
平成22年12月期 第1四半期決算短信 

平成22年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント（株） 上場取引所 大 
コード番号 3765 URL http://www.gungho.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長CEO （氏名） 森下 一喜
問合せ先責任者 （役職名） 取締役CFO経営管理本部長 （氏名） 坂井 一也 TEL 03-6893-8500
四半期報告書提出予定日 平成22年5月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年12月期第1四半期 2,041 △20.9 240 △56.3 363 △53.2 286 △42.8
21年12月期第1四半期 2,579 ― 549 ― 777 ― 500 ―

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

22年12月期第1四半期 2,497.07 2,487.74
21年12月期第1四半期 4,376.23 4,361.71

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

22年12月期第1四半期 12,317 7,821 39.4 42,332.04
21年12月期 12,049 7,216 36.2 38,064.87

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  4,855百万円 21年12月期  4,359百万円

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   

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

21年12月期 ― ― ― ― ―
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
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GR
AVITY 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に対して公平な情
報提供が困難であることなどから、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。 
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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）  無  

(注) 詳細は、４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  無  
(注) 詳細は、４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、４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） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 114,711株 21年12月期  114,536株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  ―株 21年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 114,622株 21年12月期第1四半期 114,435株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益の改善が続き、また経済対策の効果から個
人消費も持ち直してきておりますが、依然として雇用情勢には厳しさが残り、企業業績の見通しは不透明
なままであります。 
当社を取り巻くオンラインゲーム市場においては、インターネットの利用環境の向上や、携帯端末の高

性能化により、家庭用ゲーム機、携帯型ゲーム機や携帯電話など、その遊び方が飛躍的に多様化しており
ます。また、ユーザー同士のコミュニティを楽しめるソーシャルゲームの普及により、インターネット上
でゲームを楽しむユーザーが幅広い層へと広がりを示しております。 
このような状況の下、当社グループは当第１四半期連結累計期間におきまして、引き続きオンラインゲ

ーム事業を中心とし、事業を展開してまいりました。 
この結果、当第１四半期連結累計期間は、売上高2,041,521千円、営業利益240,121千円、経常利益

363,572千円、四半期純利益286,219千円となりました。 
なお、事業の種類別セグメントの業績（セグメント間の内部取引消去前）は以下のとおりであります。

オンライン事業におきましては、ディストリビューションタイトルの新規配信によるタイトル数増加
とともに、既存タイトルのイベント開催等による施策や、広告宣伝の強化を図ってまいりましたが、季
節要因等の影響を受けた結果、売上高は1,921,476千円、営業利益は410,968千円となりました。 

コンシューマ事業におきましては、昨今のゲームソフトの販売数が減少している家庭用ゲーム機業界
における市場動向を鑑み、当第１四半期連結累計期間における新規タイトルの販売については、慎重に
検討を行ってまいりました。この結果、売上高は61,592千円、営業損失は19,463千円となりました。 

ゲーム開発事業におきましては、主にグループ外企業からのゲーム受託開発を行っており、受託料や
開発したゲームの売上に対するロイヤリティが主な収入となっております。当第１四半期連結累計期間
においては、受託開発を行ったゲームの販売が順調に推移したものの、これに伴う売上原価の増加等に
よる結果、売上高は58,698千円、営業損失27,526千円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ268,107千円増加し、
12,317,601千円となりました。これは主に子会社の譲渡性預金の減少による有価証券1,104,970千円の減
少、本社移転に伴う敷金返金等によるその他流動資産279,395千円の減少、並びに現金及び預金1,644,313
千円の増加によります。 
負債合計は、前連結会計年度末に比べ336,927千円減少し、4,495,647千円となりました。これは主に、

子会社の株式取得により発生した負ののれんの償却161,619千円によります。 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、605,034千円増加し7,821,954千円となりました。これは主

に、利益剰余金が286,219千円増加したこと、並びに為替換算調整勘定が154,206千円増加したことにより
ます。 
  

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に対して公平な情報提供
が困難であることなどから、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。 
  

【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

＜オンライン事業＞

＜コンシューマ事業＞

＜ゲーム開発事業＞

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,766,412 5,122,099

売掛金 991,715 1,120,305

有価証券 1,116,801 2,221,772

商品 26,122 25,638

仕掛品 65,428 95,274

その他 419,433 698,829

貸倒引当金 △1,355 △1,304

流動資産合計 9,384,558 9,282,614

固定資産

有形固定資産合計 266,241 289,853

無形固定資産

ソフトウエア 638,418 678,386

ソフトウエア仮勘定 896,291 815,377

その他 28,089 28,666

無形固定資産合計 1,562,799 1,522,429

投資その他の資産

投資有価証券 489,553 515,408

長期前払費用 122,590 5,074

その他 555,966 497,780

貸倒引当金 △64,108 △63,667

投資その他の資産合計 1,104,002 954,596

固定資産合計 2,933,042 2,766,880

資産合計 12,317,601 12,049,494
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 181,446 206,235

短期借入金 200,998 314,500

1年内返済予定の長期借入金 477,000 477,000

1年内償還予定の社債 83,200 50,100

未払法人税等 527,220 538,465

賞与引当金 13,600 4,300

その他 1,468,887 1,666,814

流動負債合計 2,952,352 3,257,414

固定負債

社債 66,600 24,750

長期借入金 100,000 －

退職給付引当金 60,043 58,740

長期前受収益 324,358 329,726

負ののれん 808,095 969,715

その他 184,197 192,228

固定負債合計 1,543,295 1,575,160

負債合計 4,495,647 4,832,574

純資産の部

株主資本

資本金 5,324,944 5,320,044

資本剰余金 5,317,632 5,312,732

利益剰余金 △5,031,092 △5,317,311

株主資本合計 5,611,484 5,315,465

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 39,853 △6,073

為替換算調整勘定 △795,387 △949,594

評価・換算差額等合計 △755,534 △955,667

新株予約権 174,522 168,284

少数株主持分 2,791,480 2,688,837

純資産合計 7,821,954 7,216,919

負債純資産合計 12,317,601 12,049,494
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 2,579,851 2,041,521

売上原価 804,003 668,900

売上総利益 1,775,847 1,372,621

販売費及び一般管理費 1,226,505 1,132,499

営業利益 549,342 240,121

営業外収益

受取利息 51,673 41,382

為替差益 63,076 －

負ののれん償却額 161,619 161,619

その他 20,582 32,796

営業外収益合計 296,951 235,798

営業外費用

支払利息 13,215 7,873

持分法による投資損失 32,376 57,305

為替差損 － 26,454

その他 23,575 20,713

営業外費用合計 69,168 112,346

経常利益 777,125 363,572

特別損失

減損損失 27,929 －

特別損失合計 27,929 －

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 749,195 363,572

匿名組合損益分配額 124 －

税金等調整前四半期純利益 749,071 363,572

法人税、住民税及び事業税 97,816 75,842

法人税等合計 97,816 75,842

少数株主利益 150,460 1,510

四半期純利益 500,794 286,219
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31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 749,071 363,572

減価償却費 214,498 164,784

減損損失 27,929 －

負ののれん償却額 △161,619 △161,619

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,169 △173

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,726 9,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,965 1,832

長期前払費用償却額 35,231 －

持分法による投資損益（△は益） 32,376 57,305

為替差損益（△は益） △10,906 29,204

受取利息及び受取配当金 △51,673 △41,382

支払利息 13,215 7,873

売上債権の増減額（△は増加） 530,374 138,930

たな卸資産の増減額（△は増加） △95,503 17,101

仕入債務の増減額（△は減少） △59,908 △28,255

その他 △224,844 △14,866

小計 1,000,650 543,608

利息及び配当金の受取額 51,596 41,378

利息の支払額 △8,809 △4,533

法人税等の支払額 △106,563 △63,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 936,873 517,449

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 △191,147 △1,104,600

定期預金の払戻による収入 34,100 78,900

有価証券の純増減額（△は増加） － △157,800

有形及び無形固定資産の取得による支出 △201,730 △279,661

投資有価証券の取得による支出 △13,500 －

敷金及び保証金の回収による収入 27,898 119,514

その他 △7,565 △99,770

投資活動によるキャッシュ・フロー △351,945 △1,443,416

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（△は減少） － △113,502

長期借入金の返済による支出 △234,724 －

長期借入れによる収入 － 100,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 11,760 9,800

社債の発行による収入 － 100,000

社債の償還による支出 △25,050 △25,050

その他 － △2,753

財務活動によるキャッシュ・フロー △248,014 68,494

現金及び現金同等物に係る換算差額 112,255 98,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 449,169 △759,245

現金及び現金同等物の期首残高 5,202,508 5,472,820

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,651,678 4,713,574
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している事業内容及び製品・サービス種類・市場性等の類似性を考慮して区分

しております。 

２ 各区分に属する主要な製品・サービス 

(1) オンライン事業 

       オンラインゲームの企画・開発・運営事業及び付随事業等 

(2) コンシューマ事業 

       コンシューマゲーム及び映像作品の企画、制作及び販売等 

(3) ゲーム開発事業 

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

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している事業内容及び製品・サービス種類・市場性等の類似性を考慮して区分

しております。 

２ 各区分に属する主要な製品・サービス 

(1) オンライン事業 

       オンラインゲームの企画・開発・運営事業及び付随事業等 

(2) コンシューマ事業 

       コンシューマゲーム及び映像作品の企画、制作及び販売等 

(3) ゲーム開発事業 

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

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報

オンライン 
事業 
(千円)

コンシューマ
事業 
(千円)

ゲーム開発
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,431,611 120,901 27,338 2,579,851 ― 2,579,851

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 1,480 32,925 34,406 (34,406) ―

計 2,431,611 122,382 60,263 2,614,257 (34,406) 2,579,851

営業利益又は営業損失(△) 841,100 △128,841 △18,770 693,488 (144,145) 549,342

オンライン 
事業 
(千円)

コンシューマ
事業 
(千円)

ゲーム開発
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,921,476 61,346 58,698 2,041,521 ─ 2,041,521

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 245 ─ 245 （245) ─

計 1,921,476 61,592 58,698 2,041,766 （245) 2,041,521

営業利益又は営業損失(△) 410,968 △19,463 △27,526 363,978 （123,857) 240,121
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前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３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 

  

２．所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,134,010 303,037 142,803 2,579,851 ― 2,579,851

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,100 724,061 ─ 727,162 (727,162) ―

計 2,137,111 1,027,098 142,803 3,307,014 (727,162) 2,579,851

営業利益又は営業損失(△) 312,206 409,887 △43,399 678,694 (129,351) 549,342

日本 
(千円)

韓国
(千円)

その他の地域
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,631,480 296,711 113,329 2,041,521 ─ 2,041,521

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,554 493,187 ─ 494,741 （494,741) ─

計 1,633,035 789,898 113,329 2,536,263 （494,741) 2,041,521

営業利益又は営業損失(△) 266,727 128,711 △53,533 341,905 （101,784) 240,121
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 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３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は以下のとおりとなっております。 

(1)アジア・・・韓国、香港、タイ、フィリピン等 

(2)その他の地域・・・アメリカ、ロシア、ブラジル等 

 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３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は以下のとおりとなっております。 

(1)アジア・・・韓国、香港、タイ、フィリピン等 

(2)米州・・・アメリカ、ブラジル等 

(3)その他の地域・・・ロシア等 

 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 ４ 従来、米州は「その他の地域」に含めて表示していましたが、米州の連結売上に対する売上高比率が重要

性を増したため、米州を別掲記載しています。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を別掲記載すると次のようになります。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
  

３．海外売上高

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円） 275,543 170,292 445,835

Ⅱ 連結売上高(千円） ─ ─ 2,579,851

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合（％）

10.6 6.6 17.2

アジア 米州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円） 271,020 145,736 40,509 457,266

Ⅱ 連結売上高(千円） ─ ─ ─ 2,041,521

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合（％）

13.2 7.1 1.9 22.3

アジア 米州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円） 275,543 125,422 44,869 445,835

Ⅱ 連結売上高(千円） ─ ─ ─ 2,579,851

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
  売上高の割合（％）

10.6 4.8 1.7 17.2
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