価法を採

用しております。 

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 

           同左

 

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

　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

 (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。

　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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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）

 （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３四半期純

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　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　―――――

　

 

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。

②　―――――

 

　

 ③  その他の無形固定資産

  定額法を採用しており

ます。

③  その他の無形固定資産

同左

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
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項目
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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）

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第３四

半期会計期間負担額を計上

しております。

(3)      ――――― 

 (2) 賞与引当金 

同左

 

 

 

 

(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３四

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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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。

(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19年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年９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  　　　　46,637千円

※１．有形固定資産の減価償却

  累計額  　　　　133,658千円

※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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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 4,090千円

販売支援料 65,092千円

受取利息 6,800千円

販売支援料 68,126千円

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 1,308千円 株式交付費 363千円

支払利息 350千円

為替差損 2,880千円

株式交付費 28,507千円

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

   営業譲渡益 1,457千円

投資有価証券

売却益

 

3,210

 

千円

   

※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 ※４．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 31,729千円

移転関連費用 16,822千円

役員死亡弔慰金 12,000千円

投資有価証券

評価損

 

31,506

 

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 21,684千円

無形固定資産 23,409千円

有形固定資産 26,096千円

無形固定資産 69,172千円

有形固定資産 30,382千円

無形固定資産 36,089千円
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（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　
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当第３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９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） 99,424 144 － 99,568

合計 99,424 144 － 99,568

　（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144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） 当第３四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度末 
当第３四半期

会計期間増加 

当第３四半期

会計期間減少 

当第３四半期

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
 　　　－  　　　－  　　　－  　　　－ 　　 　－ 4,048

 合計 　　 　－  　　　－  　　　－ 　　　 －  　　　－ 4,048

    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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（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19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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20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19年12月31日現在）

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 5,882,305千円

現金及び現金同等物 5,882,305千円

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．当第３四半期会計期間に合併し

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．  ―――――――――
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（リース取引関係）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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）

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）

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）

411,144 161,145 249,999

 

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 73,546千円

１年超 93,905千円

　合計 167,451千円

　１年内 125,834千円

１年超 131,128千円

　合計 256,963千円

　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 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 91,046千円

減価償却費相当額 84,334千円

支払利息相当額 7,518千円

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

当第３四半期会計期間末（平成20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 17,519

投資事業有限責任組合への出資金 25,000

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３四半期会計期間末（平成19年９月30日現在）

　　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３四半期会計期間末（平成20年９月30日現在）

　　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日現在）

　　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。

当第３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期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　　4,048千円

２．当第３四半期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）
－ －

　（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。

当第３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９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）

２．四半期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９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．企業結合が第３四半期会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当第３四半期会計期間の四半期損益

　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

　         税引前第３四半期純利益　　　△207,694千円

　         第３四半期純利益　　　　　　△123,163千円

　    (概算額の算定方法)

　　　　　企業結合が第３四半期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

　 　の四半期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。

当第３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９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。
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（１株当たり情報）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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 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 79,345円39銭

１株当たり第３四半期

純利益金額

 

8,160円78銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

 

 

8,135円59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19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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株当たり第３四半期（当期）

純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益

（千円）
821,883 812,128 914,160

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）
821,883 812,128 914,160

期中平均株式数（株） 77,980 99,516 80,304

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） 1,742 308 1,426

（うち新株予約権（株））  (1,742) （308）  (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

  ―――――

 

――――― 

 

 

 

――――― 
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（重要な後発事象）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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）

────── ────── （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。

(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19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９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） 4,828,091 5,510,650 6,662,841

その他部門（千円） 91,084 80,668 117,195

合計（千円） 4,919,175 5,591,318 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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