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(1) 連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 11,241 49.6 1,199 ─ 1,792 ─ △26 ─
19年12月期 7,514 10.1 △317 ─ △311 ─ △4,932 ─

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年12月期 △246 09 ─ ─ △0.7 13.8 10.7
19年12月期 △55,238 34 ─ ─ △111.4 △2.7 △4.2

(参考) 持分法投資損失 20年12月期 49百万円 19年12月期 ─

(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 15,099 6,350 25.4 33,613 93
19年12月期 10,901 3,313 30.4 36,937 60

(参考) 自己資本 20年12月期 3,842百万円 19年12月期 3,313百万円

(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 2,076 6,089 △3,492 5,202
19年12月期 307 △984 763 2,212

１株当たり配当金
配当金総額 
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(基準日)

第１ 
四半期末

中間期末
第３

四半期末
期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年12月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00 ─ ─ ─

20年12月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00 ─ ─ ─

21年12月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00 ─ ─ ─
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3. 21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21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、ま

た、連結子会社で米国NASDAQ市場に上場しているGRAVITY Co.,Ltd.が業績予想を開示しない方針としてい

るため、当社グループが業績予想を発表することにより、各々のステークホルダーへ公平な情報提供が困

難である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、開示しない方針です。 

4. その他 

 
〔(注) 詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。〕 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         有 

〔(注) 詳細は、27ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

  

 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

1. 20年12月期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年12月31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) 連結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（連結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）

(3) 発行済株式数（普通株式）

期末発行済株式数（自己株式を含む) 20年12月期 114,316株 19年12月期 89,698株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 7,533 16.1 878 187.7 896 84.5 △2,431 ─
19年12月期 6,491 5.5 305 △61.5 485 △38.3 △5,165 ─

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年12月期 △22,328 78 ─ ─
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 8,555 2,997 35.0 26,220 54

19年12月期 9,297 3,412 36.7 38,040 25

(参考) 自己資本 20年12月期 2,997百万円 19年12月期 3,412百万円
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当連結会計年度の我が国経済は、世界の金融資本市場が100年に一度といわれる危機に陥る中、実体

面、金融面ともに事態が急速に変化しつつあり、景気の更なる下押し圧力が高まっております。なお、

国内オンラインゲーム市場は引き続き競争は激しいもののその市場規模は堅実に推移しております。一

方、国内家庭用ゲーム市場は 新型ゲーム機が出揃った平成19年が好調だった反動と年末商戦で大型タ

イトルが少なかったことなどによる要因で４年ぶりのマイナス成長となっております。しかしながら家

庭用ゲーム機のオンラインゲーム化とコンバージェンスによる垣根の低下により、新たなマルチプラッ

トフォームな市場の成長が見込まれる状況にあります。 

このような状況を踏まえ、当社グループは選択と集中により積極的に収益拡大を図るとともに費用の

抑制に努めてまいりました。また、これから国内市場だけではなく広く海外市場に進出するために大型

M&Aを実施いたしましたところ売上高、営業利益及び経常利益は過去 高を記録いたしました。 

この結果、当連結会計年度は売上高11,241,053千円（前連結会計年度比49.6％増）、営業利益

1,199,684千円（前連結会計年度は317,174千円の営業損失）、経常利益1,792,277千円（前連結会計年

度は311,724千円の経常損失）、当期純損失26,799千円（前連結会計年度は4,932,231千円の当期純損

失）となりました。 

なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

当事業におきましては、新たにオリジナルタイトルの「北斗の拳ONLINE」を開始して顧客層の拡大を

図るとともに引き続き既存タイトルも拡大させてまいりました。当社グループのキラータイトルである

「ラグナロクオンライン」は平成14年のサービス開始にもかかわらず依然として高い成長を維持してお

ります。また、「ラグナロクオンライン」の開発会社である韓国のGRAVITY Co., Ltd.を子会社化し、

コンテンツの確保だけではなく海外展開への布石を打ってまいりました。さらに費用の抑制を行うとと

もに不採算事業の整理の効果が当連結会計年度に寄与してきております。 

この結果、売上高は8,678,428千円（前連結会計年度比32.3％増）、営業利益は1,337,792千円（前連

結会計年度比557.5％増）となりました。 

当事業におきましては、当連結会計年度が本格的な事業開始の年度となり積極的にタイトルを発売し

てまいりました。特に当社グループのキラータイトルのマルチプラットフォーム化の一環として「ラグ

ナロクオンラインDS」を年末に発売いたしました。さらにライトユーザーや非ゲームユーザーを取り込

むべく幅広いソフトを展開してまいりました。しかしながら市場環境の要因などの理由により、営業損

失を計上することとなりました。 

この結果、売上高は893,565千円（前連結会計年度比1015.1％増）、営業損失は370,790千円（前連結

会計年度は70,259千円の営業損失）となりました。 

当事業におきましては、受託開発した大人気アクションゲームの発売があり、受託開発の収入の他に

発売された本数に応じた開発ロイヤリティ収入が大きく寄与いたしました。従前より、当社グループの

ゲーム開発部門は豊富な経験と技術力が高く評価されており、今回の実績に加えて海外からもその開発

力に注目を受け、新たな受託開発案件につながりました。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

＜オンライン事業＞

＜コンシューマ事業＞

＜ゲーム開発事業＞

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 
(3765)平成20年12月期決算短信

－ 3 －



この結果、売上高は2,065,604千円（前連結会計年度比133.8％増）、営業利益は807,174千円（前連

結会計年度比732.5％増）となりました。 

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、ま

た、連結子会社で米国NASDAQ市場に上場しているGRAVITY Co.,Ltd.が業績予想を開示しない方針として

いるため、当社グループが業績予想を発表することにより、各々のステークホルダーへ公平な情報提供

が困難である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、開示しない方針です。 

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,198,555千円増加し、15,099,998

千円となりました。これは主にGRAVITY Co., Ltd.を連結子会社化したこと等による現金及び預金が

3,581,338千円増加したことによります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,161,381千円増加し、8,749,596千円となりました。これは主

に、借入金の返済により短期借入金が2,545,000千円、１年以内返済予定を含む長期借入金が871,690千

円減少した一方で、オンラインゲームタイトルの売却金額の長期前受金が2,476,190千円、GRAVITY 

Co., Ltd.を連結子会社化したことによる負ののれんが1,616,191千円増加したことによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,037,173千円増加し、6,350,402千円となりました。これは

主に、第三者割当増資等により資本金が1,008,448千円、資本剰余金が1,008,448千円増加したほか、

GRAVITY Co., Ltd.を連結子会社化したこと等に伴い少数株主持分が2,371,782千円増加したことにより

ます。 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

2,990,154千円増加し、当連結会計年度末には5,202,508千円となりました。 

当連結会計年度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。 

営業活動によって得られた資金は2,076,397千円（前連結会計年度比574.6％増）となりました。 

これは主に税金等調整前純利益が469,963千円であったほか、非資金項目である減価償却費804,839千

円及び投資有価証券売却損903,232千円が含まれるためです。 

投資活動によって得られた資金は6,089,526千円（前年同期は使用した資金984,861千円）となりまし

た。 

これは主に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。 

財務活動によって使用された資金は3,492,216千円（前年同期は得られた資金763,501千円）となりま

した。 

これは主に短期借入金の純減額2,545,000千円が含まれるためです。 

② 次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況に関する分析

② 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）
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/支払利息 

(注１)いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

(注２)キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注３)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、今後の事業展開及び経

営体質の強化のための内部保留を勘案しつつ、業績に見合った利益還元を基本方針としております。 

なお、当社は、将来の事業展開及び経営体質強化のために必要な内部留保を確保するため、現在まで

利益配当は行っておりません。 

当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を次のとおり記載

しております。また、当社グループは、当社グループでコントロールできない外部要因や事業上のリス

クとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の投資判断上重要と考え

られる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当社グ

ループは、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、当社グループの経営状況及び将来の事業についての判断及び当社の有価証券に関す

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。なお、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクすべてを網羅する

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、当該事項は本資料作成時現在におい

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。 

当社グループの売上高実績に占める「ラグナロクオンライン」関連の売上高実績は、次のとおりで

あり、平成17年12月期81.7％、平成18年12月期73.3％、平成19年12月期75.6％、当連結会計年度末

65.2％と、本コンテンツに依存しております。 

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率(％) 44.6 30.4 25.4

時価ベースの自己資本比率
(％)

820.2 173.6 74.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年）

3.4 15.6 0.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

13.8 2.7 23.7

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①当社グループの事業に関するリスクについて

a.ラグナロクオンラインへの依存について

 イ.売上高の依存
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「ラグナロクオンライン」は、ＭＭＯＲＰＧと呼ばれるジャンルのゲームであり、多人数同時接続

型ゲームとして注目を集めております。「ラグナロクオンライン」は、平成14年８月に無料サービス

提供を開始し、平成14年12月に商用サービス提供を開始いたしました。同時接続者数は 大で10万人

を突破し、平成20年12月末現在で、累計登録ＩＤ数は300万IDを超えております。この登録ＩＤ数

は、日本国内のオンラインゲームの中では、 大級の会員数となっております。しかしながら、今後

も順調に会員が増加していく保証はなく、当社の予定どおり会員数が伸びなかった場合には、当社グ

ループの経営成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。 

当社グループのオンラインゲーム事業は、ライセンサーから使用許諾を受けてコンテンツを取得す

る、またはコンテンツを自社開発及び共同開発する等して、コンテンツを保有することが事業開始の第

一歩となります。当社グループは、ライセンサーからコンテンツを取得する際に、ライセンス使用許諾

権の対価を、ライセンス取得時に一括して支払うことが多くあります。また、一般に自社でオリジナル

タイトルを開発する際には、完成までに２～５年と製品化まで長期に亘る場合も多くあり、多額の先行

投資が必要となります。このようにコンテンツを保有するためには、いずれの方法でも多額の初期投資

費用が発生するため、タイトルが商用サービスを開始し投資回収を終えるまで長期間に亘り、先行投資

負担に耐えうる運転資金が必要となります。 

そのため、機動的な資金調達が出来ない場合及び商用サービスを開始したものの計画どおり利益計画

が進まない場合は、先行投資負担に耐えられない可能性があり、当社グループの経営成績及び今後の事

業展開に影響を与える可能性があります。 

平成17年12月期 
(連結)

平成18年12月期
(連結)

平成19年12月期
(連結)

平成20年12月期
(連結)

金額 
(千円)

比率 
（％）

金額
（千円）

比率
（％）

金額
(千円)

比率
（％）

金額 
(千円)

比率
（％）

ラグナロ
クオンラ
イン関連
売上高

4,633,613 81.7 5,003,334 73.3 5,677,960 75.6 7,328,511 65.2

売上高 5,670,872 100.0 6,823,452 100.0 7,514,740 100.0 11,241,053 100.0

 ロ.会員数維持

b.開発資金の負担について
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当社は、ライセンサーより、日本国内での配信・運営等にかかるライセンス許諾を得て、コンテン

ツを利用しております。当社は、これらのライセンス契約について、契約期間満了後も継続を予定し

ております。しかしながら、ライセンサー側が、これらの契約の全部もしくは一部の更新を拒絶した

場合または契約内容の変更等を求めてきた場合には、当社が現在使用しているコンテンツ等の使用許

諾が継続されない等、当社グループの経営成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。 

当社グループは、優良なライセンス許諾先の開拓及び関係維持に努めておりますが、必ずしも国内

外において新規のライセンス許諾先が開拓できるとは限らず、また現在の許諾先についても必ず契約

更新がなされる保証はありません。また、今後市場拡大に伴い、配信・運営権に係るロイヤリティ料

が上昇する可能性もあります。このような経営上の不測の事態に陥った場合には、当社グループの経

営成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。 

当社は、ライセンス契約を締結した後に、ライセンサーからオンラインゲームタイトルに係るリソ

ースの提供を受けております。当社がライセンサーと契約締結し、リソースの提供を受ける時点はケ

ースバイケースであり、オンラインゲームとして出来上がっている場合、海外のオンラインゲームを

日本語にローカライズする場合、パッケージゲームをオンラインゲームとして開発する場合、全く新

規にオンラインゲームを開発する場合等、各々の契約によりゲームの開発状況及び開発期間が異なっ

ております。また一般的に、カジュアルなゲームよりもＲＰＧの方が、開発期間が長期化する傾向も

見られます。 

当社は、契約締結時に納品予定日を設定し、ライセンサーと密に連絡を取り開発進捗状況を確認し

ておりますが、開発自体はライセンサーの状況に依存せざるを得ず、予定どおりタイトル開発が進ま

ないこともあります。こうした場合には、当社グループの経営成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。 

当社グループは、総合エンターテインメントグループを目指し事業展開を行っており、事業拡大の

上で自社オリジナルタイトルの開発をはじめとしたキラータイトルの確保が重要な戦略となっており

ます。しかし、新規タイトルの開発等が予定通り進まなかった場合、または、完成したタイトルがサ

ービス開始・販売したものの予定通り会員・販売数を獲得できなかった場合等には、当社グループの

経営成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。 

当社グループが属するオンラインゲーム市場は、黎明期であり市場形成が始まった段階にあります

が、インターネットの普及、ブロードバンドの進展とあいまってオンラインゲーム市場の規模は拡大

していくものと予測しておりますが、オンラインゲーム市場の成長が当社グループの予測を下回る可

能性もあります。 

c.開発元に対する依存について

 イ.ゲームライセンス契約について

 ロ.納期管理について

d.コンテンツ等の開発・販売について

②当社の事業環境に関するリスクについて

a.オンラインゲーム市場について
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また、当社の主要事業であるオンラインゲーム事業については、特段の法的規制はありません。し

かしながら、ゲーム市場に対する規制等が新たに制定された場合や、オンラインゲーム市場の成長が

当社グループの予測を下回った場合等においては、当社グループの経営成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。 

当社グループのオンラインゲーム事業は、一般消費者がオンラインゲームの会員となっておりま

す。そのため、当社グループが提供するオンラインゲームは、ユーザーの嗜好性に左右される可能性

があり、当社グループがそのユーザーの嗜好性に対応したタイトルを提供できない場合には、当社グ

ループの経営成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。 

当社グループのオンラインゲーム事業は、インターネット上でオンラインゲームの配信・運営を行

っている特性上、当社グループの会員はインターネットにおける情報に頻繁にアクセスしておりま

す。そのため、事実の有無にかかわらず風評の影響が大きくなりやすくなっております。この風評に

より売上高が大きく変動する可能性があります。このため、当社グループとしましてはより良く会員

の声を聞くため、「ＷＥＢヘルプデスク」を中心として、会員の声を幅広く収集し、顧客満足度の向

上に努力しております。 

当社グループが事業を展開しているオンラインゲーム市場は、ネットワーク技術及びサーバー運営

技術に密接に関連しておりますが、これらの技術分野は、技術革新が著しいという特徴を有しており

ます。当社グループでは、適時にコンピュータ技術等の進展に対応していく方針ではありますが、当

社グループが想定していないような新技術・新サービスの普及等により事業環境が急激に変化した場

合、必ずしも迅速には対応できない恐れがあります。また事業環境の変化に対応するための費用が多

額となる可能性もあります。このような場合には、当社グループの経営成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。 

当社グループのオンラインゲーム事業では、会員登録、コンテンツの利用登録及び課金に際して個

人情報を取得し利用すると共に、当社サーバー内に個人情報をストックしております。当社グループ

では、平成16年４月13日にＴＲＵＳＴｅプライバシー・プログラムを取得する等して、セキュリティ

対策を講じ、個人情報の管理に十分留意しております。また、経済産業省より個人情報の保護に関す

る法律（平成15年５月30日法律第57号、同日一部公布・施行）が為される等、企業の個人情報保護に

対する要請は厳格になっております。 

当社グループでは独自に、ガンホーＩＤとアトラクションＩＤの２段階管理を行い、重要な個人情

報の管理を物理的に分けることで外部からの個人情報アクセスを防ぐと共に、当社グループ内でも個

人情報にアクセスできる人員を制限していること等の方策により、個人情報が流出しないように留意

しております。 

今後、顧客情報の流出により問題が発生した場合、当社グループへの損害賠償請求や信用の低下等

により、当社グループの経営成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。 

当社グループは、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、特に留意をしております。当社グループは、ライセンス取

b.ユーザーニーズへの対応について

c.風評被害を受ける可能性について

d.技術革新への対応について

e.個人情報保護について

f.知的財産権について
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得の検討段階より、取得候補について特許庁のデータベースで確認を行い、その後、弁理士及び弁

護士を通して調査を行っております。また、当社グループは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等して、当社グループ事業の安全な遂行

が為されるように留意しております。 

しかしながら、当社グループの調査範囲が十分でかつ妥当であるとは保証できません。また、特許

権等の知的財産権が当社グループ事業にどのように適用されるかの全てを正確に想定する事は困難で

あり、万一、当社グループ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、当社の経営成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。なお、当連結会計年度末現在、当社グループは知的財産権に関する訴訟等を起こさ

れた事実はありません。 

当社グループのオンラインゲーム事業は、サーバーを介してサービス提供を行っており、地震や水

害等の自然災害、火災等の地域災害、コンピュータウィルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業

者に起因するサービスの中断や停止等、現段階では予測不可能な事由によりシステムがダウンした場

合には、営業不可能となります。また、アクセス数の増加等の一時的な過剰負荷によって当社グルー

プあるいはデータセンターのサーバーが作動不能や誤作動した場合、正常にコンテンツ配信できなか

った場合等、あらゆる原因によりシステムが停止する可能性があります。さらには、外部からの不正

な手段によるコンピュータ内への進入等の犯罪や役職員の過誤等によって、当社グループが提供する

コンテンツが書換えられたり、重要なデータを消去または不正に入手されたりする恐れがあります。

当社グループはこのような状況を事前に防ぐべく、セキュリティを重視したシステム構成、ネット

ワークの負荷分散、365日24時間の監視体制等、安全性を重視し取り組んでおります。また、当社グ

ループが提供するオンラインゲームに不良箇所（バグ）が発生した場合、これらゲーム配信サービス

を中断・停止させて、原因究明及び復旧作業を行っております。 

このような事態が発生した場合には、当社グループに直接的な損害が生じる他、当社グループのサ

ーバーの作動不能や欠陥等に起因する取引の停止等については、当社グループシステム自体への信頼

性の低下等のリスクが想定され、当社の経営成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。 

当社グループは、当社、株式会社ゲームアーツ、ガンホー・ワークス株式会社及びGRAVITY Co., 

Ltd.等の子会社群から形成されており、総合的なエンターテインメントサービスをお客様に提供する

ことを目指して事業展開をしております。グループ各社を通じた事業展開、すなわち特定の事業に特

化、注力する会社の設立もしくは買収等により出資を含むグループ会社関係を構築することについて

は、出資額あるいは場合によっては出資額を超える損失が発生するリスク、グループの信用低下リス

ク等を伴う可能性があり、出資会社の事業活動や経営成績によっては、当社グループの財政状態及び

経営成績に影響を与える可能性があります。 

連結会計年度末現在、ソフトバンクＢＢ株式会社は当社株式を33.89％所有しております。当社は、

ソフトバンクグループの中で、オンラインによるエンターテインメント事業を推進する企業として位置

付けられ事業展開を行っておりますが、将来のグループ政策変更等により、当社の位置付けが変わる可

g.システムトラブルについて

h.当社グループの事業展開に関するリスク

③当社グループを取り巻くグループ環境について
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能性があります。その場合、当社の経営成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。

当社グループの事業推進者は、代表取締役社長である森下一喜であります。同氏は、平成13年５月

に当社に入社し、オンラインゲーム事業の立ち上げに関わってきた人物であります。同氏は、当社の

主力商品である「ラグナロクオンライン」を韓国で発掘し、GRAVITY Co., Ltd.とのライセンス契約

を取り付けた経緯がある等、オンラインゲーム事業の推進等において重要な役割を果たしており、そ

の依存度は高いものと考えられます。 

当社グループは事業運営において、権限委譲や人員拡充等により組織的対応の強化を進めておりま

すが、現在においても組織としては小規模であり、何らかの理由により当社での事業推進が困難とな

った場合、当社グループの経営成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。 

当社グループが今後成長していくためには、オンラインゲームシステム技術者、ゲーム企画開発者

及び拡大する組織に対応するための管理担当者等、各方面での優秀な人材を確保していくことが重要

になります。特にオンラインゲームに関する技術者及び企画開発者については、オンラインゲーム市

場が黎明期であるため、オンラインゲーム自体に携わった経験を保有する人材の絶対数が少なく、優

秀な人材確保が重要と認識しております。 

当社グループでは、継続的に優秀な人材の確保のために努力を続けており、今後も継続していく方

針でありますが、今後適切な人材確保及び人材配置に失敗した場合、または人材が流出した場合に

は、当社グループの経営成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。 

当社グループの有利子負債の中で、シンジケートローンによる借入には下記の財務制限条項が定めら

れており、これに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。このよ

うな場合には、当社グループの業績及び経営に影響を与える可能性があります。 

a. 当社の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。 

b. 当社の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。 

c. 平成20年12月期以降、当社の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。 

d. 平成20年12月期以降、当社の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。 

④当社の事業体制について

a.代表取締役社長森下一喜への依存について

b.人材の確保について

⑤借入金による資金調達について
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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。昨今のオンラ

イン機能が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の領域及び事業構造・管理機能の再編を行うこととしました。

これに伴い平成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、当連結会計年度より

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。 

 なお、事業の系統図及び各事業セグメントの事業内容は以下のとおりであります。 

 

当社は、当社が企画・開発したオンラインゲーム（オンラインコンテンツ）及び他社が開発したオンラ

インゲームにつきライセンス許諾等を受け、配信・運営を行っております。当該事業におきましては、当

社が配信・運営を行うオンラインゲームの利用者（一般ユーザー）から利用料等を徴収しております。当

社グループが配信・運営するオンラインゲームのうち、ライセンス許諾を受けたコンテンツに関しては、

個別契約に基づいたライセンス使用料の支払いを行っております。 

連結子会社のGRAVITY Co.,Ltd.は、オンラインゲームの企画・開発・配信・運営及び自社または他社

タイトルのオンラインゲームの他社へのライセンス許諾を行っております。 

 また、連結子会社の株式会社ゲームアーツは、オンラインゲームの運営事業を行っております。 

連結子会社のガンホー・ワークス株式会社は、家庭用ゲームソフトの自社企画・販売等を行っておりま

す。同社は社外の協力会社等を活用しながら家庭用ゲームソフトを制作し、卸商社や小売店を通じお客様

へ販売しております。 

２ 企業集団の状況

(1)オンライン事業

(2)コンシューマ事業
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連結子会社の株式会社ゲームアーツは、オンラインゲーム及び家庭用ゲームソフト開発を当社や他社か

ら受託しております。同社はコンテンツ保有者よりゲームソフトの開発を受託し、作成したゲームソフト

を検収・納品することにより開発費収入を計上するとともに契約により販売高に応じたインセンティブ収

入を受け取る場合があります。 

(3)ゲーム開発事業
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当社グループは、「挑戦・創造する経営」を経営理念として掲げ、「Inspire Movement」をキーワー

ドコンセプトに「感動と楽しい経験」をお客様に提供することを使命としております。株主、従業員、

協力会社、そして健全なる遊びの文化創造発展の為に、情熱を持った事業活動を行うことを経営方針と

しております。 

現在、当社グループはオンラインゲームを主軸としたサービスの提供を行っております。近年のブロ

ードバンドインフラの普及やコンテンツ、サービスの多様化などにより、我々を取り巻く環境は大きく

変化しております。今後は、ゲームコンテンツだけでなく、お客様がどのように楽しむかということが

重要になると考えております。そこで、当社グループは「遊び方」を提供するサービス業という認識の

もと、オンラインゲームはもとより、総合的なエンターテインメントサービスをお客様に提供すること

を目指して事業を推進してまいります。 

近年の急速なブロードバンド・ネットワーク環境の整備に伴いまして、当社グループが事業展開して

いるオンラインゲーム市場は急速に変化・拡大しております。そのため、当社グループは、現段階では

市場の変化・拡大に柔軟に取組むことが重要であると認識し、財務指標等を目標として掲げておりませ

ん。 

現在のところ、当社グループの提供する各種サービスを利用するための「ガンホーID」数、当社グル

ープの提供するオンラインゲーム（アトラクション）を利用するための「アトラクションID」数等を重

視しております。 

当社グループは、急速に変化・拡大するハード機器やゲーム・コンテンツソフト市場に柔軟かつ積極

的に取組むことが重要であると認識し、具体的には以下の施策を展開してまいります。 

当社グループは、今後、ハード機器の進化とあわせ、ゲーム・コンテンツソフト市場の変化は、オ

ンラインゲームと家庭用ゲームの垣根を低くすると認識しており、ブランドの育成と新しい収益の柱

の創造が成長の基盤になると考えております。その状況の中、既存ブランドの育成とともに新しい収

益の柱となるキラーコンテンツの開発・獲得を推進しております。また、当社グループが保有する豊

富なコンテンツ資産を有効に活用し、マルチプラットフォームに対応しながら価値の 大化を図って

おります。これら新しい価値の創造に挑戦してまいります。 

グローバル総合エンターテインメントカンパニーを目指す当社グループは、新しい遊び方が生まれ

つつあるこの経営環境の変化の中、国内だけではなく海外も含めて成長の機会を確保したいと考えて

おります。安定した収益基盤の再構築をするとともにグローバル収益機会の拡大を追及してまいりま

す。 

近年、家庭用ゲーム機のオンライン化が進み、オンラインゲームと家庭用ゲームとの垣根が低くなり

つつあります。また、従来参加していなかった女性や高齢者などが参加し始め、ゲーム人口はさらに拡

大を続けております。このような状況下、当社は常に変化し続けるゲーム産業の経営環境を早期かつ的

確に認識し、対処すべき重要課題を定め、それに適合した経営戦略を推進してまいります。具体的な重

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

① 新しい収益柱の創造

② グローバルブランドの確立

(4) 会社の対処すべき課題
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要課題に対する取り組みは以下のとおりであります。 

コンバージェンスが進む事業環境の中、当社グループは、オンラインゲームから家庭用ゲームの企

画・開発・販売・運営だけではなく受託開発も行う総合エンターテインメントグループとしての発展

を続けております。各事業で培ったノウハウや経験、コンテンツなどを有効に活用することにより、

企業価値の 大化を目指してまいります。 

拡大を続けるオンラインゲーム市場は競争が激しくなるとともに家庭用ゲーム市場はオンライン機

能を使った新しい遊び方を模索している環境でもあります。そのような状況の中、当社グループはオ

ンラインゲームで培ったノウハウや経験と家庭用ゲームで評価の高い開発力を 大限に生かした新し

い価値をお客様に提供してまいります。 

今後のゲーム市場拡大は、日本のみならず全世界規模で発生すると見込まれます。当社は全世界で

展開すべく、海外展開に必要な開発・販売・運営のノウハウ蓄積に努めております。クロスボーダー

の既存のオンラインゲームビジネスだけではなくコンバージェンスに対応した様々なビジネス展開を

グローバルに展開し、さらなる収益性向上を目指してまいります。 

当社は厳格な個人情報管理を含めたリスク管理体制を構築しております。今後も、リスク管理体制

の強化と機動的かつ柔軟な組織体制の両立を目指し、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでま

いります。 

①グループ経営資源の有効活用による価値の 大化

②新しい価値創造への挑戦

③グローバル市場における成長

④リスク管理体制及びコーポレートガバナンス強化
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年12月31日現在)

当連結会計年度 

(平成20年12月31日現在)

区分
注記 

番号
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 2,298,401 5,879,739

 ２．売掛金 777,924 1,573,009

 ３．たな卸資産 727,226 607,764

 ４．その他 412,505 630,349

   貸倒引当金 ─ △14,639

  流動資産合計 4,216,058 38.7 8,676,222 57.5

Ⅱ 固定資産

 １．有形固定資産

  (1) 建物 119,297 181,615

    減価償却累計額 △37,458 81,839 △60,068 121,547

  (2) その他 245,901 1,201,090

    減価償却累計額 △96,268 149,633 △904,674 296,416

   有形固定資産合計 231,472 2.1 417,963 2.7

 ２．無形固定資産

  (1) ソフトウェア 776,509 1,700,789

  (2) ソフトウェア仮勘定 2,080,471 2,147,591

  (3) その他 18,984 30,002

   無形固定資産合計 2,875,965 26.4 3,878,383 25.7

 ３．投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 2,345,893 1,195,556

  (2) 長期貸付金 7,628 8,691

  (3) 長期前払費用 1,074,970 450,265

  (4) 繰延税金資産 ─ 16,977

  (5) その他 198,156 503,622

    貸倒引当金 △48,702 △47,683

   投資その他の資産合計 3,577,947 32.8 2,127,428 14.1

  固定資産合計 6,685,385 61.3 6,423,776 42.5

  資産合計 10,901,443 100.0 15,099,998 100.0
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前連結会計年度 

(平成19年12月31日現在)

当連結会計年度 

(平成20年12月31日現在)

区分
注記 

番号
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 341,859 306,210

 ２．短期借入金
※４

※５
2,545,000 ─

 ３．１年以内返済予定 

   長期借入金
※５ 801,687 618,044

 ４．１年以内償還予定社債 60,000 50,100

 ５．未払法人税等 575,187 569,996

 ６．前受金 681,755 ─

 ７．賞与引当金 9,343 29,326

 ８．その他 640,295 1,589,968

  流動負債合計 5,655,128 51.9 3,163,645 20.9

Ⅱ 固定負債

 １．社債 ─ 74,850

 ２．長期借入金 ※５ 1,390,047 702,000

 ３．退職給付引当金 28,570 86,910

 ４. 長期前受金 ─ 2,476,190

 ５．長期前受収益 ─ 344,717

 ６. 負ののれん ─ 1,616,191

 ７．その他 514,468 285,091

  固定負債合計 1,933,086 17.7 5,585,951 37.0

  負債合計 7,588,215 69.6 8,749,596 57.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 4,305,436 39.5 5,313,884 35.2

 ２．資本剰余金 4,298,124 39.4 5,306,572 35.1

 ３．利益剰余金 △5,289,166 △48.5 △5,315,966 △35.2

  株主資本合計 3,314,393 30.4 5,304,491 35.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １．その他有価証券 

   評価差額金
─ ─ 4,936 0.0

 ２．為替換算調整勘定 △1,165 △0.0 △1,466,817 △9.7

  評価・換算差額等合計 △1,165 △0.0 △1,461,881 △9.7

Ⅲ 新株予約権 ─ ─ 136,009 0.9

Ⅳ 少数株主持分 ─ ─ 2,371,782 15.8

  純資産合計 3,313,228 30.4 6,350,402 42.1

  負債純資産合計 10,901,443 100.0 15,099,998 100.0
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(2) 連結損益計算書

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)

当連結会計年度

(自 平成20年１月１日

至 平成20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 

(％)

Ⅰ 売上高 7,514,740 100.0 11,241,053 100.0

Ⅱ 売上原価 3,933,691 52.4 5,045,062 44.9

   売上総利益 3,581,049 47.6 6,195,991 55.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 3,898,224 51.8 4,996,306 44.4

  営業利益又は営業損失(△) △ 317,174 △ 4.2 1,199,684 10.7

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 4,393 130,576

 ２．受取配当金 22,585 4,111

 ３．受取奨励金 73,828 76,248

 ４．有効期限切れゲーム 

   利用権戻入益
53,302 ─

 ５. 為替差益 ─ 244,363

 ６. 負ののれんの償却額 ─ 324,770

 ７．その他 18,319 172,430 2.3 36,985 817,056 7.3

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 114,645 87,545

 ２．持分法による投資損失 ─ 49,052

 ３．投資事業有限責任組合 

   運用損失
41,378 65,546

 ４．その他 10,956 166,980 2.2 22,318 224,463 2.0

  経常利益又は経常損失(△) △ 311,724 △ 4.1 1,792,277 16.0

Ⅵ 特別利益

 １．貸倒引当金戻入益 1,000 1,018

 ２．投資有価証券売却益 1,629,600 146,813

 ３．その他 98,703 1,729,303 23.0 2,137 149,968 1.3

Ⅶ 特別損失

 １．投資有価証券売却損 ─ 903,232

 ２．投資有価証券評価損 4,296,058 231,075

 ３．減損損失 ※３ 1,306,242 240,572

 ４．その他 176,651 5,778,952 76.9 97,923 1,472,802 13.1

   匿名組合損益分配前 

   税金等調整前当期純利益又は 

   純損失(△)

△ 4,361,373 △ 58.0 469,443 4.2

   匿名組合損益分配額 226,593 3.0 520 0.0

   税金等調整前当期純利益又は 

   純損失(△)
△ 4,134,780 △ 55.0 469,963 4.2

   法人税、住民税 

   及び事業税
756,891 188,898

   過年度法人税等還付額 △ 44,152 ─

   法人税等調整額 342,207 1,054,946 14.0 △ 35,776 153,122 1.4

   少数株主利益又は損失(△) △ 257,495 △ 3.4 343,641 3.0

   当期純損失 4,932,231 △ 65.6 26,799 △ 0.2
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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) 

  

 
  

 
  

(3) 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

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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当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20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19年12月31日残高(千円) 4,305,436 4,298,124 △5,289,166 3,314,393

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,008,448 1,008,448 2,016,897

 当期純損失 △26,799 △26,799

 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)

1,008,448 1,008,448 △26,799 1,990,097

平成20年12月31日残高(千円) 5,313,884 5,306,572 △5,315,966 5,304,491

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

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 2,016,897

 当期純損失 △26,799

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

4,936 △1,465,652 △1,460,716 136,009 2,371,782 1,047,076

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

4,936 △1,465,652 △1,460,716 136,009 2,371,782 3,037,173

平成20年12月31日残高(千円) 4,936 △1,466,817 △1,461,881 136,009 2,371,782 6,350,402
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

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)

当連結会計年度

(自 平成20年１月１日

至 平成20年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益又は純損失（△） △4,134,780 469,963

   減価償却費 532,810 804,839

   減損損失 1,306,242 240,572

   負ののれんの償却額 ─ △324,770

   貸倒引当金増減額(△減少) 40,073 3,483

   賞与引当金増減額(△減少) 4,743 19,982

   退職給付引当金増減額(△減少) 5,798 24,253

   投資有価証券評価損 4,296,058 231,075

   投資有価証券売却益 △1,629,600 △146,813

   投資有価証券売却損 ─ 903,232

   固定資産除売却損 ─ 60,228

   長期前払費用の償却 412,856 224,358

   投資事業有限責任組合運用損失 41,378 65,546

   持分法による投資損失 ─ 49,052

   匿名組合損益分配金 △226,593 △520

   その他特別利益 △78,658 ─

   為替差損益 △3,841 △54,711

   受取利息及び受取配当金 △26,979 △134,687

   支払利息 114,645 87,545

   売上債権の増減額(△増加) 311,734 △507,475

   たな卸資産の増減額(△増加) △426,533 122,752

   仕入債務の増減額(△減少) 185,611 52,621

   未払金の増減額(△減少) 4,568 168,752

   未払消費税等の増減額(△減少) △57,737 243,857

   その他流動資産増減額(△増加) 73,059 13,074

   その他流動負債増減額(△減少) 150,793 △382,422

   その他 14,694 52,147

    小計 910,344 2,285,937

   利息及び配当金の受取額 26,998 131,783

   利息の支払額 △113,361 △94,994

   法人税等の支払額 △516,176 △246,329

   営業活動によるキャッシュ・フロー 307,805 2,076,397
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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)

当連結会計年度

(自 平成20年１月１日

至 平成20年12月31日)

区分
注記 

番号
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 △24,045 △557,688

   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 △81,623 △46,929

   有形固定資産の売却による収入 ─ 46,461

   無形固定資産の取得による支出 △1,384,205 △1,041,124

   投資有価証券の取得による支出 △703,954 △521,117

   投資有価証券の売却による収入 2,009,200 982,225

   長期貸付金の回収による収入 1,000 ─

   長期前払費用の増加による支出 △680,619 △152,111

   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 △25,946 △21,919

   敷金保証金の返還による収入 3,013 41,476

   営業譲受による支出 ※２ △139,759 ─

   新規連結子会社株式の取得による収入 ※２ ─ 4,835,853

   子会社株式の追加取得による支出 ─ △35,000

   無形固定資産譲渡に伴う長期前受金による収入 ─ 2,476,190

   その他 ─ △4,837

   投資活動によるキャッシュ・フロー △984,861 6,089,526

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額(△減少) 772,000 △2,545,000

   長期借入金による収入 100,000 ─

   長期借入金の返済による支出 △776,668 △871,690

   社債の発行による収入 ─ 150,000

   社債の償還による支出 △132,000 △85,050

   匿名組合出資者からの払込みによる収入 400,000 130,100

   匿名組合出資者からの預り金の払戻しによる支出 ─ △287,936

   新株予約権行使による収入 160,160 17,360

   少数株主からの払込による収入 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 763,501 △3,492,216

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △710 △1,683,553

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 85,735 2,990,154

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,126,619 2,212,354

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,212,354 5,202,508
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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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20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、前連結会

計年度（平成18年12月期）および当連結会計年度

（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、当連結会計

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、前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。

────────

(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     株式会社ハーティス  

  割当株式数          24,308株 

(8) 出資の目的たる財産の内容 株式会社グラヴ

ィティ（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。

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 
(3765)平成20年12月期決算短信

－ 22 －



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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

  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

頼していることろであります。 

 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連結財務

諸表には反映しておりません。
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 (6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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)

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

１．連結の範囲に関する事項 ①連結子会社の数  ８社 

 連結子会社の名称 

 ガンホー・モード株式会社 

 株式会社ゲームアーツ 

 AXIS有限責任中間法人 

 ガンホー・アセット・マネジメン 

 ト株式会社 

 Capri株式会社 

 GungHo Online Entertainment 

 Korea,Inc. 

 ガンホー・パートナーズ合同会社 

 ガンホー・ワークス株式会社

①連結子会社の数  16社 

 主な連結子会社の名称 

 株式会社ゲームアーツ 

 AXIS有限責任中間法人 

 ガンホー・アセット・マネジメン 

 ト株式会社 

 Capri株式会社 

 GungHo Online Entertainment 

 Korea,Inc. 

 ガンホー・パートナーズ合同会社 

 ガンホー・ワークス株式会社 

 GRAVITY Co.,Ltd.
上記のうち、GRAVITY Co.,Ltd.及び

その連結子会社８社は、株式取得に伴
い当連結会計年度より連結子会社とな
りました。なお、みなし取得日を平成
20年６月30日としております。

ガンホー・モード株式会社は、当社
を存続会社とする吸収合併に伴い当連
結会計年度より連結の範囲から除外し
ました。

②非連結子会社はありません。 ②非連結子会社はありません。 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

 

非連結子会社及び関連会社がないた

め、持分法の適用はありません。

持分法を適用した関連会社 

投資事業有限責任組合オンラインゲー

ム革命ファンド１号 

 投資事業有限責任組合オンラインゲ

ーム革命ファンド１号は、持分比率増

加に伴い当連結会計年度より持分法適

用の関連会社となりました。 

 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一

致しております。

               同左

４．会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

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

 連結会計年度末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）

① 有価証券

    その他有価証券

   時価のあるもの

同左

  時価のないもの

 移動平均法による原価法
 なお、投資事業有限責任組合及びそ
れに類する組合への出資(金融商品取引
法第２条第２項により有価証券とみな
されるもの）については、組合契約に
規定される決算報告日に応じて入手可
能な直近の決算書を基礎とし、持分相
当額を純額で取り込む方法によってお
ります。

    時価のないもの

 移動平均法による原価法
なお、在外子会社につきましては総

平均法による原価法を採用しておりま
す。 
  投資事業有限責任組合及びそれに類
する組合への出資(金融商品取引法第２
条第２項により有価証券とみなされる
もの）については、組合契約に規定さ
れる決算報告日に応じて入手可能な直
近の決算書を基礎とし、持分相当額を
純額で取り込む方法によっておりま
す。

② たな卸資産

 個別法による原価法

② たな卸資産

個別法による原価法
なお、在外子会社につきましては総

平均法による原価法を採用しておりま
す。
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項目
当連結会計年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
 至 平成20年12月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

① 有形固定資産

a.平成19年３月31日以前に取得した

   もの

旧定率法によっております。

b.平成19年４月１日以降に取得した

  もの

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

  りであります。

建物 15年

その他 ４～６年

(有形固定資産の減価償却方法の変更)
 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。 

 これに伴い、前連結会計年度と同一

の方法によった場合と比べ、営業損

失、経常損失、税金等調整前当期純損

失がそれぞれ13,081千円増加しており

ます。

 

① 有形固定資産

a.平成19年３月31日以前に取得した

    もの

旧定率法によっております。

b.平成19年４月１日以降に取得した

  もの

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

  りであります。

建物 15年

その他 ４～６年

なお、在外子会社につきましては定
額法を採用しております。

───────

② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエア

については社内における利用可能

期間（５年）に基づいておりま

す。

② 無形固定資産

定額法によっております。
なお、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、ただし在外子会社に
つきましては３年）に基づいてお
ります。 
 

 (3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるた

め一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込み額のうち当連

結会計年度の負担額を計上しており

ます。

② 賞与引当金

同左

③ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

一部の連結子会社における当該子会

社の退職金規程に基づく連結会計年

度末自己都合要支給額から中小企業

退職共済制度より支給される額を控

除した額を計上しております。

③ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、

一部の連結子会社における当該子会

社の退職金規程に基づく連結会計年

度末自己都合要支給額から、退職金

が中小企業退職共済制度より支給さ

れる場合には当該金額を控除した額

を計上しております。
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項目
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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。

同左 

 (5) 重要なリース取引の処

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。

 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。
なお、在外子会社につきましては、

ファイナンス・リース取引につき、通
常の売買処理に係る方法に準じた会計
処理によっております。

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

  金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段)  (ヘッジ対象) 

  金利スワップ  借入金利息

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

  金利の市場変動によるリスクを回

避するために、デリバティブ取引を

利用しており、投機目的のものはあ

りません。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ手段及びヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、金利ス

ワップの特例処理の要件を満たして

いるため、ヘッジ有効性の判定を省

略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 消費税及び地方消費税の会計処理

  税抜方式によっております。

 消費税及び地方消費税の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６. のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

      ─────  負ののれんは３年間で均等償却して

おります。ただし、金額が僅少のもの

については発生時一括で償却しており

ます。 

 

７．連結キャッシュ・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
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

―――――― (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い)

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を早

期に適用しております。

 これによる損益に与える影響は軽微であります。

(企業結合に係る会計基準等) 

  当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」

（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成15年10月31日））及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成17

年12月27日）ならびに「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業結合会計基準適用

指針第10号 平成17年12月27日）を適用しております。

――――――

(表示方法の変更)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(連結貸借対照表)

  前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「前受金」は資産の総額の100分の

５を超えたため区分掲記いたしました。 

 なお、前連結会計年度における「前受金」の金額は

495,979千円であります。

(連結貸借対照表)

  前連結会計年度において区分掲記しておりました「前

受金」（当連結会計年度429,491千円）は、金額が僅少

となったため、当連結会計年度においては流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

(連結損益計算書)

１ 前連結会計年度において区分掲記しておりました「有

効期限切れゲーム利用権戻入益」（当連結会計年度

16,791千円）は、金額が僅少となったため、当連結会

計年度においては営業外収益の「その他」に含めて表

示しております。

２ 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めておりました「為替差益」(前連結会計年度10,299

千円）は重要性が増したため、当連結会計年度におい

て区分掲記いたしました。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書)

  前連結会計年度において区分掲記しておりました投資

活動によるキャッシュ・フローの「長期貸付金の回収に

よる収入」(当連結会計年度1,460千円)は金額が僅少な

ため、当連結会計年度においては投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しております。
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成19年12月31日現在)

当連結会計年度 
(平成20年12月31日現在)

 

※１        ――――――

 

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま 

   す。

投資有価証券 922,274千円

※２        ―――――― ※２ 担保資産

  賃貸借契約に関する担保資産

現金及び預金
25,954千円

(300千米ドル)

 ３        ―――――― ３ 偶発債務

  ①GRAVITY CO.,Ltd.は、YNK Korea Inc.との間で

締結した「ラグナロクオンライン」のディストリビ

ューション契約に関する収益分配金について、

92,486千円（1,344百万ウォン）の損害賠償を提起

されており、現在係争中であります。

  ②GRAVITY CO.,Ltd.は、Softstar Entertainment

Inc.との間で締結した「R.O.S.E. Online」のライ

センス契約に基づくオープンベータテストにおいて

発生した損失に関して訴訟を提起されており、現在

係争中であります。 

 

※４ 貸出コミットメントライン

   当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行２行及びリース会社１社と貸出コミ

ットメント契約を締結しております。これらの契約

に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,200,000千円

借入実行残高 1,200,000千円

差引額 ―千円

※４              ――――――

 ※５ 財務制限条項

      シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン に よ る 借 入 れ（短 期

1,200,000千円、１年以内返済予定を含む長期

825,000千円）には下記の財務制限条項が定められ

ております。（複数ある場合は条件の厳しい方を記

載しております） 

     ①当社の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の部の金額が、前年同期 

 末における貸借対照表に表示される純資産の部 

 の金額比75％以上に維持すること。

     ②当社の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損失としないこと。

※５ 財務制限条項

   シンジケートローンによる借入（1年以内返済予

定を含む長期525,000千円）には下記の財務制限条

項が定められております。

   ①当社の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。
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(連結損益計算書関係)

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)

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 1,040,901千円

広告宣伝費 404,037千円

システム運営費 393,004千円

業務委託費 275,640千円

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 1,622,536千円

広告宣伝費 658,283千円

システム運営費 421,481千円

地代家賃 328,150千円

業務委託費 289,936千円

※２ 研究開発費の総額 
   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研  
   究開発費        
                  36,432千円

※２ 研究開発費の総額
   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研  
   究開発費        
                         92,094千円

※３ 減損損失 ※３ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

  当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

 ①減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類

東京都千代田区
オンラインゲ
ームサービス

ソフトウェア、長期前
払費用、ソフトウェア
仮勘定、リース資産等  

 ①減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類

東京都千代田区
オンラインゲ
ームサービス

ソフトウェア、長期前
払費用、器具備品

 ②減損損失の認識に至った経緯  ②減損損失の認識に至った経緯

  当初予定していた収益を見込めなくなったこと、

及びゲームサービス開発の遅延による将来収益の見

込みが変化したことにより、将来のキャッシュフロ

ーの見積り総額が各資産グループの帳簿価額を下回

ることとなったため、減損損失を認識しておりま

す。

  サービス停止を決定したゲームタイトルについ

て、将来のキャッシュ・フローの見積り総額が各資

産グループの帳簿価額を下回ることとなったため、

減損損失を認識しております。

 ③減損損失の金額

固定資産の種類 金額(千円）

ソフトウェア 819,369

長期前払費用 224,220

ソフトウェア仮勘定 109,609

リース資産 109,077

器具備品 1,131

その他 42,833

計 1,306,242

 

 ③減損損失の金額

固定資産の種類 金額(千円）

ソフトウェア 194,391

長期前払費用 36,440

器具備品 9,739

計 240,572

  ④資産のグルーピング方法   ④資産のグルーピング方法

 当社グループは、主にゲームタイトルを単位と

して資産のグルーピングを行っております。

 当社グループは、主にゲームタイトルを単位と

して資産のグルーピングを行っております。

  ⑤回収可能価額の算定方法   ⑤回収可能価額の算定方法

 回収可能価額は使用価値により測定しておりま

す。また使用価値算定に当たって使用した割引率

は10％となっております。 

 回収可能価額は、使用価値により測定しており

ます。使用価値は将来キャッシュ・フローがマイ

ナスの場合、回収可能価額を零として評価してお

ります。
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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) 

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 

 
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加は、すべて新株予約権の権利行使によるものであります。 

  

２．新株予約権に関する事項 

 
(注) １．新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

２．上表の新株予約権はすべて権利行使可能なものであります。 

  

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20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 

 
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加は、第三者割当増資及び新株予約権の権利行使によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
(注)１．新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

  ２．提出会社の新株予約権はすべて権利行使可能なものでありますが、連結子会社の新株予約権のうち一部につ

 きましては権利行使可能期間の初日が到来しておりません。 

  

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

発行済株式
前連結会計年度末 

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少 

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)

普通株式 86,838 2,860 ― 89,698

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) 当連結会計
年度末残高
(千円)前連結会計

年度末
当連結会計
年度増加

当連結会計 
年度減少

当連結会計 
年度末

提出会社

新株予約権(第１回) 普通株式 3,975 ─ 2,780 1,195 ─

新株予約権(第２回) 普通株式 80 ─ 80 ─ ─

合計 ― 4,055 ─ 2,860 1,195 ─

発行済株式
前連結会計年度末 

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少 

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)

普通株式 89,698 24,618 ─ 114,316

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) 当連結会計
年度末残高
(千円)前連結会計

年度末
当連結会計
年度増加

当連結会計 
年度減少

当連結会計 
年度末

提出会社 新株予約権(第１回) 普通株式 1,195 ─ 310 885 ─

連結子会社 ― ― ― ― ― ― 136,009

合計 ― 1,195 ─ 310 885 136,009
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

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 2,298,401千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△86,047千円

現金及び現金同等物 2,212,354千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年12月31日現在)

現金及び預金 5,879,739千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△651,276千円

拘束性預金 △25,954千円

現金及び現金同等物 5,202,508千円

 

※２ 事業の譲受け又は譲渡により増加又は減少した

資産及び負債の主な内訳 

（事業の譲受け） 

株式会社インターチャネル・ホロン第１事業部 

          （平成19年10月31日現在）

流動資産 221,189千円

固定資産 8,802千円

 資産合計 229,992千円

流動負債 88,992千円

 負債合計 88,992千円

 事業の譲受対価 141,000千円

株式会社インターチャネル・
ホロン第１事業部の現金及び
現金同等物

△1,240千円

 差引：事業の譲受けの為の 
    支出

139,759千円

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額

と取得のための支出（純額）との関係は次のとおり

であります。

GRAVITY Co., Ltd.
（平成20年６月30日現在）

流動資産 6,783,279千円

固定資産 2,755,008千円

流動負債 △884,238千円

固定負債 △1,147,055千円

負ののれん △1,939,430千円

少数株主持分 △3,076,158千円

新株予約権 △197,709千円

為替換算調整勘定 88,760千円

GRAVITY Co.,Ltd.株式の取得
価額（現物出資）

1,999,537千円

GRAVITY Co.,Ltd.株式の取得
価額（金銭）

382,918千円

GRAVITY Co.,Ltd.の現金及び
現金同等物

△5,218,772千円

差引：取得による収入 4,835,853千円

 ３ 重要な非資金取引

   当連結会計年度に新たに計上した割賦契約に関わ

る資産及び債務の額は、それぞれ232,296千円であ

ります。

 ３      ───────
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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) 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 
 

(注)１.事業区分の方法 

   事業区分は、内部管理上採用している事業内容及び製品・サービスの種類・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586,444千円であり、主なものは当 

    社の管理部門等に係る費用であります。 

   ４.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社の金額は1,344,929千円であり、主なものは当社の余資運用資 

    金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

   ５.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、当連結会計年度より事業の種

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用

性を高めるために行ったものであります。 

   なお、当連結会計年度における事業セグメント区分に基づいた場合の、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）

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 8,678,428 892,246 1,670,378 11,241,053 ─ 11,241,053

(2)  セグメント間の内部売上高 
     又は振替高

─ 1,318 395,226 396,545 (396,545) ─

計 8,678,428 893,565 2,065,604 11,637,599 (396,545) 11,241,053

 営業費用 7,340,635 1,264,355 1,258,430 9,863,421 177,947 10,041,368

 営業利益又は営業損失（△） 1,337,792 △370,790 807,174 1,774,177 (574,492) 1,199,684 

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出

  資産 12,084,075 751,164 1,172,981 14,008,221 1,091,777 15,099,998

  減価償却費 712,846 2,795 87,403 803,045 1,793 804,839

  減損損失 240,572 ─ ─ 240,572 ─ 240,572

  資本的支出 667,778 403 311,393 979,574 66 979,641
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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） 
 

  

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31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586,444千円であり、主なものは当

社 

   の管理部門等に係る費用であります。 

４.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,344,929千円であり、主なものは当社の余資運 

   用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

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）

Ⅰ 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

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出

  資産 6,113,765 293,916 1,386,326 7,794,008 3,107,434 10,901,443

    減価償却費 448,120 864 81,533 530,518 2,291 532,810

  減損損失 1,306,242 ─ ─ 1,306,242 ─ 1,306,242

  資本的支出 1,296,232 13,391 267,779 1,577,403 542 1,577,945

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)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

10,171,827 801,077 268,148 11,241,053 ― 11,241,053

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

23,469 1,550,920 1,405 1,575,795 (1,575,795) ―

計 10,195,297 2,351,998 269,554 12,816,849 (1,575,795) 11,241,053

営業費用 8,467,352 1,866,503 562,824 10,896,681 (855,312) 10,041,368

営業利益又は営業損失(△） 1,727,944 485,494 △293,270 1,920,168 (720,483) 1,199,684

Ⅱ 資産 7,693,876 6,676,967 502,105 14,872,950 227,048 15,099,998
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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) 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20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。 

  
  

  

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

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)

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日)

１ 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、減価償却累計相

当額及び期末残高相当額

１ 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)

減損損失
累計額相
当額 

(千円）

期末残高
相当額 
(千円)

器具備品 515,125 267,860 101,287 145,977

ソフト 
ウエア

66,954 21,257 5,718 39,977

合計 582,079 289,118 107,005 185,955

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

減損損失
累計額相
当額 

(千円）

期末残高
相当額 
(千円)

器具備品 328,139 140,138 95,241 92,760

ソフト
ウエア

66,932 33,008 5,718 28,205

合計 395,072 173,146 100,959 120,966

 (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 107,830千円

１年超 191,292千円

合計 299,123千円

リース資産減損勘定の残高 109,077千円

 (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 73,481千円

１年超 125,966千円

合計 199,448千円

リース資産減損勘定の残高 73,329千円

 

 (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

支払リース料 210,490千円

減価償却費相当額 160,769千円

支払利息相当額 11,300千円

減損損失 109,077千円

 

 (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

支払リース料 82,457千円

リース資産減損勘定の取崩額 35,748千円

減価償却費相当額 74,781千円

支払利息相当額 8,600千円

減損損失 ─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

 (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

 ２ オペレーティング・リース取引 
         
          ─────────

２ オペレーティング・リース取引 
   
            ─────────
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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) 

    役員及び個人主要株主等 

 
(注）上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

(注１) 市場価格を勘案して、市場取引条件と同様に決定しております。 

(注２) 当社代表取締役会長孫泰蔵の兄孫正義氏が持分の100％を所有している孫アセットマネジメント合同会社 

が議決権の52.4％を所有しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

    役員及び個人主要株主等 

 
(注）上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

(注１) 市場価格を勘案して、市場取引条件と同様に決定しております。 

(注２) 当社代表取締役会長孫泰蔵が議決権の100％を所有している株式会社ハーティスがGRAVITY Co.,Ltd.の議

決権の52.4％を所有しておりましたが、現物出資による第三者割当増資によりGRAVITY Co.,Ltd.は平成20年

６月30日をみなし取得日として連結子会社となりましたので、それ以前の取引を記載しております。 

(注３) 株式会社ハーティスは、当社代表取締役会長孫泰蔵が議決権の100％を所有しております。 

(関連当事者との取引)

属性
会社等 
の名称

住所

資本金又 
は出資金(百
万ウォン） 

 

事業の内容
又は職業

議決権
等の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等
（当該会
社の子会
社を含
む）

GRAVITY 
Co.,Ltd.

大韓民国
ソウル特
別市麻浦
区上岩洞

3,474百万 
ウォン

オンラインゲ
ーム開発及び
運営

― ―
当 社 が
ラ イ セ
ンシー

ライセンス
フィーの支
払

350,070

前払費用 85,506

長期 
前払費用

643,322

ロイヤリテ
ィの支払

2,053,932 買掛金 187,503

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権
等の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等
（当該会
社の子会
社を含
む）

GRAVITY 
Co.,Ltd.

大韓民国
ソウル特
別市麻浦
区上岩洞

3,474百万 
ウォン

オンラインゲ
ーム開発及び
運営

─ ─
当 社 が
ラ イ セ
ンシー

ロイヤリテ
ィ の 支 払
（注２）

1,091,128 ─ ─

 
株式会社 

ハーティス
（注３） 

 

東京都 
品川区

1,000千円 投資業
(被所有）
19.51

役員
１名

─
現物出資の
受入

1,999,537 ─ ─
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前連結会計年度(平成19年12月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注)当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式につき4,296,058千円の減損処理を行っております。

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

(有価証券関係)

区分
取得原価 
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

① 株式 2,127,667 2,127,667 ─

② その他 ─ ─ ―

合計 2,127,667 2,127,667 ─

区分 金額(千円)

売却額 2,009,200

売却益の合計額 1,629,600

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 99,486

投資事業有限責任組合への出資 118,739

合計 218,225
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当連結会計年度(平成20年12月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注)当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式につき231,075千円の減損処理を行っております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

種類
取得原価 
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

① 株式 257,036 261,972 4,936

② その他 2,044 1,398 △646

合計 259,080 263,370 4,290

区分 金額(千円)

売却額 982,225

売却益の合計額 146,813

売却損の合計額 903,232

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 ─

投資事業有限責任組合への出資 9,910

合計 9,910
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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) 

当連結会計年度において、当社グループはヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外に開示

対象となるデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度において、当社グループはヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外に開示

対象となるデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)
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(退職給付関係)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要 

 一部の子会社においては、確定給付型の制度とし

て、退職一時金制度を設けており、また中小企業退職

共済制度に加入しております。 

 また、親会社は、退職金制度を採用しておりません

ので、該当事項はありません。なお、確定給付型の制

度として総合設立型の厚生年金基金に加入しておりま

すが、自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に

計算できないため、退職給付債務の計上は行なってお

りません。 

 当連結会計年度の総合設立型の厚生年金基金への拠

出額は25,026千円であります。

１ 採用している退職給付制度の概要

  一部の子会社においては、確定給付型の制度とし

て、退職一時金制度を設けており、また中小企業退職

共済制度等に加入しております。

  また、親会社は、退職金制度を採用しておりません

ので、該当事項はありません。なお、確定給付型の制

度として、複数事業主制度に係る総合設立型厚生年金

基金制度である関東ITソフトウェア厚生年金基金に加

入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の

額が合理的に計算できないため、「退職給付に係る会

計基準注解」注12に定める処理を行っております。 

 要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

 

 業主制度に関する事項は次の通りであります。

①制度全体の積立状況に関する事項

(平成20年３月31日現在)

年金資産の額 145,958,047千円

年金財政計算上の給付債務の額 140,968,069千円

差引額 4,989,978千円

②制度全体に占める当社の掛金拠出割合

(平成20年３月31日現在)       0.3％

２ 退職給付債務に関する事項(平成19年12月31日)

イ 退職金規程に基づく
  期末自己都合要支給額

45,055千円

ロ 中小企業退職共済制度から 
  支給される額

16,484千円

ハ 退職給付引当金 28,570千円

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年12月31日)

イ 退職金規程に基づく
  期末自己都合要支給額

100,024千円

ロ 中小企業退職共済制度から 
  支給される額

12,659千円

ハ 退職給付引当金 86,910千円

  退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に基

づく期末自己都合要支給額より中小企業退職共済制度

から支給される額を控除した額を計上しております。

  退職給付引当金は、簡便法により、退職金規程に基

づく期末自己都合要支給額から、退職金が中小企業退

職共済制度より支給される場合には当該金額を控除し

た額を計上しております。

３ 退職給付費用に関する事項 

(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日)

３ 退職給付費用に関する事項

  (自 平成20年１月１日  至 平成20年12月31日)

 

イ 期末自己都合要支給額に基づく繰入額 6,497千円

ロ 中小企業退職共済制度への拠出額 2,165千円

ハ 退職給付費用(イ＋ロ) 8,662千円

イ 期末自己都合要支給額に基づく繰入額 53,568千円

ロ 中小企業退職共済制度への拠出額 1,820千円

ハ 総合設立の厚生年金基金への拠出額 35,683千円

ニ 確定拠出年金への掛金支払額 48,889千円

ホ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 139,962千円

  中小企業退職共済制度については、拠出額を退職給

付費用として処理しております。

  中小企業退職共済制度については、拠出額を退職給

付費用として処理しております。

(追加情報)

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』
の一部改正(その２)」(企業会計基準第14号平成19年５
月15日）を適用しております。
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１．企業結合の概要（事業譲受） 

 事業譲渡企業の名称         株式会社インターチャネル・ホロン 

 取得した事業の内容         コンシューマ事業、映像事業 

 企業結合を行った主な理由      エンターテインメントコンテンツの企画・制作力を強化 

                     し、流通網を確保することにより、コンシューマゲーム事 

                                       業を強化するため。 

 企業結合日             平成19年11月１日 

 企業結合の法定形式         事業譲受 

 結合後企業の名称          ガンホー・ワークス株式会社 

  

①連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

  平成19年11月１日～12月31日までの２ヶ月間 

②取得した事業の取得原価およびその内訳 

 
③発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法および償却期間 

  該当事項なし 

④企業結合日に受け入れた資産および負債の額並びに主な内訳 

資産の額 

 
負債の額 

 
⑤企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計 

  算書に及ぼす影響の概算額 

事業譲受を期首に行ったと仮定した場合の影響額 

売上高及び損益情報 

 
  

(企業結合等関係)

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）

取得対価 金銭 141,000千円

取得に直接要した支出 ─

取得の原価 141,000千円

流動資産 221,189千円

固定資産 8,802千円

合計 229,992千円

流動負債 88,992千円

合計 88,992千円

売上高 8,149,597千円

営業利益 △539,906千円

経常利益 △534,456千円

税金等調整等当期純利益 △4,357,512千円

１株当たり当期純利益 △52,232円69銭
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(共通支配下の取引等) 

１.結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目 

  的を含む取引の概要 

(１)結合当事企業の名称及びその事業の内容 

①名称：ガンホー・モード株式会社 

②事業の内容：総合エンターテインメント・ポータル企画、開発、運営 

(２)企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併であり、ガンホー・モード株式会社は解散いたしました。 

(３)結合後企業の名称 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

(４)取引の目的を含む取引の概要 

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判断し、平成20年５月12日付でガンホー・モード株式会社を吸収合併いたしました。

 なお、被合併会社であるガンホー・モード株式会社は当社が直接100％の株式を有する子会社であるた

め、合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

２.実施した会計処理の概要 

当該合併は「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日)および「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 終改正 平成19年11

月15日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っています。個別財務諸表において、特別損失

として「抱合せ株式消滅差損」143,457千円を計上しています。 

  

(パーチェス法適用) 

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 

GRAVITY CO., Ltd. 

(２)被取得企業の事業内容 

オンラインゲーム開発及びパブリッシング事業 

(３)企業結合を行った主な理由 

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を強化した上で同社が保有するオンライ

ンゲーム及びオンラインゲーム開発力、並びに国際的な販売網を活用し、さらに、当社および当社グルー

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、両社の企業価値を増大させるため 

(４)企業結合日 

平成20年４月１日 

(５)企業結合の法的形式 

現物出資による第三者割当新株発行及び現金による株式取得 

(６)結合後企業の名称 

GRAVITY Co., Ltd. 

(７)取得した議決権比率 

59.31％ 

２.連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

 平成20年６月30日をみなし取得日としているため、平成20年７月１日から平成20年12月31日まで 

  の業績が含まれております。 

３.被取得企業の取得原価及びその内訳 

 
なお、取得の対価(現物出資)は、上場株式を対象とした現物出資のため、払込日（平成20年４月１日）

のGRAVITY Co.,Ltd.の株式の時価に払込株式数を乗じて算定しております。 

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）

取得の対価(現物出資) 1,999,537千円

取得の対価(金銭) 311,873千円

取得に直接要した支出 71,046千円

取得原価 2,382,456千円
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４.発行した株式の種類および株式数ならびに発行株式数の算定方法 

(１)発行の種類          普通株式 

(２)当社の発行した株式数     24,308株 

(３)発行株式数の算定方法      

発行株式数は、平成20年２月13日の米国ナスダック・グローバル・マーケットの 終価格に基づき算

定した出資の目的たる財産の価額を、大阪証券取引所における平成20年１月15日から平成20年２月13日

までの期間における市場終値の平均値に基づき算定した発行価格により除して、決定しております。 

５.発生した負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(１)負ののれんの金額     1,939,430千円 

(２)発生原因 

取得原価が取得した識別可能資産及び引き受けた識別可能負債への取得原価の配分額を下回ったた

め、発生したものであります。 

(３)償却の方法及び償却期間 

３年間での均等償却 

６.企業結合日（みなし取得日）に受け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 

 
(２)負債の額 

 
上記の他、新株予約権（197,709千円）を引き受けております。 

７.企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の売上高等の概算額 

 
上記概算額は、GRAVITY Co., Ltd.の平成20年１月～６月までの期間の損益情報より算出したものであ

ります。 

流動資産 6,783,279千円

固定資産 2,755,008千円

合計 9,538,288千円

流動負債 884,238千円

固定負債 1,147,055千円

合計 2,031,294千円

売上高 12,665,618千円

営業利益 967,334千円

経常利益 2,082,862千円

税金等調整等当期純利益 760,549千円

当期純利益 180,091千円

１株当たり当期純利益 1,653円73銭
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(注)１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

１. １株当たり純資産額 

 
  
２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

項目
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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１株当たり純資産額 36,937円60銭 33,613円93銭

１株当たり当期純損失 55,238円34銭 246円09銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

項目
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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

純資産の部の合計額(千円) 3,313,228 6,350,402

普通株式に係る純資産額(千円) 3,313,228 3,842,610

差額の主な内訳（千円）

 新株予約権 ─ 136,009

 少数株主持分 ─ 2,371,782

普通株式の発行済株式数(株) 89,698 114,316

普通株式の自己株式数(株) ─ ─

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

89,698 114,316

項目
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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

連結損益計算書上の当期純損失(千円) 4,932,231 26,799

普通株式に係る当期純損失(千円) 4,932,231 26,799

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 89,290 108,900

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益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)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 

（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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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

第11期事業年度 

(平成19年12月31日現在)

第12期事業年度 

(平成20年12月31日現在)

区分
注記 

番号
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 1,623,774 1,176,281

 ２ 売掛金 725,866 844,161

 ３ 商品 51,585 20,887

 ４ 仕掛品 69,055 ─

 ５ 貯蔵品 141 79

 ６ 前払費用 233,257 219,952

 ７ 関係会社短期貸付金 105,000 560,000

  ８ その他 68,003 69,516

   貸倒引当金 △105,000 △70,175

  流動資産合計 2,771,685 29.8 2,820,702 33.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 91,141 91,900

    減価償却累計額 △25,070 66,071 △35,316 56,583

  (2) 器具備品 161,808 161,797

    減価償却累計額 △42,544 119,264 △89,468 72,329

   有形固定資産合計 185,335 2.0 128,912 1.5

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 600,112 1,301,945

  (2) ソフトウェア仮勘定 2,100,135 1,678,867

  (3) その他 18,496 11,429

   無形固定資産合計 2,718,743 29.2 2,992,242 35.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,972,559 153,690

  (2) 関係会社株式 111,194 844,290

  (3) その他の関係会社 

    有価証券
─ 337,498

   （4) 関係会社出資金 3,000 898

   （5）関係会社長期貸付金 1,272,270 561,000

   （6）長期未収入金 40,655 40,655

  (7) 長期前払費用 ※１ 1,035,644 1,029,981

  (8) 敷金・保証金 125,818 125,818

  (9) その他 ─ 2,887

     貸倒引当金 △939,590 △482,642

   投資その他の資産合計 3,621,551 39.0 2,614,078 30.5

  固定資産合計 6,525,631 70.2 5,735,233 67.0

  資産合計 9,297,317 100.0 8,555,935 100.0
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第11期事業年度 

(平成19年12月31日現在)

第12期事業年度 

(平成20年12月31日現在)

区分
注記 

番号
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 ※１ 281,564 275,966

 ２ 短期借入金
※２
※３

2,250,000 ─

 ３ １年以内返済予定 

   長期借入金
※３ 700,000 562,500

 ４ 未払金 312,449 336,958

 ５ 未払費用 20,195 10,834

 ６ 未払法人税等 570,973 508,322

 ７ 未払消費税等 23,064 201,468

 ８ 前受金 201,858 215,282

 ９ 預り金 25,794 25,034

 10 債務保証損失引当金 523,090 ─

 11 その他 3,549 4,287

  流動負債合計 4,912,541 52.8 2,140,655 25.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※３ 787,500 702,000

  ２ 長期未払金 172,267 166,333

 ３ 長期前受金 ※１ ─ 2,476,190

 ４ リース資産減損勘定 12,874 73,329

  固定負債合計 972,642 10.5 3,417,853 40.0

  負債合計 5,885,183 63.3 5,558,508 65.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,305,436 46.3 5,313,884 62.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 4,298,124 5,306,572

   資本剰余金合計 4,298,124 46.2 5,306,572 62.0

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △5,191,425 △7,623,030

   利益剰余金合計 △5,191,425 △55.8 △7,623,030 △89.1

  株主資本合計 3,412,134 36.7 2,997,427 35.0

  純資産合計 3,412,134 36.7 2,997,427 35.0

  負債純資産合計 9,297,317 100.0 8,555,935 100.0
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(2) 損益計算書

第11期事業年度

(自 平成19年１月１日

至 平成19年12月31日)

第12期事業年度

(自 平成20年１月１日

至 平成20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 

(％)

Ⅰ 売上高

 １ オンラインゲーム 

   課金収入
5,505,149 6,225,395

 ２ 商品売上高 553,202 745,756

 ３ その他売上高 432,816 6,491,168 100.0 562,656 7,533,808 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ オンラインゲーム 

   売上原価
2,705,839 2,959,915

 ２ 商品売上原価 141,906 238,796

 ３ その他売上原価 259,587 3,107,333 47.9 405,126 3,603,838 47.8

   売上総利益 3,383,834 52.1 3,929,970 52.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 121,950 109,000

 ２ 給与賞与手当 832,452 959,959

 ３ 広告宣伝費 378,525 412,424

 ４ 業務委託費 260,614 266,007

 ５ システム運営費 283,343 301,299

 ６ 地代家賃 143,970 180,803

 ７ 賃借料 156,528 104,509

 ８ 減価償却費 177,644 145,758

 ９ その他 ※２ 723,610 3,078,640 47.4 572,029 3,051,791 40.5

   営業利益 305,193 4.7 878,178 11.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 ※１ 37,168 44,633

 ２ 受取配当金 22,584 210

 ３ 受取奨励金 66,556 76,248

 ４ 受取協賛金 7,272 1,710

 ５ 受取業務委託料 ※１ 106,827 24,827

 ６ 為替差益 13,665 2,630

  ７ 有効期限切れゲーム 

   利用権戻入益
53,302 16,791

 ８ その他 1,699 309,077 4.8 15,250 182,301 2.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 89,822 69,540

 ２ 投資事業有限責任組合 

   運用損失
35,599 77,283

 ３ 株式交付費 ─ 11,277

 ４ その他 3,126 128,548 2.0 6,057 164,159 2.2

   経常利益 485,722 7.5 896,320 11.9

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 ─ 418

 ２ 投資有価証券売却益 1,629,600 11,262

 ３ その他 101,207 1,730,808 26.7 ─ 11,680 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券売却損 ─ 898,746

 ２ 関係会社株式評価損 618,610 1,686,461

 ３ 投資有価証券評価損 3,934,951 231,075

 ４ 貸倒引当金繰入 1,044,590 271,915

 ５ 減損損失 ※３ 129,324 72,153

 ６ 債務保証損失引当金繰入 523,090 ─

 ７ その他 79,489 6,330,056 97.5 143,457 3,303,809 43.9

   税引前当期純損失 4,113,525 △63.3 2,395,807 △31.8

   法人税、住民税 

   及び事業税
753,557 35,796

   過年度法人税等還付額 △44,152 ─

   法人税等調整額 342,207 1,051,612 16.2 ─ 35,796 0.5

   当期純損失 5,165,138 △79.5 2,431,604 △32.3
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第11期事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 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

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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第12期事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20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

事業年度中の変動額

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

 当期純損失 △2,431,604 △2,431,604 △2,431,604

 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) 1,008,448 1,008,448 1,008,448 △2,431,604 △2,431,604 △414,707

平成20年12月31日残高(千円) 5,313,884 5,306,572 5,306,572 △7,623,030 △7,623,030 2,997,427

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

事業年度中の変動額

 新株の発行 2,016,897

 当期純損失 △2,431,604

 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) ─ ─ ─ △414,707

平成20年12月31日残高(千円) ─ ─ ─ 2,997,427
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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

第11期事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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、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     株式会社ハーティス
  割当株式数          24,308株 
(8) 出資の目的たる財産の内容 株式会社グラヴィテ
ィ（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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 (5)財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
第11期事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

  移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及びその他の関係会社

有価証券

   移動平均法による原価法

   なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資(金

融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの)につ

いては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な直近

の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によってお

ります。

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

   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)

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

   なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資(金

融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの)につ

いては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な直近

の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によってお

ります。

  時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品 

  個別法による原価法

(1) 商品

同左

(2) 仕掛品 

  個別法による原価法

(2)          ────

(3) 貯蔵品 

    個別法による原価法

(3) 貯蔵品

同左
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項目
第11期事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  ①平成19年３月31日以前に取得 

   したもの

   旧定率法によっております。

  ②平成19年４月１日以降に取得  

      したもの

      定率法によっております。
      なお、主な耐用年数は次のとお
      りであります。

   建物          15年

   器具備品      ４～６年

(有形固定資産の減価償却方法の変更)
 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。 
 これに伴い、前事業年度と同一の方
法によった場合と比べ、営業利益、経
常利益がそれぞれ11,518千円減少し、
税引前当期純損失が11,518千円増加し
ております。

(1) 有形固定資産

同左

 

   

  

───────

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。

  なお、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)に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左

４ 繰延資産の処理方法 ─────── 株式交付費

支出時に全額費用として処理してお
ります。

５ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

同左

６ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒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。

貸倒引当金

同左

債務保証損失引当金

 関係会社への債務保証等に係る損失

に備えるため、被保証者の財政状態等

を勘案し、損失負担見込額を計上して

おります。

───────

７ 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
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項目
第11期事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

８ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段)  (ヘッジ対象) 

  金利スワップ  借入金利息

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

  金利の市場変動によるリスクを回

避するためにデリバティブ取引を利

用しており、投機目的のものはあり

ません。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ手段及びヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、金利ス

ワップの特例処理の要件を満たして

いるため、ヘッジ有効性の判定は省

略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理 

  税抜方式によっております。

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

同左
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(会計処理の変更)

第11期事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(企業結合に係る会計基準等)
 当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」(「企
業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会
計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関
する会計基準」（企業会計基準第７号 平成17年12月
27日）ならびに「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第
10号 平成17年12月27日）を適用しております。

        ――――――――― 
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(表示方法の変更)

第11期事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 

(売上計上区分の変更）

  前事業年度まで、オンラインゲームのアイテムとプ
レイチケットをセットにした販売形態であるインター
ネットダウンロード販売による売上高は「商品売上
高」に計上しておりましたが、その販売形態はオンラ
インゲーム課金収入により近いことから、当事業年度
の イ ン タ ー ネ ッ ト ダ ウ ン ロ ー ド 販 売 の 売 上 高
（1,375,563千円）を、「オンラインゲーム課金収入」
に区分して表示しております。また、これにともな
い、インターネットダウンロード販売に対応する売上
原価（554,201千円）を、「オンラインゲーム売上原
価」にて計上しております。 
  なお、前事業年度の売上高を当事業年度の区分で示
すと次のとおりになります。

前事業年度

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高

 １ オンラインゲーム 
   課金収入

4,840,544

 ２ 商品売上高 558,917

 ３ その他売上高 750,973 6,150,435

Ⅱ 売上原価

 １ オンラインゲーム 
   売上原価

2,434,080

 ２ 商品売上原価 161,226

 ３ その他売上原価 224,086 2,819,393

   売上総利益 3,331,041

──────────

 

オンラインゲーム売上原価明細書

前事業年度

区分 金額(千円)
構成比 

(％)

Ⅰ 支払ロイヤリティ等 
  変動費

2,361,086 97.0

Ⅱ その他 72,994 3.0

 オンラインゲーム 
 売上原価

2,434,080 100.0

 

商品売上原価明細書

前事業年度

区分 金額(千円)
構成比 

(％)

Ⅰ 期首商品棚卸高 9,015

Ⅱ 当期商品仕入高 174,625

合計 183,641

Ⅲ 期末商品棚卸高 24,027

Ⅳ 他勘定振替高 11,419

          差引 148,194

Ⅴ 商品ライセンス料 
  償却額

13,031

   商品売上原価 161,226
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第11期事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 

その他売上原価明細書

前事業年度

区分 金額(千円)
構成比 

(％)

Ⅰ 支払ロイヤリティ等 
  変動費

222,698 99.4

Ⅱ その他 1,388 0.6

合計 224,086 100.0
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

第11期事業年度 
(平成19年12月31日現在)

第12期事業年度 
(平成20年12月31日現在)

※１  ───────

 

※１ 関係会社に対する資産及び負債   

   区分掲載されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

長期前払費用 604,809千円

買掛金 206,527千円

長期前受金 2,476,190千円

※２ 貸出コミットメントライン

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行２行及びリース会社１社と貸出コミットメント

契約を締結しております。これらの契約に基づく借

入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,200,000千円

借入実行残高 1,200,000千円

差引額 ─千円

※２  ───────

※３ 財務制限条項  

      シンジケートローンによる借入(短期 1,200,000

千円、１年以内返済予定を含む長期 825,000千円)

には下記の財務制限条項が定められております。

（複数ある場合は条件の厳しい方を記載しておりま

す。）

     ①当社の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の部の金額が、前年同期末に

おける貸借対照表に表示される純資産の部の金額比

75％以上に維持すること 

 ②当社の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損失としないこと。

※３ 財務制限条項   

      シンジケートローンによる借入（１年以内返済予

定を含む長期525,000千円）には下記の財務制限条

項が定められております。 

①当社の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年度12月期以降、当社の会計年度末におけ

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。

 

 ４ 偶発債務

  (1) 債務保証

    次の関係会社等について、金融機関からの借入

金、リース取引及び仕入等に対し債務保証を行っ

ております。

a.株式会社ゲームアーツ

  株式会社三井住友銀行

   借入金 122,216千円

b.ガンホー・ワークス株式会社

  株式会社ソニー・コンピュータエンタテイ
  ンメント

   買掛金 6,292千円

 

 ４ 偶発債務 

  (1) 債務保証 

    次の関係会社等について、金融機関からの借入 

     金及び仕入等に対し債務保証を行っております。

a.株式会社ゲームアーツ

 株式会社三井住友銀行

  借入金 55,544千円

上記の他、株式会社ゲームアーツが締結し
ている賃貸借契約について連帯保証人となっ
ています。

b.ガンホー・ワークス株式会社

 株式会社ソニー・コンピュータエンタテイ
  ンメント

  買掛金 3,725千円

  未払金 23千円
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(損益計算書関係)

第11期事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取業務委託料 106,827千円

受取利息 33,645千円
 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取利息 40,925千円

受取業務委託料 24,827千円

※２ 研究開発費の総額  

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
 費 
                  15,601千円

※２     ───────

※３ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上いたしました。

※３ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上いたしました。

 ①減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類

東京都 
千代田区

オンラインゲ
ームサービス

長期前払費用、リース
資産、器具備品等

 ①減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類

東京都
千代田区

オンラインゲ
ームサービス

長期前払費用、ソフト
ウエア

 ②減損損失の認識に至った経緯  ②減損損失の認識に至った経緯

   当初予定していた収益を見込めなくなったこと,

及びゲームサービス開発の遅延による将来収益の見

込みが変化したことにより、将来のキャッシュフロ

ーの見積もり総額が各資産グループの帳簿価額を下

回ることとなったため、減損損失を認識しておりま

す。

   サービス停止を決定したゲームタイトルについ

て、将来のキャッシュ・フローの見積もり総額が各

資産グループの帳簿価額を下回ることととなったた

め、減損損失を認識しております。

 ③減損損失の金額

固定資産の種類 金額(千円）

長期前払費用 74,847

リース資産 12,874

器具備品 336

その他 41,265

計 129,324

 

 ③減損損失の金額

固定資産の種類 金額(千円）

長期前払費用 36,440

ソフトウェア 35,713

計 72,153

 ④資産のグルーピング方法  ④資産のグルーピング方法

   当社は、主にゲームタイトルを単位として資産の

グルーピングを行っております。

   当社は、主にゲームタイトルを単位として資産の

グルーピングを行っております。

 ⑤回収可能価額の算定方法  ⑤回収可能価額の算定方法

   回収可能価額は、使用価値により測定しておりま

す。また、使用価値算定に当たって使用した割引率

は10％となっております。

   回収可能価額は、使用価値により測定しておりま

す。使用価値は将来キャッシュ・フローがマイナス

の場合、回収可能価額を零として評価しておりま

す。
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第11期事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

第12期事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)
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(リース取引関係)

第11期事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１ 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期末残高相当額

１ 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)

減損損失
累計額相
当額

期末残高
相当額 
(千円)

器具 
備品

365,760 212,878 12,450 140,431

ソフト 
ウエア

58,785 18,807 ─ 39,977

合計 424,545 231,685 12,450 180,409

 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

減損損失
累計額相
当額

期末残高
相当額 
(千円)

器具
備品

315,002 129,142 95,241 90,618

ソフト
ウエア

66,932 33,008 5,718 28,205

合計 381,934 162,151 100,959 118,824

 (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 77,543千円

１年超 119,593千円

合計 197,137千円

リース資産減損勘定の残高 12,874千円

 (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 72,027千円

１年超 125,238千円

合計 197,265千円

リース資産減損勘定の残高 73,329千円

 (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

支払リース料 177,026千円

減価償却費相当額 129,931千円

支払利息相当額 8,495千円

減損損失 12,874千円

 (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

支払リース料 78,718千円

リース資産減損勘定の取崩額 35,748千円

減価償却費相当額 71,377千円

支払利息相当額 8,523千円

 (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

 (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

２ オペレーティング・リース取引

─────────

２ オペレーティング・リース取引
─────────
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第11期事業年度(平成19年12月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

第12期事業年度(平成20年12月31日現在) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
当事業年度において、子会社株式で時価のあるものにつき、1,634,360千円の減損処理を行っており

ます。 

  

  

第11期事業年度(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。 

第12期事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 ４ 連結財務諸表 注記事項の（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

  

  

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

(有価証券関係)

区分
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額 
(千円)

子会社株式 748,095 748,095 ─

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)
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(重要な後発事象)

第11期事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

（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)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。

(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
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第11期事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第12期事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(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。

(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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該当事項はありません。 

  

  

６ その他
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