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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 3,569 ― 829 ― 872 ― 491 ―
20年12月期第2四半期 3,704 13.5 1,013 6.8 1,062 6.6 572 1.0

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2四半期 5,086.61 5,073.95
20年12月期第2四半期 5,757.40 5,738.77

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2四半期 9,344 8,002 85.3 82,516.75
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2四半期  7,975百万円 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 ― 0.00
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  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2四半期 96,655株 20年12月期第2四半期 99,493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３四半期決算を目処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

　昨年秋から始まった世界同時不況は引き続き日本経済に影響を及ぼしておりますが、ゲーム産業をはじめとするエ

ンターテインメント関連事業においては、“巣ごもり消費”による需要が期待されるなど、不況の影響を受けにくい

業界とされております。

　当社の主要事業でありますオンラインゲーム運営サービスにおきましても、景気の影響を受けにくい業態として市

場の期待を集めておりますが、社団法人日本オンラインゲーム協会が平成21年７月に発表した「JOGAオンラインゲー

ム市場調査レポート2009」のデータで示されているとおり、オンラインゲームの市場規模は平成19年の1,121億円から

平成20年には1,239億円と拡大しております。ただし同資料によりますと、オンラインゲームサービス事業者は平成19

年の114社から平成20年の126社へと増加しており、市場規模が拡大する一方で、各社間の競争が激化していることも

うかがえます。また株式会社メディアクリエイトが平成21年５月に発表した「オンラインゲーム白書2009」では、平

成20年４月から平成21年３月までの日本国内におけるオンラインゲーム市場規模は昨年度対比で98.57％となる約826

億円となっており、日本市場においては一層の成長鈍化傾向が見られるというデータも提示されております。

　このような厳しい市場環境の中、当社はサービス中のタイトル運営に注力するとともに、新規タイトルの正式有料

サービスを開始してまいりましたが、当第２四半期累計期間の売上高は3,569百万円、営業利益は829百万円、経常利

益は872百万円、四半期純利益は491百万円となりました。

 

　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２四半期累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」のほか、

本年２月に独占ライセンス契約を取得したMMORPG「PRIUS ONLINE」の正式有料サービスを６月にスタートさせ、計11

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。

　当第２四半期につきましては、「Soul of the Ultimate Nation」「ミュー～奇蹟の大地～」の売上が、キャンペー

ン施策が好評だったこともあり順調に推移いたしましたが、当該タイトル以外の既存及び新規タイトルが目標を下回

るなど、厳しい業績となりました。この結果、オンラインゲーム運営部門の当第２四半期累計期間における売上高は

3,520百万円となりました。

（ご参考）タイトル別売上高の状況

項目
平成21年

第２四半期実績（Ａ）

平成20年

第２四半期実績（Ｂ）

（注４）

増減額

（Ａ－Ｂ）

増減率

（％）

　既存タイトル 2,947 3,278 △331 △10.1

　新規タイトル（注５） 572 373 199 53.4

　（金額の単位：百万円）
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　＜その他部門＞

　　その他部門におきましては、インターネットカフェへのソフトウェアライセンス許諾、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２四半期累計期間の売上高は49百万円とな

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２四半期実績においては「RF ONLINE Z」及び「Soul of the Ultimate Nation」

を、当事業年度第２四半期実績においては「Soul of the Ultimate Nation」「EA SPORTS™ FIFA Online 

２」「Alliance of Valiant Arms」「GUNZWEI」「PRIUS ONLINE」を新規タイトルとしております。

２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況　

　当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して510百万円増加して9,344百万円となりました。負債

については、前事業年度末と比較して194百万円増加して1,342百万円となりました。純資産は前事業年度末と比較し

て316百万円増加して8,002百万円となり、自己資本比率は85.3％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、前事業年度末と比較して473百万

円増加して6,031百万円となりました。当第２四半期累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２四半期累計期間において、営業活動により増加した資金は1,363百万円となりました。これは主に税引前四半

期純利益872百万円のほか、法人税等の還付額349百万円によるものです。

b. 投資活動によるキャッシュ・フロー

　当第２四半期累計期間において、投資活動により支出した資金は691百万円となりました。これは主に定期預金の預

入による支出672百万円、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37百万円のほか、貸付金の回収による収入25百万円によるものです。

c. 財務活動によるキャッシュ・フロー

　当第２四半期累計期間において、財務活動により支出した資金は193百万円となりました。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

　当社が事業を行っているオンラインゲーム市場では各社間の競争が激化しておりますが、平成21年12月期の予想に

関しましては、既存タイトルの安定的な業績貢献と、「Soul of the Ultimate Nation」及び当第２四半期に正式有料

サービスを開始いたしました「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の変更はありません。
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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、

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２四半期累計期間の営業利益、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。

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、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２四半期累計期間の営業利益、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２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 6,707,414 5,557,701

売掛金 1,124,419 1,251,943

商品 6,786 8,397

貯蔵品 1,043 1,292

その他 276,754 737,053

貸倒引当金 △3,848 △653

流動資産合計 8,112,570 7,555,735

固定資産   

有形固定資産 186,004 178,426

無形固定資産 455,629 476,204

投資その他の資産 590,531 623,459

固定資産合計 1,232,165 1,278,090

資産合計 9,344,736 8,833,826

負債の部   

流動負債   

買掛金 436,696 444,682

未払金 224,769 235,759

未払法人税等 305,202 25,028

賞与引当金 75,651 101,955

役員賞与引当金 18,911 36,000

その他 269,407 304,915

流動負債合計 1,330,638 1,148,340

固定負債 11,920 －

負債合計 1,342,559 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 3,327,116 3,028,780

自己株式 △399,895 △399,895

株主資本合計 7,976,877 7,678,541

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,220 △1,513

評価・換算差額等合計 △1,220 △1,513

新株予約権 26,520 8,457

純資産合計 8,002,176 7,685,485

負債純資産合計 9,344,736 8,833,826
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,569,922

売上原価 976,118

売上総利益 2,593,804

販売費及び一般管理費 1,764,781

営業利益 829,022

営業外収益  

受取利息 35,930

還付加算金 9,844

その他 1,948

営業外収益合計 47,723

営業外費用  

支払利息 140

為替差損 1,373

投資事業組合運用損 2,235

その他 139

営業外費用合計 3,888

経常利益 872,857

特別利益  

固定資産売却益 550

特別利益合計 550

特別損失  

固定資産除却損 214

たな卸資産除却損 207

特別損失合計 421

税引前四半期純利益 872,986

法人税、住民税及び事業税 294,726

法人税等調整額 86,613

法人税等合計 381,340

四半期純利益 491,645
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,776,682

売上原価 467,910

売上総利益 1,308,772

販売費及び一般管理費 866,688

営業利益 442,084

営業外収益  

受取利息 19,701

還付加算金 9,844

為替差益 12,906

その他 763

営業外収益合計 43,214

営業外費用  

支払利息 108

支払手数料 69

営業外費用合計 177

経常利益 485,121

特別利益  

固定資産売却益 550

特別利益合計 550

特別損失  

固定資産除却損 214

特別損失合計 214

税引前四半期純利益 485,456

法人税、住民税及び事業税 226,512

法人税等調整額 △26,303

法人税等合計 200,208

四半期純利益 285,247
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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 872,986

減価償却費 94,712

のれん償却額 6,524

長期前払費用償却額 13,083

その他の償却額 411

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,195

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,089

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,304

固定資産売却損益（△は益） △550

固定資産除却損 214

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 △35,930

支払利息 140

為替差損益（△は益） 942

売上債権の増減額（△は増加） 110,208

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,860

仕入債務の増減額（△は減少） △7,985

未払金の増減額（△は減少） △39,886

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,255

その他の資産の増減額（△は増加） 36,514

その他の負債の増減額（△は減少） △10,535

その他 15,228

小計 1,005,720

利息及び配当金の受取額 20,104

利息の支払額 △105

法人税等の支払額 △11,718

法人税等の還付額 349,360

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,363,360

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 △672,096

有形固定資産の取得による支出 △6,193

有形固定資産の売却による収入 1,904

無形固定資産の取得による支出 △37,216

無形固定資産の売却による収入 469

貸付金の回収による収入 25,000

長期前払費用の取得による支出 △652

敷金及び保証金の差入による支出 △3,534

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 △691,592
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（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △1,552

配当金の支払額 △191,657

財務活動によるキャッシュ・フロー △193,209

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 473,678

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 6,031,380
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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

（１）（要約）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,704,161

Ⅱ　売上原価 919,677

売上総利益 2,784,484

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,770,834

営業利益 1,013,650

Ⅳ　営業外収益 49,598

Ⅴ　営業外費用 672

経常利益 1,062,576

Ⅵ　特別損失 55,575

税引前中間純利益 1,007,000

法人税、住民税及び事業税 1,900

法人税等調整額 432,279

中間純利益 572,820
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純利益 1,007,000

減価償却費　 52,467

のれん償却　 1,086

商標権償却　 396

長期前払費用償却　 366

役員賞与引当金の増減額　 △29,120

賞与引当金の増減額　 85,920

株式交付費　 312

固定資産除却損　 31,729

貸倒引当金の増減額　 24

受取利息　 △2,852

売上債権の増減額　 77,998

たな卸資産の増減額　 △7,290

仕入債務の増減額　 △28,828

未払金の増減額　 △180,160

未払消費税等の増減額　 11,578

その他資産の増減額　 △13,252

その他負債の増減額　 △26,733

その他　 787

小計 981,428

利息の受取額　 2,852

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 765,110
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前中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出　 △998,711

有形固定資産の取得による支出　 △4,984

無形固定資産の取得による支出　 △199,772

貸付けによる支出　 △100,000

貸付金の回収による収入　 4,166

長期前払費用の取得による支出　 △500

敷金保証金の差入れによる支出　 △742

敷金保証金の返還による収入　 32,103

合併による支出　 △832,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,101,141

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行に伴う収入　 2,510

配当金の支払額　 △97,766

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,255

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △1,431,286

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,442,155

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 5,010,868
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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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