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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

（注）平成21年12月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年12月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率について
は、記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（ 注）平成21年12月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年12月期の数値については、記載しておりません。  

(1) 連結経営成績（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3四半期 5,222 ― 1,177 ― 1,245 ― 720 ―
20年12月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 7,450.39 7,431.91
20年12月期第3四半期 ― ―

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3四半期 9,661 8,233 84.9 84,808.87
20年12月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  8,197百万円 20年12月期  ―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  有   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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）
2,000.00 2,000.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
平成21年12月期第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については、記載しておりません。 

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 6,726 ― 1,267 ― 1,350 ― 757 ― 7,832.43
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4.  その他 
(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  

（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) 簡便な会計処理及び四半期連結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。 

(3) 四半期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（四半期連結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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．連結業績予測につきましては、連結決算の開始に伴い今回より公表しております。 
２．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。なお、詳細につきましては本日（平成21年11月４日）発表の「個別業績予想の修正及
び連結決算の開始並びに平成21年12月期業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表等規則」に従い、四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 1社 （社名 Geon Investment Co., Ltd. ） 除外 ―社 （社名 ）

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3四半期 99,584株 20年12月期  99,576株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  2,921株 20年12月期  2,921株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 96,656株 20年12月期第3四半期 99,516株
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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、当第３四半期連結会計期間（平成

21年７月１日～平成21年９月30日）におきましても、各企業の収益や雇用情勢に大きなプラス変化を期待できないの

が現状です。 

当社グループの主要事業であるオンラインゲーム運営サービスにおきましては、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、日本市場の成長鈍化及びサービス参入業者の増大に伴い競争は激化しており、

継続的な成長を図るためには、日本国内での事業展開だけでなく、アジア、北米、欧州など、グローバルな事業展開

が求められております。 

このような状況の中、当社は「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、新規タイトルとして

MMORPG「Soul of the Ultimate Nation」「PRIUS ONLINE」、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３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日）におきましては、「Soul of the Ultimate 

Nation」の売上が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大きく下回るな

ど、厳しい結果となりました。このため売上高は 百万円、営業利益は 百万円、経常利益は 百万円、

四半期純利益は 百万円となりました。 

なお、当第３四半期連結会計期間におきまして、海外子会社Geon Investment Co., Ltd.を設立しております。当

該子会社につきましては、設立間もないことから当第３四半期連結会計期間における売上高の計上はありませんが、

有力タイトルの早期獲得や海外における事業投資、自社コンテンツの確保による海外事業展開など、当該子会社を通

じてオンラインゲーム運営サービス事業をより積極的に展開してまいります。 

（ご参考）タイトル別売上高の状況 

 （金額の単位：百万円）

（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）当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しており、また平成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単体決算時の数値を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３四半期実績においては「RF ONLINE Z」及び「Soul of the Ultimate 

Nation」を、平成21年12月期第３四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。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

5,222 1,177 1,245

720

項目 
平成21年 

第３四半期実績 
（Ａ） 

平成20年 
第３四半期実績 
（Ｂ）（注４） 

増減額 
（Ａ－Ｂ） 

増減率 
（％） 

 既存タイトル  4,271  4,887  △616  △12.6

 新規タイトル（注５）  878  622  255  41.0
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（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となりました。主な内訳は現金及び預金6,807百万円のほか、

無形固定資産567百万円、投資その他の資産615百万円です。負債については 百万円となりました。主な内訳は

買掛金387百万円、未払法人税等470百万円、未払金185百万円です。この結果純資産は 百万円となり、自己資本

比率は ％となりました。 

 なお、当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。  

（２）キャッシュフローの状況 

 当第３四半期連結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、6,127百万円となりまし

た。当第３四半期連結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。 

（営業活動におけるキャッシュフロー） 

 営業活動により増加した資金は 百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益 百万円のほ

か、法人税等の還付額349百万円、売上債権の減少225百万円、前払費用を含むその他の資産の増加182百万円による

ものです。 

（投資活動におけるキャッシュフロー） 

 投資活動により支出した資金は 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672百万円のほか、

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216

百万円によるものです。 

（財務活動におけるキャッシュフロー） 

 財務活動により支出した資金は 百万円となりました。これは主に第８期配当金の支払によるものです。 

 平成21年12月期の業績予想につきましては、当第３四半期より従来の単体決算より連結決算に移行しているため、

連結業績予想を新たに公表しているほか、個別業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年

11月４日）付発表の「個別業績予想の修正及び連結決算の開始並びに平成21年12月期業績予想に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

9,661

1,428

8,233

84.9

1,638 1,246

861

195

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 当第３四半期連結会計期間において、グローバル展開に向けた優良コンテンツを確保するために、オンラインゲー

ム開発スタジオへの投資及び版権確保を目的としたGeon Investment Co., Ltd.を設立し、関係会社（連結子会社）

といたしました。 

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。 

②四半期連結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。  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

  

４．その他

（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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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

㈱ゲームオン（3812）　平成21年12月期第３四半期決算短信
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 6,807,031

売掛金 996,871

商品 6,786

貯蔵品 1,026

その他 491,446

貸倒引当金 △3,426

流動資産合計 8,299,737

固定資産  

有形固定資産 178,991

無形固定資産 567,809

投資その他の資産 615,046

固定資産合計 1,361,848

資産合計 9,661,586

負債の部  

流動負債  

買掛金 387,620

未払金 185,931

未払法人税等 470,440

賞与引当金 78,512

役員賞与引当金 26,744

その他 265,592

流動負債合計 1,414,842

固定負債 13,192

負債合計 1,428,034

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,624,926

資本剰余金 2,424,925

利益剰余金 3,555,595

自己株式 △399,895

株主資本合計 8,205,551

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △1,127

為替換算調整勘定 △6,544

評価・換算差額等合計 △7,671

新株予約権 35,671

純資産合計 8,233,551

負債純資産合計 9,661,586

㈱ゲームオン（3812）　平成21年12月期第３四半期決算短信
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,222,325

売上原価 1,456,195

売上総利益 3,766,130

販売費及び一般管理費 2,588,291

営業利益 1,177,838

営業外収益  

受取利息 59,501

その他 14,661

営業外収益合計 74,163

営業外費用  

支払利息 245

投資事業組合運用損 3,476

創立費 2,114

その他 239

営業外費用合計 6,076

経常利益 1,245,924

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

税金等調整前四半期純利益 1,246,053

法人税、住民税及び事業税 469,979

法人税等調整額 55,948

法人税等合計 525,928

四半期純利益 720,124
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,652,402

売上原価 480,077

売上総利益 1,172,325

販売費及び一般管理費 823,931

営業利益 348,393

営業外収益  

受取利息 23,571

その他 4,242

営業外収益合計 27,813

営業外費用  

支払利息 105

投資事業組合運用損 1,240

創立費 2,114

その他 100

営業外費用合計 3,561

経常利益 372,645

特別利益  

貸倒引当金戻入益 422

特別利益合計 422

税金等調整前四半期純利益 373,067

法人税、住民税及び事業税 175,253

法人税等調整額 △30,665

法人税等合計 144,587

四半期純利益 228,479
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,246,053

減価償却費 145,995

のれん償却額 9,787

長期前払費用償却額 23,419

その他の償却額 616

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,773

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,256

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,443

株式交付費 30

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） 3,476

受取利息及び受取配当金 △59,501

支払利息 245

為替差損益（△は益） △2,200

売上債権の増減額（△は増加） 225,157

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,876

仕入債務の増減額（△は減少） △57,061

未払金の増減額（△は減少） △51,188

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,829

その他の資産の増減額（△は増加） △182,682

その他の負債の増減額（△は減少） △1,650

その他 22,683

小計 1,278,967

利息及び配当金の受取額 30,025

利息の支払額 △207

法人税等の支払額 △20,037

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 1,638,108
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △10,045

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 △216,011

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 37,500

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 △4,198

敷金及び保証金の回収による収入 1,734

投資活動によるキャッシュ・フロー △861,396

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 163

リース債務の返済による支出 △3,178

配当金の支払額 △192,099

財務活動によるキャッシュ・フロー △195,114

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 570,014

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 6,127,715
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 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（注）当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期に係る四半期連結財

務諸表は作成しておりませんが、参考までに提出会社における（要約）四半期損益計算書及び（要約）キャッシュ・フ

ロー計算書を記載しております。 

  

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高  5,591,318

Ⅱ 売上原価  1,406,281

売上総利益  4,185,037

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,682,529

営業利益  1,502,508

Ⅳ 営業外収益  75,578

Ⅴ 営業外費用  3,593

経常利益  1,574,493

Ⅵ 特別利益  4,670

Ⅶ 特別損失  92,057

税引前四半期純利益  1,487,106

法人税、住民税及び事業税  2,850

法人税等調整額  672,127

四半期純利益  812,128

  

㈱ゲームオン（3812）　平成21年12月期第３四半期決算短信

12



前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日）  

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益  1,487,106

減価償却費  90,328

のれん償却  4,349

商標権償却  589

長期前払費用償却  3,099

貸倒引当金の増減額  △2

役員賞与引当金の増減額  △19,060

賞与引当金の増減額  100,240

株式交付費  363

固定資産除却損  31,729

移転関連費用  16,822

営業譲渡益  △1,457

投資有価証券売却益  △3,210

投資有価証券評価損  31,506

受取利息  △6,800

支払利息  350

売上債権の増減額  71,627

たな卸資産の増減額  △7,627

仕入債務の増減額  10,579

未払金の増減額  △198,343

未払消費税等の増減額  19,698

その他資産の増減額  △30,535

その他負債の増減額  △25,385

その他  7,974

小計  1,583,942

利息の受取額  6,800

利息の支払額  △350

移転関連費用の支払額  △14,179

法人税等の支払額  △570,267

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,005,946
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前年同四半期 

（平成20年12月期 
第３四半期） 

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  △1,023,711

投資有価証券の売却による収入  1,001,922

有形固定資産の取得による支出  △7,486

無形固定資産の取得による支出  △256,329

無形固定資産の売却による収入  2,000

貸付による支出  △100,000

貸付金の回収による収入  16,666

長期前払費用の取得による支出  △1,238

敷金保証金の差入れによる支出  △2,260

敷金保証金の返還による収入  32,891

合併による支出  △832,700

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,170,245

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の返済による支出  △300,000

株式の発行による収入  2,654

配当金の支払額  △98,204

財務活動によるキャッシュ・フロー  △395,550

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  △559,849

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四半期末残高  5,882,305
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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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