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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 1,793 ― 386 ― 387 ― 206 ―
20年12月期第1四半期 1,895 20.6 604 18.7 631 19.4 360 16.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 2,135.41 2,130.08
20年12月期第1四半期 3,621.39 3,608.81

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

21年12月期第1四半期 8,839 7,707 87.0 79,559.49
20年12月期 8,833 7,685 86.9 79,427.12

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  7,689百万円 20年12月期  7,677百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
平成21年12月期における配当金の額は未定とさせていただいております。 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

3,814 ― 811 ― 859 ― 495 ― 4,971.08

通期 8,219 10.2 2,002 9.9 2,083 9.5 1,199 21.1 12,041.05
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。 

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 99,576株 20年12月期  99,576株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  2,921株 20年12月期  2,921株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 96,655株 20年12月期第1四半期 99,458株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては４ページ「【定性的情報・財務諸表】３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い、四半期財務諸表を作成しております。 
３．当社が主に事業を展開するオンラインゲーム市場は、新規参入企業の増加とタイトルの権利獲得競争の激化、及びそれに伴う契約金の上昇等、事業
環境に不確実性が存在しております。当社では、こうした状況に柔軟に対応するため、利益配分に関しては現在のところ内部留保を優先しており、配当予
想は未定とさせていただいております。なお、配当の額はその有無を含めて、平成21年12月期第３四半期決算を目途に決定次第お知らせしてまいります。 
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　日本オンラインゲーム協会が平成21年２月に公開した「オンラインゲーム市場統計調査報告書2009」の速報値によ

ると、オンラインゲーム運営会社数は、平成18年の128社から平成19年の114社へと減少した状況とは異なり、平成20

年には121社を数えるなど増加に転じております。サービスされているオンラインゲームタイトル数も、平成19年の

265タイトルから平成20年には275タイトルへと増加し、当社が事業を展開する日本のオンラインゲーム市場は、引き

続き拡大傾向にあると考えられます。

　ゲームタイトル数が増加している要因としては、サービスを終了するタイトル数が、平成19年の72タイトルから平

成20年の68タイトルへと減少したこと以外に、新たにサービスを開始するタイトル数が、それ以上に増えていること

が挙げられます。新規タイトル数は、平成18年の89タイトルから平成19年には70タイトルへと減少したものの、平成

20年には85タイトルにのぼるなど、再び増加傾向となっております。タイトル数の増加に伴い、競争がさらに激化し

ていくと予想されるオンラインゲーム市場ではありますが、市場でのプレゼンスを高めるためには、既存タイトルの

安定的な運営を図るとともに、ユーザーが望む新規タイトルを、タイムリーに提供していくことが重要であると考え

ております。

　こうした状況の中、当社は、サービス中のタイトル運営に引き続き注力するとともに、新規タイトルのサービス開

始準備を進めてまいりました。その結果、当第１四半期会計期間の売上高は1,793百万円、営業利益は386百万円、経

常利益は387百万円、四半期純利益は206百万円となりました。

 

　各事業部門別の業績は以下のとおりです。

 

＜オンラインゲーム運営部門＞

　オンラインゲーム運営部門では、当第１四半期会計期間におきましては「レッドストーン」「シルクロードオンラ

イン」「ミュー～奇蹟の大地～」「天上碑」「眠らない大陸クロノス」「RF ONLINE Z」のMMORPG（注１）既存６タイ

トルに加え、昨年導入した新規タイトルである、MMORPG「Soul of the Ultimate Nation」、オンラインスポーツゲー

ム「EA SPORTS™ FIFA Online ２」、FPS（注２）「Alliance of Valiant Arms」、TPS（注３）「GUNZWEI」の、計10

タイトルにおける正式有料サービスを提供してまいりました。

　第１四半期につきましては、一部タイトルが計画を下回るなど厳しい状況となりましたが、当社の中核タイトルで

ある「レッドストーン」において行われたキャンペーン施策がお客様に好評であったほか、2009年３月より開始した、

NHN Japan株式会社が運営するゲームポータルサイト「ハンゲーム」へのサービス提供により業績が計画通りに推移し

たこと、また「Soul of the Ultimate Nation」にて実施された、くじ引き形式のアイテム販売のリニューアルによる

売上が順調に推移した結果、当該タイトルにおいて当初の見込みを越えた実績を達成し、売上に貢献いたしました。

この結果、オンラインゲーム運営部門の売上高は1,768百万円となりました。

（ご参考）タイトル別売上高の状況

項目

平成21年

第１四半期

実績（Ａ）

平成20年

第１四半期実績

（Ｂ）（注４）

増減額

（Ａ－Ｂ）

増減率

（％）

　既存タイトル 1,519 1,750 △230 △13.2

　新規タイトル（注５） 248 120 128 106.6

　（金額の単位：百万円）

 なお当社は平成21年２月に、CJ Internet株式会社（本社：韓国ソウル市）との間でMMORPG「PRIUS ONLINE」の独占

ライセンス契約を締結いたしました。当該タイトルにつきましては、正式有料サービス開始を当事業年度第２四半期

以降に予定しており、当第１四半期における業績への貢献はありませんが、今年４月に実施した、会員数を限定した

ベータサービス（注６）募集における応募数が予定を大きく上回るなど、ユーザーの期待も高まっており、今後の業

績への貢献を期待しております。
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＜その他部門＞　

 その他部門におきましては、インターネットカフェへのソフトウェアライセンス許諾、ゲームポータルサイト運営及

びゲームタイトル関連商品の販売などを行ってまいりましたが、当第１四半期会計期間のその他部門の売上高は25百

万円となりました。

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

ロールプレイングゲーム）の略称です。

（注２）「FPS」とは、「First Person Shooting Game」（一人称視点シューティングゲーム）の略称です。

（注３）「TPS」とは、「Third Person Shooting Game」（三人称視点シューティングゲーム）の略称です。

（注４）平成21年12月期は四半期会計基準の適用初年度であるため、前年同期比及び前年同期の金額は参考として記

載しております。

（注５）「新規タイトル」とは、前事業年度および当事業年度より正式有料サービスを開始したタイトルを指します。

このため平成20年12月期第１四半期実績においては「RF ONLINE Z」を、当事業年度第１四半期実績において

は「Soul of the Ultimate Nation」、「EA SPORTS™ FIFA Online ２」、「Alliance of Valiant Arms」、

「GUNZWEI」を新規タイトルとしております。

（注６）「ベータサービス」とは、ゲーム運営検証のため、正式有料サービス前の一定期間において無償で提供する

サービスを指します。

 

２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況　

　当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して5百万円増加して8,839百万円となりました。負債に

ついては、未払法人税等を計上したものの、前事業年度末と比較して16百万円減少して1,131百万円となりました。純

資産は利益剰余金の増加に伴い、前事業年度末と比較して21百万円増加して7,707百万円となり、自己資本比率は

87.0％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて297百万円

増加し、5,855百万円となりました。当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は

次のとおりです。

a. 営業活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期会計期間において、営業活動により増加した資金は488百万円となりました。これは税引前第１四半期

純利益は387百万円であったものの、売上債権が129百万円減少したこと、及び賞与引当金が66百万円減少したこと、

未払金が20百万円減少したこと等によるものです。

b. 投資活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期会計期間において、投資活動により支出した資金は7百万円となりました。これは主に自社利用目的の

ソフトウェアの取得、及び新規タイトルの権利金支払いとしての無形固定資産の取得による支出17百万円のほか、貸

付金の回収による収入12百万円によるものです。

c. 財務活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期会計期間において、財務活動により支出した資金は168百万円となりました。これは主に第８期の配当

金支払いによるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成21年12月期の予想に関しましては、MMORPG「Soul of the Ultimate Nation」に加え、当事業年度第２四半期以

降に正式有料サービス開始を予定しておりますMMORPG「PRIUS ONLINE」を含めた新規タイトルにおける業績貢献を見

込んでいるため、平成21年２月４日の「平成20年12月期 決算短信（非連結）」にて発表いたしました業績予想から変

更はありません。
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４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

繰延税金資産の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状況に

著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。　

（２）四半期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

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の

切下げの方法）により算定しております。

　これによる当第１四半期会計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。

③「リース取引に関する会計基準」等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１

四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。

　これによる当第１四半期会計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,855,682 5,557,701

売掛金 1,143,001 1,251,943

商品 7,931 8,397

貯蔵品 1,062 1,292

未収還付法人税等 348,080 348,080

その他 242,680 388,973

貸倒引当金 △3,554 △653

流動資産合計 7,594,885 7,555,735

固定資産   

有形固定資産 180,425 178,426

無形固定資産 454,225 476,204

投資その他の資産 609,681 623,459

固定資産合計 1,244,332 1,278,090

資産合計 8,839,218 8,833,826

負債の部   

流動負債   

買掛金 441,670 444,682

未払金 237,638 235,759

未払法人税等 74,775 25,028

賞与引当金 35,105 101,955

役員賞与引当金 8,775 36,000

その他 326,558 304,915

流動負債合計 1,124,522 1,148,340

固定負債 7,230 －

負債合計 1,131,753 1,148,340

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,624,828 2,624,828

資本剰余金 2,424,828 2,424,828

利益剰余金 3,041,868 3,028,780

自己株式 △399,895 △399,895

株主資本合計 7,691,629 7,678,541

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,806 △1,513

評価・換算差額等合計 △1,806 △1,513

新株予約権 17,642 8,457

純資産合計 7,707,465 7,685,485

負債純資産合計 8,839,218 8,833,826
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,793,240

売上原価 508,207

売上総利益 1,285,032

販売費及び一般管理費 898,093

営業利益 386,938

営業外収益  

受取利息 16,229

その他 1,185

営業外収益合計 17,414

営業外費用  

支払利息 32

為替差損 14,279

その他 2,305

営業外費用合計 16,617

経常利益 387,736

特別損失  

たな卸資産除却損 207

特別損失合計 207

税引前四半期純利益 387,529

法人税、住民税及び事業税 68,213

法人税等調整額 112,917

法人税等合計 181,131

四半期純利益 206,397
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 387,529

減価償却費 45,995

のれん償却額 3,262

長期前払費用償却額 5,040

その他の償却額 210

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,901

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,225

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,850

たな卸資産除却損 204

投資事業組合運用損益（△は益） 2,235

受取利息及び受取配当金 △16,229

支払利息 32

為替差損益（△は益） 13,919

売上債権の増減額（△は増加） 129,457

たな卸資産の増減額（△は増加） 490

仕入債務の増減額（△は減少） △3,011

未払金の増減額（△は減少） △20,670

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,557

その他の資産の増減額（△は増加） 43,205

その他の負債の増減額（△は減少） △7,617

その他 △1,069

小計 494,369

利息及び配当金の受取額 2,174

利息の支払額 △12

法人税等の支払額 △8,213

営業活動によるキャッシュ・フロー 488,319

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △739

無形固定資産の取得による支出 △17,717

貸付金の回収による収入 12,500

敷金及び保証金の差入による支出 △2,323

敷金及び保証金の回収による収入 726

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,553

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △176

配当金の支払額 △168,688

財務活動によるキャッシュ・フロー △168,865

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 297,980

現金及び現金同等物の期首残高 5,557,701

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,855,682
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。　

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 1,895,325

Ⅱ　売上原価 465,765

売上総利益 1,429,560

Ⅲ　販売費及び一般管理費 825,503

営業利益 604,056

Ⅳ　営業外収益 27,354

Ⅴ　営業外費用 111

経常利益 631,298

Ⅵ　特別利益 41

Ⅶ　特別損失 12,103

税引前第１四半期（当期）純
利益

619,236

法人税、住民税及び事業税 250,145

法人税等調整額 8,915

第１四半期（当期）純利益 360,176
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日）

前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

 

税引前第１四半期
（当期）純利益

619,236

減価償却費 19,997

商標権償却 203

長期前払費用償却 254

役員賞与引当金の増減額 △58,060

賞与引当金の増減額 11,460

株式交付費 111

固定資産除却損 103

貸倒引当金の増減額 △41

受取利息 △2,727

売上債権の増減額 123,535

たな卸資産の増減額 △2,070

仕入債務の増減額 △1,050

未払金の増減額 △156,871

未払消費税等の増減額 24,395

その他資産の増減額 3,187

その他負債の増減額 △31,312

その他 △7,802

小計 542,551

利息の受取額 2,727

法人税等の支払額 △219,170

営業活動による
キャッシュ・フロー

326,108
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前年同四半期
（平成20年12月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

 

投資有価証券の取得による
支出

△998,711

有形固定資産の取得による
支出

△4,141

無形固定資産の取得による
支出

△45,370

長期前払費用の取得による
支出

△312

敷金保証金の差入れによる
支出

△164

敷金保証金の返還による収
入

32,044

投資活動による
キャッシュ・フロー

△1,016,656

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

 

株式の発行による収入 1,251

配当金の支払額 △81,178

財務活動による
キャッシュ・フロー

△79,927

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

△770,475

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

6,442,155

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

5,671,679
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６．その他の情報

該当事項はありません。
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