
 

 

 

   

   

 
1. 20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年９月30日） 

 

 
  

 
  

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

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

当社グループは、コンテンツ関連の新規性の強い事業を展開しており、環境の変化が激しいことなど

の理由により、四半期毎に実施する決算業績及び事業の概況のタイムリーな開示に努め、通期の業績見

通しについては、当分の間開示しない方針です。 
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(1) 連結経営成績 (％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 8,273 48.4 968 ─ 1,196 ─ △356 ─
19年12月期第３四半期 5,575 10.3 △134 ─ △157 ─ △3,058 ─

19年12月期 7,514 ─ △317 ─ △311 ─ △4,932 ─

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 △3,357 31 ─ ─
19年12月期第３四半期 △34,296 34 ─ ─

19年12月期 △55,238 34 ─ ─

(2) 連結財政状態

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 16,567 7,304 25.6 37,143 15

19年12月期第３四半期 12,366 5,357 41.9 57,843 75

19年12月期 10,901 3,313 30.4 36,937 60

(3) 連結キャッシュ・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 1,708 6,777 △3,274 6,694
19年12月期第３四半期 464 △1,307 1,045 2,329

19年12月期 307 △984 763 2,212

１株当たり配当金

(基準日) 第３四半期末

円 銭

20年12月期第３四半期 ─ ─

19年12月期第３四半期 ─ ─
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4. その他 

 
  

  

  

  

5. 個別業績の概要（平成20年１月１日～平成20年９月30日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 
  

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有

新規  １社（社名 GRAVITY Co.,Ltd.）

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準            ：中間連結財務諸表作成基準

(3)  近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：有

(4) 会計監査人の関与                  ：無

(1) 個別経営成績 (％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 5,542 17.8 492 177.5 503 74.6 △582 ─
19年12月期第３四半期 4,703 3.4 177 △71.5 288 △48.6 △3,096 ─

19年12月期 6,491 ─ 305 ─ 485 ─ △5,165 ─

１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭

20年12月期第３四半期 △5,489 63
19年12月期第３四半期 △34,726 87

19年12月期 △57,846 78

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 10,473 4,753 45.4 41,583 97

19年12月期第３四半期 10,742 5,478 51.0 61,106 23

19年12月期 9,297 3,412 36.7 38,040 25
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当第３四半期連結会計期間は、8本のオンラインゲームの正式サービスを行うとともに当社グループ

として初めて家庭用ゲーム機向けゲームを発売開始しました。また、受託開発していた人気家庭用ゲー

ムソフトが発売され、受託案件の引き合いが多く寄せられております。事業体制面においては、「ラグ

ナロクオンライン」のライセンサーであり、国際展開に強みを持つGRAVITY Co., Ltd.を子会社化いた

しました。このことにより、当社主力タイトルの安定的なサービス提供を継続していく体制及び海外事

業推進の体制を強化することとなりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間においての売上高は8,273,538千円（前年同期比48.4％増）、

営業利益は968,536千円（前年同期営業利益△134,210千円）、経常利益は1,196,051千円（前年同期経

常利益△157,744千円）となりましたが、投資有価証券売却損903,232千円等を計上したことにより、四

半期純利益は△356,478千円（前年同期四半期純利益△3,058,032千円）となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の財政状況は、前連結会計年度末と比較して、資産は5,666,201千円増

加、負債は1,675,338千円増加、純資産は3,990,862千円増加しました。 

資産の増加要因は、主にGRAVITY Co., Ltd.を子会社化したこと等による現金及び預金4,751,052千円

の増加等によるものです。 

負債の増加要因は、主にオンラインゲームのソフトウェア譲渡に伴う長期前受金2,476,190千円の増

加等によるものです。 

純資産の増加要因は、主にGRAVITY Co., Ltd.を子会社化したことによる少数株主持分2,891,980千円

の増加等によるものです。 

当第３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、6,694,983千

円となりました。 

当第３四半期連結会計期間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。 

営業活動の結果得られた資金は1,708,299千円（前年同期比268.0％増）となりました。これは、税金

等調整前四半期純利益が67,906千円であったものの、非資金項目である投資有価証券売却損903,232千

円が含まれていること、減価償却費536,040千円及び減損損失246,590千円が含まれているためです。 

投資活動の結果得られた資金は6,777,956千円（前年同期は使用した資金1,307,849千円）となりまし

た。これは、連結範囲に含まれる特定子会社１社の増加に伴う新規連結子会社株式の取得による収入

4,835,853千円及び開発ソフトウェアの売却に伴う無形固定資産譲渡に係る前受金の増加2,476,190千円

が含まれるためです。 

財務活動の結果使用された資金は3,274,248千円（前年同期は得られた資金1,045,859千円）となりま

した。これは、短期借入金の純減額2,545,000千円及び長期借入金の返済による支出675,684千円が含ま

れるためです。 

【定性的情報・財務諸表等】

１. 連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
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当社はコンテンツ関連の新規性の強い事業を展開しており、環境の変化が激しいことなどの理由によ

り、四半期毎に実施する決算業績及び事業の概況のタイムリーな開示に務め、通期の業績見通しについ

ては、当分の間開示しない方針です。 

平成20年４月１日に、当社の主要取引先であり、「ラグナロクオンライン」などの有力オンラインゲ

ームの開発会社である韓国のGRAVITY Co., Ltd.を子会社化いたしました。今後は、同社のオンライン

ゲーム開発力や国際的な販売網を活用し、さらに、当社及び当社グループの家庭用ゲームの企画・開発

力が同社と融合することにより、当社グループの企業価値を増大させていく所存であります。 

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
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５ 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表

(平成19年９月30日現在) (平成20年９月30日現在) (平成19年12月31日現在)

区分 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 2,409,205 7,049,453 2,298,401

 ２ 売掛金 626,360 1,098,486 777,924

 ３ たな卸資産 335,376 597,622 727,226

 ４ その他 400,394 711,477 412,505

      貸倒引当金 ─ △16,958 ─

   流動資産合計 3,771,336 30.5 9,440,081 57.0 4,216,058 38.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 73,856 139,103 81,839

  (2) その他 96,996 415,816 149,633

   有形固定資産合計 170,853 1.4 554,919 3.3 231,472 2.1

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 1,567,830 1,961,344 776,509

  (2) ソフトウェア仮勘定 2,098,869 2,069,814 2,080,471

  (3) その他 80,304 61,740 18,984

   無形固定資産合計 3,747,004 30.3 4,092,898 24.7 2,875,965 26.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 3,247,656 1,410,765 2,345,893

  (2) 長期貸付金 7,928 9,689 7,628

  (3) 長期前払費用 1,239,292 490,807 1,074,970

  (4) 繰延税金資産 ─ 10,043 ─

  (5) その他 230,993 606,122 198,156

  (6) 貸倒引当金 △49,002 △47,683 △48,702

   投資その他の資産 

   合計
4,676,868 37.8 2,479,744 15.0 3,577,947 32.8

   固定資産合計 8,594,726 69.5 7,127,562 43.0 6,685,385 61.3

   資産合計 12,366,063 100.0 16,567,644 100.0 10,901,443 100.0
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前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表

(平成19年９月30日現在) (平成20年９月30日現在) (平成19年12月31日現在)

区分 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 260,247 242,309 341,859

 ２ 短期借入金 3,120,500 ─ 2,545,000

  ３ １年以内返済予定 

      長期借入金    
803,076 760,323 801,687

 ４ １年以内償還予定社債 60,000 50,100 60,000

 ５ 未払法人税等 46,310 557,573 575,187

 ６ 賞与引当金 22,400 21,200 9,343

 ７ その他 1,199,050 1,563,768 1,322,050

   流動負債合計 5,511,584 44.6 3,195,274 19.3 5,655,128 51.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ─ 74,850 ─

 ２ 長期借入金 1,068,325 789,989 1,390,047

 ３ 退職給付引当金 29,164 79,165 28,570

  ４ 長期前受金 ─ 2,476,190 ─

 ５ 長期前受収益 ─ 436,639 ─

 ６ 負ののれん ─ 1,777,810 ─

  ７ その他 399,587 433,632 514,468

   固定負債合計 1,497,077 12.1 6,068,278 36.6 1,933,086 17.7

   負債合計 7,008,661 56.7 9,263,553 55.9 7,588,215 69.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,304,036 34.8 5,313,884 32.1 4,305,436 39.5

 ２ 資本剰余金 4,296,724 34.8 5,306,572 32.0 4,298,124 39.4

 ３ 利益剰余金 △3,414,967 △27.6 △5,645,645 △34.1 △5,289,166 △48.5

   株主資本合計 5,185,792 42.0 4,974,811 30.0 3,314,393 30.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
─ ─ △37,254 △0.2 ─ ─

 ２ 為替換算調整勘定 △215 △0.0 △691,501 △4.2 △1,165 △0.0

   評価・換算差額等合計 △215 △0.0 △728,755
△4.4 

 
△1,165 △0.0

Ⅲ 新株予約権 ─ ─ 166,054 1.0 ─ ─

Ⅳ 少数株主持分 171,825 1.3 2,891,980 17.5 ─ ─

   純資産合計 5,357,402 43.3 7,304,091 44.1 3,313,228 30.4

   負債純資産合計 12,366,063 100.0 16,567,644 100.0 10,901,443 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
前連結会計年度 

要約連結損益計算書

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年９月30日)

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年９月30日)

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分 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 5,575,490 100.0 8,273,538 100.0 7,514,740 100.0

Ⅱ 売上原価 2,907,370 52.2 3,829,589 46.3 3,933,691 52.4

   売上総利益 2,668,120 47.8 4,443,949 53.7 3,581,049 47.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,802,331 50.3 3,475,412 42.0 3,898,224 51.8

  営業利益又は営業損失 

   (△）
△ 134,210 △2.5 968,536 11.7 △317,174 △4.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 4,030 70,340 4,393

 ２ 受取配当金 22,589 3,901 22,585

 ３ 受取奨励金 48,932 55,641 73,828

 ４ 為替差益 ─ 75,586 10,299

 ５ 負ののれんの償却額 ─ 161,619 ─

 ６ その他 28,218 103,771 1.9 35,946 403,035 4.9 61,322 172,430 2.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 81,039 71,806 114,645

 ２ 持分法による投資損 

      失
─ 8,577 ─

 ３ 投資事業有限責任 

   組合運用損失
36,541 69,739 41,378

 ４ その他 9,724 127,304 2.3 25,397 175,520 2.1 10,956 166,980 2.2

   経常利益又は経常損 

   失（△）
△ 157,744 △2.9 1,196,051 14.5 △311,724 △4.1

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 700 1,018 1,000

 ２ 投資有価証券売却益 778,699 146,813 1,629,600

 ３ その他 87,278 866,678 15.5 523 148,355 1.8 98,703 1,729,303 23.0

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ─ 246,590 1,306,242

 ２ 投資有価証券売却損 ─ 903,232 ─

 ３ 投資有価証券評価損 3,417,358 ─ 4,296,058

 ４ その他 89,897 3,507,255 62.9 22,217 1,172,040 14.2 176,651 5,778,952 76.9

   匿名組合損益分配前 

   税金等調整前 

      四半期(当期)純利益 

   又は純損失(△)

△2,798,321 △50.3 172,366 2.1 △4,361,373 △58.0

   匿名組合損益分配額 187,412 3.4 △104,460 △1.3 226,593 3.0

   税金等調整前 

   四半期(当期)純利益 

   又は純損失(△)

△2,610,909 △46.9 67,906 0.8 △4,134,780 △55.0

   法人税、住民税 

   及び事業税
220,575 135,144 756,891

   過年度法人税等 

   還付額
─ ─ △44,152

   法人税等調整額 342,207 562,783 10.1 △14,183 120,961 1.4 342,207 1,054,946 14.0

   少数株主利益又は 
   損失(△)

△115,659 △2.1 303,423 3.7 △257,495 △3.4

   四半期(当期)純損失 
   (△)

△3,058,032 △54.9 △356,478 △4.3 △4,932,231 △65.6
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前第３四半期連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年12月31日残高(千円) 4,225,132 4,217,820 △356,935 8,086,016

第３四半期連結会計期間中の 

変動額

 新株の発行 78,904 78,904 157,808

 四半期純損失 △3,058,032 △3,058,032

株主資本以外の項目の第３四半期

連結会計期間中の変動額(純額)

第３四半期連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
78,904 78,904 △3,058,032 △2,900,224

平成19年９月30日残高(千円) 4,304,036 4,296,724 △3,414,967 5,185,792

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) △2,704,479 ─ △2,704,479 448 17,485 5,399,471

第３四半期連結会計期間中の 
変動額

 新株の発行 △448 157,360

 四半期純損失 △3,058,032

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額(純額)

2,704,479 △215 2,704,263 154,340 2,858,603

第３四半期連結会計期間中の 
変動額合計(千円)

2,704,479 △215 2,704,263 △448 154,340 △42,069

平成19年９月30日残高(千円) ─ △215 △215 ─ 171,825 5,357,402
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当第３四半期連結会計期間(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

平成19年12月31日残高(千円) 4,305,436 4,298,124 △5,289,166 3,314,393

第３四半期連結会計期間中の 

変動額

 新株の発行 1,008,448 1,008,448 2,016,897

 四半期純損失 △356,478 △356,478

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額(純額)

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計(千円)

1,008,448 1,008,448 △356,478 1,660,418

平成20年９月30日残高(千円) 5,313,884 5,306,572 △5,645,645 4,974,811

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成19年12月31日残高(千円) ─ △1,165 △1,165 ─ ─ 3,313,228

第３四半期連結会計期間中の 

変動額

 新株の発行 2,016,897

 四半期純損失 △356,478

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額(純額)

△37,254 △690,336 △727,590 166,054 2,891,980 2,330,444

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計(千円)

△37,254 △690,336 △727,590 166,054 2,891,980 3,990,862

平成20年９月30日残高(千円) △37,254 △691,501 △728,755 166,054 2,891,980 7,304,091
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前連結会計年度(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

平成18年12月31日残高(千円) 4,225,132 4,217,820 △356,935 8,086,016

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 80,304 80,304 160,608

 当期純損失 △4,932,231 △4,932,231

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

80,304 80,304 △4,932,231 △4,771,623

平成19年12月31日残高(千円) 4,305,436 4,298,124 △5,289,166 3,314,393

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) △2,704,479 ─ △2,704,479 448 17,485 5,399,471

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 160,608

 当期純損失 △4,932,231

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額(純額)
2,704,479 △1,165 2,703,314 △448 △17,485 2,685,380

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
2,704,479 △1,165 2,703,314 △448 △17,485 △2,086,242

平成19年12月31日残高(千円) ─ △1,165 △1,165 ─ ─ 3,313,228
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期
連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期
連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

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 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
   税金等調整前四半期(当
   期)純利益又は純損失 
   (△)

△2,610,909 67,906 △4,134,780

      減価償却費 355,465 536,040 532,810

   減損損失 ─ 246,590 1,306,242

   貸倒引当金の増減額 
   (△減少)

40,373 2,095 40,073

   賞与引当金の増減額 
   (△減少)

17,800 11,856 4,743

   退職給付引当金の増減額 
   (△減少)

6,391 △124 5,798

   長期前払費用の償却 370,343 191,627 412,856

   投資有価証券評価損 3,417,358 ─ 4,296,058

   投資有価証券売却益 △778,699 △146,813 △1,629,600

   投資有価証券売却損 ─ 903,232 ─

   投資事業有限責任組合
   運用損失

36,541 69,739 41,378

   持分法による投資損失 ─ 8,577 ─

   固定資産除売却損 ─ 6,323 ─

   匿名組合損益分配金 △187,412 104,460 △226,593

   負ののれんの償却額 ─ △161,619 ─

   その他特別利益 ─ ─ △78,658

   前期損益修正益 △87,278 ─ ─

   為替差損益 △3,938 △59,940 △3,841

   受取利息及び受取配当金 △26,619 △74,241 △26,979

   支払利息 81,039 71,806 114,645

   売上債権の増減額 
   (△増加)

373,699 △33,791 311,734

   たな卸資産の増減額 
   (△増加)

△165,034 133,681 △426,533

   仕入債務の増減額 
   (△減少)

134,179 △43,436 185,611

   未払金の増減額 
   (△減少)

△23,731 62,863 4,568

   未払消費税等の増減額
   (△減少)

△69,431 226,016 △57,737

   その他流動資産の増減額 
   (△増加)

174,254 △2,368 73,059

   その他流動負債の増減額 
   (△減少)

△3,566 △376,319 150,793

   その他 21,043 89,149 14,694

小計 1,071,869 1,833,313 910,344

   利息及び配当金の受取額 22,619 74,241 26,998

   利息の支払額 △89,424 △74,983 △113,361

   法人税等の支払額 △540,861 △124,273 △516,176

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

464,201 1,708,299 307,805
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前第３四半期
連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期
連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

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 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

   定期預金の預入 
   による支出 △18,039 △110,753 △24,045

   定期預金の払戻による収入 ─ 88,047 ─

   有形固定資産の取得 
    による支出 △66,838 △27,762 △81,623

   無形固定資産の取得 
   による支出 △1,070,461 △723,610 △1,384,205

   投資有価証券の取得 
   による支出 △715,753 △549,705 △703,954

   投資有価証券の売却 
   による収入 1,141,200 982,225 2,009,200

   出資金の差入による支出 △35,000 ─ ─

   長期前払費用の増加 
   による支出 △502,304 △185,161 △680,619

   長期前払費用の返還に
   よる収入 ─ ─ 42,080

   敷金保証金の差入 
   による支出 △44,364 △21,344 △25,946

   敷金保証金の返還による 
    収入 3,013 11,082 3,013

   長期貸付金の回収 
   による収入 700 2,895 1,000

   営業譲渡による支出 ─ ─ △139,759

      新規連結子会社株式の
   取得による収入

─ 4,835,853 ─

   無形固定資産譲渡に伴う 
   長期前受金による収入 ─ 2,476,190 ─

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,307,849 6,777,956 △984,861

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金純増減額 
   （△減少）

870,500 △2,545,000 772,000

   長期借入れによる収入 100,000 18,467 100,000

   長期借入金の返済による 
   支出

△620,001 △675,684 △776,668

   社債の償還による支出 △132,000 △85,050 △132,000

   社債の発行による収入 ─ 150,000 ─

   新株予約権行使による収入 157,360 17,360 160,160

   匿名組合出資者からの 
   払込みによる収入

400,000 130,100 400,000

   匿名組合出資者からの
   預り金の払戻しによる支出

─ △284,441 ─

   少数株主からの払込み 
   による収入

270,000 ─ 270,000

   少数株主への払戻しに
   よる支出

─ ─ △29,990

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

1,045,859 △3,274,248 763,501

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

335 △729,378 △710

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額

202,546 4,482,629 85,735

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

2,126,619 2,212,354 2,126,619

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末(期末)残高

2,329,165 6,694,983 2,212,354
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

──────── 

 

 

 

 

 

 

  当社グループは、保有する投資有

価証券の時価が下落したことによる

評価損の計上や、一部の子会社にお

いて事業の見通しが悪化したことか

ら減損損失を計上したことを主要因

として、第10期連結会計年度（平成

18年12月期）、第11期連結会計年度

（平成19年12月期）及び当第３四半

期連結会計期間においてそれぞれ

1,578,847千円、4,932,231千円及び

356,478千円の当期(四半期)純損失

を計上しました。また、当社におき

ましては、第11期連結会計年度末に

おける個別貸借対照表の純資産の金

額が3,412,134千円となり、第10期

連結会計年度末の個別貸借対照表の

純資産の金額の75％を下回ったた

め、第11期連結会計年度末にシンジ

ケートローン（平成19年12月31日現

在の対象となる契約残高2,025,000

千円）に付されている財務制限条項

に抵触いたしました。これらのこと

から、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。

 このような中、当社は当該状況を

解消すべく、平成20年２月14日開催

の当社取締役会にて第三者割当によ

る新株式の発行を決議し、平成20年

４月１日に払込が完了いたしまし

た。この結果、２期連続の当期純損

失の計上により減少した純資産の金

額が増資払込の結果1,999,537千円

増加することとなり、財務体質を強

化することができました。 

 当社グループは、保有する投資有

価証券の時価が下落したことによる

評価損の計上や、一部の子会社にお

いて事業の見通しが悪化したことか

ら減損損失を計上したことを主要因

として、第10期連結会計年度（平成

18年12月期）および第11期連結会計

年度（平成19年12月期）においてそ

れ ぞ れ 1,578,847 千 円 お よ び

4,932,231千円の当期純損失を計上

しました。また、当社におきまして

は、第11期連結会計年度末における

個別貸借対照表の純資産の金額が

3,412,134千円となり、第10期連結

会計年度末における個別貸借対照表

の純資産の金額の75％を下回ったた

め、当連結会計年度末現在シンジケ

ートローン（平成19年12月31日現在

の対象となる契約残高2,025,000千

円）に付されている財務制限条項に

抵触しております。これらのことか

ら、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。

 このような中、当社は当該状況を

解消すべく、財務体質強化の一環と

して平成20年２月14日開催の当社取

締役会にて以下の第三者割当による

新株式の発行を決議いたしておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  また、財務制限条項に抵触したシ

ンジケートローンについては、エー

ジェント銀行である株式会社三井住

友銀行を中心とする取引金融機関の

皆様と協議した結果、コミットメン

トライン契約書（平成19年９月25日

付契約）について12億円全額を返

済、コミット型タームローン（平成

16年９月30日付契約、平成20年３月

31日現在の対象となる契約残高

750,000千円）について平成20年４

月４日付で財務制限条項の変更及び

追加に関する変更契約書を締結、期

限の利益喪失による一括返済を請求

しない旨の承諾を得ることができま

した。追加変更後の財務制限条項は

以下の通りとなっております。

(1) 募集方法

    現物出資による第三者割当

(2) 発行株式の種類及び数

    普通株式  24,308株

(3) 発行価額      

    1株につき 166,000円

(4) 発行価額の総額 

    4,035,128千円

(5) 資本組入額の総額         

   会社計算規則第37条第１項の

規定により、算出される資本金

等増加限度額の２分の１（円未

満切上げ）を資本金に計上し、

その余を資本準備金とする。

(6) 払込期日 

  平成20年４月１日 
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前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

① 当社の連結会計年度末における

当社単体の貸借対照表に表示される

純資産合計金額が、平成19年12月期

末の当社単体の貸借対照表に表示さ

れる純資産合計金額の75％以上に維

持すること。 

② 当社の連結会計年度末における

当社単体の損益計算書における営業

損益を２期連続して損失としないこ

と。 

③ 平成20年12月期以降、当社の連

結会計年度末における当社連結の貸

借対照表に表示される純資産合計金

額を、平成19年12月期末の当社連結

の貸借対照表に表示される純資産合

計金額の75％以上に維持すること。 

④ 平成20年12月期以降、当社の連

結会計年度末における当社連結の損

益計算書における営業損益を損失と

しないこと。 

 なお、当社グループにおいては、

収益基盤の強化を図るため、引き続

き以下の施策を強力に進めていく方

針です。 

① オンラインゲーム事業の拡大の

ためのタイトル拡充をライセンスに

よって調達し、開発リスクを低減し

たローリスク経営を志向いたしま

す。 

② 既存の自社開発中のタイトルに

ついては、ゲーム開発に係る工程管

理を厳格に実施することによって、

想定外の採算悪化を防止いたしま

す。 

③ 子会社における不採算事業につ

いて、追加事業投資計画の見直しを

行い、今後の損失発生を 小限にす

るための事業の整理を行います。 

 さらに上記施策に加え、適宜保有

資産の見直しによる資産売却などの

施策を実施していきます。上記の施

策を確実に実行していくことによ

り、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消できるものと判断してお

ります。   

  財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な

疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。

(7) 割当先及び割当株式数     

  株式会社ハーティス  

          24,308株  

(8)出資の目的たる財産の内容      

   GRAVITY Co.,Ltd. 

        （韓国ソウル 特別市麻 

        浦区上岩洞1605番地ヌ 

        リクムスクエアビジネ 

        スタワー 15F）の 

      普通株式 3,640,619株  

      価額総額 4,035,128千円 

 また、収益基盤の強化を図るた

め、具体的には以下の施策を行う方

針です。 

① オンラインゲーム事業の拡大の

ためのタイトル拡充をライセンスに

よって調達し、開発リスクを低減し

たローリスク経営を志向いたしま

す。 

② 既存の自社開発中のタイトルに

ついては、ゲーム開発に係る工程管

理を厳格に実施することによって、

想定外の採算悪化を防止いたしま

す。 

③ 子会社における不採算事業につ

いて、追加事業投資計画の見直しを

行い、今後の損失発生を 小限にす

るための事業の整理を行います。 

 さらに上記施策を行う他、適宜保

有資産の見直しによる資産売却など

の施策を実施し、追加で発生する損

失が過大にならないようにコントロ

ールして参ります。 

 なお、財務制限条項に抵触したシ

ンジケートローンについては、エー

ジェント銀行である株式会社三井住

友銀行を中心とする取引金融機関の

皆様には、一定の条件のもとに期限

の利益喪失による一括返済という事

態を回避する方向での承諾を依頼し

ているところであります。 

 上記の施策を実施していくことに

より、継続企業の前提に関する重要

な疑義を解消できるものと判断して

おります。  

 連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重

要な疑義の影響を財務諸表には反映

しておりません。
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前第３四半期連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

当社グループはオンラインゲームを主軸としてサービスの提供を行っており、１つのセグメントしか

ないため該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 事業の区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している事業内容及び製品・サービス種類・市場性等の類似性を考慮して区分し

ております。 

２ 各区分に属する主要な製品・サービス 

(1) オンライン事業 

       オンラインゲームの企画・開発・運営事業及び付随事業等 

(2) コンシューマ事業 

       コンシューマゲーム及び映像作品の企画、制作及び販売等 

(3) ゲーム開発事業 

       オンラインゲーム及びコンシューマゲーム・ソフトウェアの受託開発等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は459,251千円であり、主なものは

当社の管理部門等に係る費用であります。 

４ 事業セグメント区分の変更 

        従来、事業の種類別セグメントを「オンラインゲーム事業」の１区分としておりました。昨今オンライ 

      ン機能の備わったコンシューマゲームが広く普及するなど事業環境が変化しつつあります。当社は、この 

      環境変化の中でさらなる発展を期し事業領域及び事業構造・管理機能の再編を行うことといたしました。 

       これにより平成20年４月１日に事業部制の導入及びグループ各社の構造改革を行い、当中間連結会計期間 

      より事業の種類別セグメントを当社グループの社内管理区分をベースに、「オンライン事業」、コンシュ 

           ーマ事業」、「ゲーム開発事業」の３区分に変更いたしました。 

            この変更は、企業集団としての事業管理の実態をより明瞭に表示し、事業の種類別セグメント情報の有 

      効性を高めるために行ったものであります。 

             なお、当第３四半期連結会計期間における事業セグメント区分に基づいた場合の、前第３四半期連結会 

      計期間、前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は以下の通りであります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

オンライン 
事業   
(千円)

コンシューマ
事業   
(千円)

ゲーム
開発事業  
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

6,243,628 374,283 1,655,626 8,273,538 ― 8,273,538

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 1,273 369,504 370,777 (370,777) ―

計 6,243,628 375,557 2,025,130 8,644,315 (370,777) 8,273,538

営業費用 5,381,169 579,677 1,266,322 7,227,169 77,832 7,305,001

営業利益又は営業損失(△) 862,458 △204,120 758,808 1,417,146 (448,609) 968,536
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前第３四半期連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

当社グループはオンラインゲームを主軸としてサービスの提供を行っており、１つのセグメントしか

ないため該当事項はありません。 

  

オンライン 
事業   
(千円)

コンシューマ
事業   
(千円)

ゲーム
開発事業  
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

4,755,645 ─ 819,845 5,575,490 ― 5,575,490

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,500 4,100 ─ 6,600 (6,600) ―

計 4,758,145 4,100 819,845 5,582,090 (6,600) 5,575,490

営業費用 4,563,793 2,079 695,712 5,261,586 448,115 5,709,701

営業利益又は営業損失(△) 194,351 2,020 124,133 320,504 (454,715) △134,210

オンライン 
事業   
(千円)

コンシューマ
事業   
(千円)

ゲーム
開発事業  
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

6,556,841 74,535 883,363 7,514,740 ― 7,514,740

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,500 5,600 ─ 8,100 (8,100) ―

計 6,559,341 80,135 883,363 7,522,840 (8,100) 7,514,740

営業費用 6,355,886 150,394 786,400 7,292,681 539,234 7,831,915

営業利益又は営業損失(△) 203,455 △70,259 96,963 230,159 (547,334) △317,174
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前第３四半期連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 その他の地域・・・アメリカ、フランス、ロシア他 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は459,251千円であり、主なものは

当社の管理部門等に係る費用であります。 

  

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 
  

前第３四半期連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

韓国   
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

7,641,331 502,038 130,168 8,273,538 ― 8,273,538

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

14,170 740,480 738 755,389 (755,389) ―

計 7,655,502 1,242,519 130,906 9,028,927 (755,389) 8,273,538

営業費用 6,210,655 1,062,653 323,115 7,596,424 (291,422) 7,305,001

営業利益又は営業損失(△） 1,444,846 179,865 △192,209 1,432,502 (463,966) 968,536

３ 海外売上高
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(重要な後発事象)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

(子会社の設立）

1.ガンホー・ワークス株式会社
平成19年10月15日付でガンホー・

ワークス株式会社を設立いたしまし
た。

①設立の目的、事業内容
・ゲームソフトウェアの企画、開
発、デザ イン、翻 訳、販売、輸出
入、仲介
・書籍、映像、音楽ソフトウェアの
企画、制作、輸出入、販売、仲介、
配給、買付
・上記に掲げる事業のソフトウェア
に関する出版物、ビデオテープ、コ
ンパクトディスク等の企画、制作お
よび販売
・その他上記に掲げる事業に附帯ま
たは関連する業務

②設立する会社の発行済株式数、資
本金
・発行済株式数  1,000株
・資本金    50,000千円

③取得する株式の数、取得価額およ
び取得後の持分比率
・取得する株式の数  1,000株
・取得価額      50,000千円
・持分比率      100％

(重要な営業の譲受）

株式会社インターチャネル・ホロ
ンの営業の一部譲受け
当社はガンホー・ワークス株式会社
を設立し、エンターテインメントコ
ンテンツの企画・制作を行っている
株式会社インターチャネル・ホロン
のエンターテインメント第１事業部
が行っているコンシューマゲーム事
業および映像事業を譲受けました。

①その旨および目的
当社のオンラインゲームで培ってき
たノウハウおよびコンテンツと、株
式会社インターチャネル・ホロンの
コンシューマゲームをはじめとす
る、エンターテインメントコンテン
ツの企画・制作力や、流通網の確保
が融合することにより、お客様にご
満足いただける商品を提供できると
判断いたしました。

②譲受ける相手会社の名称
株式会社インターチャネル・ホロン

────────

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

(第三者割当による新株式発行）

平成20年２月14日開催の当社取締
役会において、下記のように第三者
割 当 に よ る 新 株 式 を 発 行 し、
GRAVITY  Co.,  Ltd.の 普 通 株 式
3,640,619 株（発行済株式総数の
52.4％）を取得することを決議いた
しました。

(1)募集方法 現物出資による第
三者割当

(2)発行株式の 
 種類及び数

普通株式 
24,308株

(3)発行価額 1株につき 
166,000円

(4)発行価額の 
  総額

4,035,128千円

(5)資本組入額 
    の総額

会社法計算規則第
37条第１項の規定
により、算出され
る資本金等増加限
度額の２分の１
(円未満切上げ）
を資本金に計上
し、その余を資本
準備金とする。

(6)申込期間 平成20年３月26日
から平成20年４月
１日まで

(7)払込期日 平成20年４月１日

(8)配当起算日 平成20年１月１日

(9)割当先及び 
   割当株式数

株式会社ハーティ
ス 24,308株

(10)出資の目的 
   たる財産の 
     内容

GRAVITY Co.,Ltd.
（韓国ソウル特別
市麻浦区上岩洞
1605番地ヌリクム
スクエアビジネス
タワー15F)の普通
株式3,640,619株 
価 額 総 額
4,035,128千円

(11)資金の使途 現物出資を受けて
株式を発行する予
定のため該当事項
はありません。

当該現物出資が行われた場合、
GRAVITY Co., Ltd.の発行済株式総
数の52.4％の株式を取得することに
なり、同社が当社の子会社に該当す
ることとなります。
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前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

③譲受ける事業の内容

株式会社インターチャンル・ホロン
のエンターテインメント第１事業部
が行っているコンシューマゲーム事
業およびメディアミックスにおける
映像事業

④譲受ける資産・負債の額
平成19年10月31日時点の帳簿価額は
現在算定中であります。
 (参考)
 平成19年８月31日現在の帳簿価額
は以下のとおりとなります。

資産 負債

項目 金額 項目 金額

流動 
資産

369 
百万円

流動 
負債

237 
百万円

固定 
資産

9 
百万円

合計
378 

百万円
合計

237 
百万円

⑤譲受価額

  141百万円
⑥譲受けの時期
  平成19年11月１日
⑦設立した連結子会社の概要
重要な後発事象の子会社の設立の欄
をご参照ください。
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６ 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 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成19年９月30日現在) (平成20年９月30日現在) (平成19年12月31日現在)

区分 金額(千円)
構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,862,769 1,498,943 1,623,774

 ２ 売掛金 617,032 695,467 725,866

 ３ たな卸資産 53,631 27,861 120,781

 ４ 前払費用 300,636 239,681 233,257

 ５ 関係会社短期貸付金 544,500 265,270 105,000

 ６ その他 25,901 51,808 68,003

      貸倒引当金 ─ △77,783 △105,000

   流動資産合計 3,404,470 31.7 2,701,247 25.8 2,771,685 29.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 68,914 59,075 66,071

  (2) その他 66,138 83,828 119,264

   有形固定資産合計 135,052 1.3 142,904 1.3 185,335 2.0

 ２ 無形固定資産

  (1)ソフトウェア 605,507 1,323,784 600,112

  (2)ソフトウェア仮勘定 1,930,067 1,593,129 2,100,135

  (3)その他 79,067 13,196 18,496

   無形固定資産合計 2,614,642 24.3 2,930,109 28.0 2,718,743 29.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 2,908,330 292,335 1,972,559

  (2) 関係会社株式 205,542 2,493,650 111,194

  （3）その他の関係会社有価 

    証券
─ 350,910 ─

  (4) 関係会社出資金 3,000 3,000 3,000

    (5) 関係会社長期貸付金 442,620 564,000 1,272,270

   (6) 長期前払費用 1,090,066 1,053,859 1,035,644

   (7) その他 163,949 169,360 166,473

     貸倒引当金 △224,691 △228,294 △939,590

    投資その他の資産 
    合計

4,588,816 42.7 4,698,821 44.9 3,621,551 39.0

    固定資産合計 7,338,511 68.3 7,771,835 74.2 6,525,631 70.2

    資産合計 10,742,982 100.0 10,473,083 100.0 9,297,317 100.0
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前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成19年９月30日現在) (平成20年９月30日現在) (平成19年12月31日現在)

区分 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 219,052 256,790 281,564

 ２ 短期借入金 2,575,000 ─ 2,250,000

 ３ １年以内返済予定 

   長期借入金
700,000 625,000 700,000

 ４ 未払金 357,767 360,153 312,449

 ５ 未払法人税等 42,326 500,642 570,973

 ６ 前受金 248,802 229,230 201,858

 ７ その他 75,271 229,545 595,694

   流動負債合計 4,218,220 39.3 2,201,363 21.0 4,912,541 52.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 925,000 777,000 787,500

 ２ 長期未払金 121,710 184,139 172,267

 ３ 長期前受金 ─ 2,476,190 ─

  ４  リース資産減損勘定 ─ 80,678 12,874

   固定負債合計 1,046,710 9.7 3,518,007 33.6 972,642 10.5

   負債合計 5,264,930 49.0 5,719,370 54.6 5,885,183 63.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,304,036 40.1 5,313,884 50.7 4,305,436 46.3

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 4,296,724 5,306,572 50.7 4,298,124

    資本剰余金合計 4,296,724 40.0 5,306,572 50.7 4,298,124 46.2

 ３ 利益剰余金

   (1)その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △3,122,708 △5,774,314 △5,191,425

    利益剰余金合計 △3,122,708 △29.1 △5,774,314 △55.1 △5,191,425 △55.8

   株主資本合計 5,478,051 51.0 4,846,142 46.3 3,412,134 36.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
─ ─ △92,430 △0.9 ─ ─

   評価・換算差額等 

      合計
─ ─ △92,430 △0.9 ─ ─

   純資産合計 5,478,051 51.0 4,753,712 45.4 3,412,134 36.7

   負債純資産合計 10,742,982 100.0 10,473,083 100.0 9,297,317 100.0
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(2) 四半期損益計算書

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間
前事業年度 

要約損益計算書

(自 平成19年１月1日 

 至 平成19年９月30日)

(自 平成20年１月1日 

 至 平成20年９月30日)

(自 平成19年１月1日 

 至 平成19年12月31日)

区分 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 4,703,546 100.0 5,542,108 100.0 6,491,168 100.0

Ⅱ 売上原価 2,278,039 48.4 2,705,988 48.9 3,107,333 47.9

   売上総利益 2,425,506 51.6 2,836,120 51.1 3,383,834 52.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,247,915 47.8 2,343,274 42.2 3,078,640 47.4

   営業利益 177,590 3.8 492,845 8.9 305,193 4.7

Ⅳ 営業外収益 210,376 4.5 147,759 2.7 309,077 4.8

Ⅴ 営業外費用 99,496 2.1 136,815 2.5 128,548 2.0

   経常利益 288,470 6.2 503,790 9.1 485,722 7.5

Ⅵ 特別利益 868,482 18.5 64,287 1.2 1,730,808 26.7

Ⅶ 特別損失 3,691,206 78.5 1,116,870 20.2 6,330,056 97.5

   税引前四半期(当期) 

   純損失
△2,534,253 △53.8 △548,792 △9.9 △4,113,525 △63.3

   法人税、住民税 

   及び事業税
219,960 34,096 753,557

   過年度法人税等還付額 ─ ─ △44,152

   法人税等調整額 342,207 562,168 12.0 ─ 34,096 0.6 342,207 1,051,612 16.2

四半期(当期)純損失 
(△)

△3,096,421 △65.8 △582,888 △10.5 △5,165,138 △79.5
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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) 

  

 
  

 
  

(3) 四半期株主資本等変動計算書

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) 4,225,132 4,217,820 4,217,820 △26,287 △26,287 8,416,664

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 78,904 78,904 78,904 157,808

 四半期純損失 △3,096,421 △3,096,421 △3,096,421

 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)

78,904 78,904 78,904 △3,096,421 △3,096,421 △2,938,613

平成19年9月30日残高(千円) 4,304,036 4,296,724 4,296,724 △3,122,708 △3,122,708 5,478,051

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18年12月31日残高(千円)  △2,704,479  △2,704,479  448  5,712,633

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行  △448  157,360

 四半期純損失 △3,096,421

 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)

2,704,479 2,704,479 2,704,479

第３四半期会計期間中の変動額合
計(千円)

2,704,479 2,704,479  △448 △234,582

平成19年9月30日残高(千円) ─ ─ ─ 5,478,051
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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) 4,305,436 4,298,124 4,298,124 △5,191,425 △5,191,425 3,412,134

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 1,008,448 1,008,448 1,008,448 2,016,897

 四半期純損失 △582,888 △582,888 △582,888

 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)

1,008,448 1,008,448 1,008,448 △582,888 △582,888 1,434,008

平成20年９月30日残高(千円) 5,313,884 5,306,572 5,306,572 △5,774,314 △5,774,314 4,846,142

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) ─ ─ ─ 3,412,134

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 2,016,897

 四半期純損失 △582,888

 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)

△92,430 △92,430 ─ △92,430

第３四半期会計期間中の変動額合
計(千円)

△92,430 △92,430 ─ 1,341,578

平成20年９月30日残高(千円) △92,430 △92,430 ─ 4,753,712
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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) 

  

 
  

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) 4,225,132 4,217,820 4,217,820 △ 26,287 △ 26,287 8,416,664

事業年度中の変動額

 新株の発行 80,304 80,304 80,304 160,608

 当期純損失 △5,165,138 △5,165,138 △5,165,138

 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)

80,304 80,304 80,304 △5,165,138 △5,165,138 △5,004,530

平成19年12月31日残高(千円) 4,305,436 4,298,124 4,298,124 △5,191,425 △5,191,425 3,412,134

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18年12月31日残高(千円) △ 2,704,479 △ 2,704,479 448 5,712,633

事業年度中の変動額

 新株の発行 160,608

 当期純損失 △5,165,138

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

2,704,479 2,704,479 △448 2,704,031

事業年度中の変動額合計 
(千円)

2,704,479 2,704,479 △448 △2,300,499

平成19年12月31日残高(千円) ─ ─ ─ 3,412,134
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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)

─────── 
 
 
 
 
 

  当社は、保有する投資有価証券の

時価が下落したことによる評価損の

計上や、一部の子会社において事業

の見通しが悪化したことから子会社

の事業に関する損失を計上したこと

を主要因として、第10期事業年度

（平成18年12月期）、第11期事業年

度（平成19年12月期）及び当第３四

半期会計期間においてそれぞれ

1,268,759千円、5,165,138千円及び

582,888千円の当期(四半期)純損失

を計上しました。また、第11期事業

年度の末日における貸借対照表の純

資産の金額が3,412,134千円とな

り、第10期事業年度の末日における

貸借対照表の純資産の金額の75％を

下回ったため、第11期事業年度末に

シンジケートローン（平成19年12月

31日現在の対象となる契約残高

2,025,000千円）に付されている財

務制限条項に抵触いたしました。こ

れらのことから、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しておりま

す。

 当社は、保有する投資有価証券の

時価が下落したことによる評価損の

計上や、一部の子会社において業績

の見通しが悪化したことから子会社

の事業に関する損失を計上したこと

を主要因として、第10期事業年度

（平成18年12月期）および第11期事

業年度（平成19年12月期）において

そ れ ぞ れ 1,268,759 千 円 お よ び

5,165,138千円の当期純損失を計上

しました。その結果、第11期事業年

度の末日における貸借対照表の純資

産の金額が3,412,134千円となり、

第10期事業年度の末日における貸借

対照表の純資産の金額の75％を下回

ったため、当期末現在シンジケート

ローン（平成19年12月31日現在の対

象となる契約残高2,025,000千円）

に付されている財務制限条項に抵触

しております。これらのことから、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。

 

 

 

 

 

 

 

  このような中、当社は当該状況を

解消すべく、平成20年２月14日開催

の当社取締役会にて第三者割当によ

る新株式の発行を決議し、平成20年

４月１日に払込が完了いたしまし

た。この結果、２期連続の当期純損

失の計上により減少した純資産の金

額が増資払込の結果1,999,537千円

増加することとなり、財務体質を強

化することができました。

  また、財務制限条項に抵触したシ

ンジケートローンについては、エー

ジェント銀行である株式会社三井住

友銀行を中心とする取引金融機関の

皆様と協議した結果、コミットメン

トライン契約書（平成19年９月25日

付契約）について12億円全額を返

済、コミット型タームローン（平成

16年９月30日付契約、平成20年３月

31日現在の対象となる契約残高

750,000千円）については平成20年

４月４日付で財務制限条項の変更及

び追加に関する変更契約書を締結、

期限の利益喪失による一括返済を請

求しない旨のご承諾を得ることがで

きました。追加変更後の財務制限条

項は以下の通りとなっております。

 このような中、当社は当該状況を

解消すべく、財務体質強化の一環と

して平成20年２月14日開催の当社取

締役会にて以下の第三者割当による

新株式の発行を決議いたしておりま

す。

(1) 募集方法  

      現物出資による第三者割当 

(2) 発行株式の種類及び数 

       普通株式 24,308株 

(3) 発行価額         

       １株につき166,000円 

(4) 発行価額の総額      

       4,035,128千円 

(5) 資本組入額の総額   

       会社計算規則第37条第 

    １項の規定により、算 

     出される資本金等増加 

    限度額の２分の１（円 

    未満切上げ）を資本金 

     に計上し、その余を資 

     本準備金とする。 

(6) 払込期日  

       平成20年４月１日 

(7) 割当先及び割当株式数 

    株式会社ハーティス 

       24,308株
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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
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

 
 
 
 
 
 

① 当社の事業年度末における当社

単体の貸借対照表に表示される純資

産合計金額が、平成19年12月期末の

当社単体の貸借対照表に表示される

純資産合計金額の75％以上に維持す

ること

② 当社の事業年度末における当社

単体の損益計算書における営業損益

を２期連続して損失としないこと

③ 平成20年12月期以降、当社の事

業年度末における当社連結の貸借対

照表に表示される純資産合計金額

を、平成19年12月期末の当社連結の

貸借対照表に表示される純資産合計

金額の75％以上に維持すること

④ 平成20年12月期以降、当社の事

業年度末における当社連結の損益計

算書における営業損益を損失としな

いこと

  なお、当社グループにおいては、

収益基盤の強化を図るため、引き続

き以下の施策を強力に進めていく方

針です。

① オンラインゲーム事業の拡大の

ためのタイトル拡充をライセンスに

よって調達し、開発リスクを低減し

たローリスク経営を志向いたしま

す。

② 既存の自社開発中のタイトルに

ついては、ゲーム開発に係る工程管

理を厳格に実施することによって、

想定外の採算悪化を防止いたしま

す。

③ 子会社における不採算事業につ

いて、追加事業投資計画の見直しを

行い、今後の損失発生を 小限にす

るための事業の整理を行います。 

  さらに上記施策に加え、適宜保有

資産の見直しによる資産売却などの

施策を実施していきます。 

 上記の施策を実行していくことに

より、継続企業の前提に関する重要

な疑義は解消できるものと判断して

おります。 

 財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な

疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。

(8) 出資の目的たる財産の内容  

        GRAVITY Co.,Ltd. 

       （韓国ソウル 特別市麻浦 

        区上岩洞1605番地ヌリク 

        ムスクエアビジネスタワ 

        ー 15F）    

       普通株式   3,640,619株

       価額総額 4,035,128千円

 また、収益基盤の強化を図るた

め、具体的には以下の施策を行う方

針です。 

① オンラインゲーム事業の拡大の

ためのタイトル拡充をライセンスに

よって調達し、開発リスクを低減し

たローリスク経営を志向いたしま

す。

② 既存の自社開発中のタイトルに

ついては、ゲーム開発に係る工程管

理を厳格に実施することによって、

想定外の採算悪化を防止いたしま

す。

③ 子会社における不採算事業につ

いて、追加事業投資計画の見直しを

行い、今後の損失発生を 小限にす

るための事業の整理を行います。

 さらに上記施策を行う他、適宜保

有資産の見直しによる資産売却など

の施策を実施し、追加で発生する損

失が過大にならないようにコントロ

ールして参ります。 

  なお、財務制限条項に抵触したシ

ンジケートローンについては、エー

ジェント銀行である株式会社三井住

友銀行を中心とする取引金融機関の

皆様には、一定の条件のもとに期限

の利益喪失による一括返済という事

態を回避する方向で承諾を依頼して

いるところであります。上記の施策

を実行しておくことにより継続企業

の前提に関する重要な疑義を解消で

きるものと判断しております。 

  財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な

疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。
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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)

(子会社の設立）

1.ガンホー・ワークス株式会社

平成19年10月15日付でガンホー・ワ

ークス株式会社を設立いたしまし

た。

①設立の目的、事業内容

・ゲームソフトウェアの企画、開

発、デザ イン、翻 訳、販売、輸出

入、仲介

・書籍、映像、音楽ソフトウェアの

企画、制作、輸出入、販売、仲介、

配給、買付

・上記に掲げる事業のソフトウェア

に関する出版物、ビデオテープ、コ

ンパクトディスク等の企画、制作お

よび販売

・その他上記に掲げる事業に附帯ま

たは関連する業務

②設立する会社の発行済株式数、資

本金

・発行済株式数  1,000株
・資本金    50,000千円

③取得する株式の数、取得価額およ

び取得後の持分比率

・取得する株式の数  1,000株
・取得価額      50,000千円
・持分比率      100％

(重要な営業の譲受）

  株式会社インターチャネル・ホロ

ンの営業の一部譲受け

  当社はガンホー・ワークス株式会

社を設立し、エンターテインメント

コンテンツの企画・制作を行ってい

る株式会社インターチャネル・ホロ

ンのエンターテインメント第１事業

部が行っているコンシューマゲーム

事業および映像事業を譲受けまし

た。

①その旨および目的

  当社のオンラインゲームで培って

きたノウハウおよびコンテンツと、

株式会社インターチャネル・ホロン

のコンシューマゲームをはじめとす

る、エンターテインメントコンテン

ツの企画・制作力や、流通網の確保

が融合することにより、お客様にご

満足いただける商品を提供できると

判断いたしました。 

 

②譲受ける相手会社の名称

株式会社インターチャネル・ホロン

────────

 

 

 

 

（第三者割当による新株式発行）

 平成20年２月14日開催の当社取締役

会において、下記のように第三者割当

に よ る 新 株 式 を 発 行 し、GRAVITY

Co.,Ltd.の普通株3,640,619株（発行

済株式総数の52.4％)を取得すること

を決議いたしました。

(1)募集方法

 現物出資による第三者割当

(2)発行株式の種類及び数

 普通株式 24,308株

(3)発行価額

 １株につき 166,000千円

(4)発行価額の総額

 4,035,128千円

(5)資本組入額の総額

 会社計算規則第37条第１項の規定

により、算出される資本金等増加限

度額の２分の１（円未満切上）を資

本金に計上し、その余を資本準備金

とする。

(6)申込期間

 平成20年３月26日から平成20年４月

１日まで

(7)払込期日

 平成20年４月１日

(8)配当起算日

 平成20年１月１日

(9)割当先及び割当株式数

 株式会社ハーティス 24,308株

(10)出資の目的たる財産の内容

   GRAVITY Co.,Ltd.

 (韓国ソウル特別市麻浦区上岩洞
  1605番地ヌリクムスクエアビジ 
  ネスタワー15F)

     普通株式 3,640,619株 

     価額総額 4,035,128千円

(11)資金の使途  

 現物出資を受けて株式を発行する

予定のため該当事項はありません。 

 当該現物出資が行われた場合、

GRAVITY Co.,Ltd.の発行済株式総数

の52.4％の株式を取得することにな

り、同社が当社の子会社に該当する

こととなります。
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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
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

 

③譲受ける事業の内容

 株式会社インターチャンル・ホロ

ンのエンターテインメント第１事業

部が行っているコンシューマゲーム

事業およびメディアミックスにおけ

る映像事業 

 

④譲受ける資産・負債の額

  平成19年10月31日時点の帳簿価額

は現在算定中であります。

 (参考)

  平成19年８月31日現在の帳簿価額

は以下のとおりとなります。

資産 負債

項目 金額 項目 金額

流動 
資産

369 
百万円

流動 
負債

237 
百万円

固定 
資産

9 
百万円

合計
378 

百万円
合計

237 
百万円

⑤譲受価額

  141百万円

⑥譲受けの時期

  平成19年11月１日

⑦設立した連結子会社の概要

  重要な後発事象の子会社の設立の

欄をご参照ください。

(子会社との合併) 

 当社は、平成20年２月18日開催の取締

役会において、株主総会での承認を前

提に平成20年５月12日を合併期日とし

て、当社の100％子会社でありますガン

ホー・モード株式会社を吸収合併する

ことを決議いたしました。

(1)目的 

 当社は、総合エンターテインメント

カンパニーを目指しております。今後

の当社グループのさらなる発展のため

にオンライン事業の集約、再構築によ

る一元管理、企業効率の向上、経営資

源の有効活用を図ることが重要である

と考え、ガンホー・モード株式会社を

吸収合併することといたしました。

(2)合併の日程 

 合併契約承認取締役会  

        平成20年２月18日 

 合併契約書締結日 

        平成20年２月19日 

 合併契約承認定時株主総会 

        平成20年３月28日 

 合併期日(効力発生日） 

        平成20年５月12日

(3)合併する相手会社の名称 

 ガンホー・モード株式会社

(4)合併の方法、合併後の会社の名称 

 当社を存続会社とする吸収合併方式

とし、ガンホー・モード株式会社は解

散します。合併後の会社の名称は、ガ

ンホー・オンライン・エンターテイメ

ント株式会社であります。

  

(5)合併比率 

 ガンホー・モード株式会社は当社の

100％子会社であり、新株式の発行は行

わないため、合併比率の算定は行って

おりません。

(6)合併交付金の額、合併により発行す

る株式の種類及び数、増加すべき資

本・法定準備金・任意積立金等の額 

 本合併による新株式の発行及び資本

金の増加並びに合併交付金の支払いは

ありません。
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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
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

(7)引き継ぐ資産、負債の額  

 ガンホー・モード株式会社は、平成

19年12月31日現在の貸借対照表その他

同日現在の計算を基礎とし、これに効

力発生日前日までの増減を加除した一

切の資産、負債及び権利義務を合併期

日において当社に引き継ぎます。 

(8)ガンホー・モード株式会社の主な事

業内容、規模  

 事業内容：総合エンターテインメン

ト・ポータル企画、開発、運営  

  規模：売上高     62,594千円 

      当期純損失  1,849,947千円  

   (自平成19年１月１日   

        至平成19年12月31日)  

      総資産        266,818千円  

     従業員数             22名  

      （平成19年12月31日現在）
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