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１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 1,937 53.3 475 3.4 467 5.2

17年12月期 1,263 290.5 459 303.5 444 269.9

当期純利益
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
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 273 2.6 3,525 07 3,152 15 20.5 20.4 24.1

17年12月期 266 303.8 3,598 40 3,248 77 83.3 76.0 35.1

（注）①持分法投資損益 18年12月期 －百万円 17年12月期 －百万円

②期中平均株式数 18年12月期 77,681株 17年12月期 74,169株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。

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

18年12月期 3,649 2,120 57.9 24,458 55

17年12月期 940 554 58.9 7,275 36

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 86,400株 17年12月期 76,200株

②期末自己株式数 18年12月期 －株 17年12月期 －株

(3）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。

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

18年12月期 137 △1,145 2,382 1,886

17年12月期 399 △145 209 511

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 1,573 385 227

通期 3,284 795 469

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）5,433円96銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

17年12月期 0.00 0.00 0.00

18年12月期 0.00 0.00 0.00

19年12月期（予想） 　　　未定 　　　　未定 　　未定 

※　上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値とは異なる可能性があります。
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１．企業集団の状況
　当社は、親会社である株式会社アエリア（平成18年12月31日現在、当社の発行済株式総数の46.9％を所有）を中心と

する企業集団（以下「アエリアグループ」）に属しております。また、平成18年10月３日に業務資本提携をいたしまし

たソネットエンタテインメント株式会社（平成18年12月31日現在、当社の発行済株式総数の26.85％を所有）の持分法適

用対象会社となっております。

　アエリアグループは、「コミュニケーション」をキーワードに、ITが社会に必要不可欠なインフラとなっていること

を背景に、ネットワーク社会において『空気』（Air）のように意識せずに、誰にでも利用できる環境を生み出すことを

目標に事業展開を行っております。

　当社は、アエリアグループ内において、オンラインゲームの企画・配信・運営及びモバイルコンテンツの開発・企画・

配信・運営を行なう役割を担っております。

　アエリアグループにおける各会社の主な事業は以下のようになります。

   （平成18年12月31日現在） 

関係 会社名 
アエリア

出資比率 
主な事業内容 

 親会社 株式会社アエリア －
 モバイルコンテンツ＆ソリューション事業、システムソ

 リューション事業

 子会社 株式会社アエリアファイナンス 100.0%  投資事業、金融サービス業、コンサルティング事業

 子会社  株式会社エアネット 100.0%
 インターネット接続サービス事業、データセンターサー

 ビス事業、ＡＳＰサービス事業

子会社 株式会社アエリアIPM 100.0%  版権管理及びコンテンツファンドの組成・運用

 子会社 株式会社エイジャックスネット 100.0%  オンラインコミュニティ運営社

 子会社 株式会社エム・ヴィ・ピー  56.7%  コンテンツ制作事業、情報配信事業、通信販売事業

 子会社 株式会社アクワイア  50.1%  ゲームソフトの企画・製作、モーションスタジオの貸出

 子会社 Aeria Games & Entertainment,Inc.  50.0%  米国におけるオンラインゲームの企画・配信・運営

 子会社 インターネットコム株式会社  49.8%
 日本米国韓国のインターネット業界全分野の最新情報提

 供メディアサイトの運営

 子会社 株式会社ゲームポット  46.9%
 オンラインゲームの企画・配信・運営、モバイルコンテ

 ンツの開発・企画・配信・運営

関連会社 サイバー・ゼロ株式会社  44.9%
 Webサイト企画・構築・コンサルティング、システム開

 発・導入・運用・管理・コンサルティング　　　　　

関連会社 ジュピターイメージ株式会社  30.0%  デジタル画像コンテンツ等の企画・製作・販売事業

 関連会社 エイディシーテクノロジー株式会社  20.8%  コンピューターソフトウェア開発、特許権の管理

 関連会社 豊商事株式会社  20.0%  商品先物取引業
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　当社単体の事業区分は、(1）オンラインゲーム事業、(2）モバイルコンテンツ事業に分類され、更にオンラインゲーム

事業は①オンラインゲーム配信サービスと②コーポレートゲームサービスに分類されます。

　当社は、アエリアグループにおけるオンラインゲーム事業及びモバイルコンテンツ＆ソリューション事業に関係してお

りますが、その中における当社単体の事業区分との関係は以下のようになります。

 アエリアグループ事業区分 オンラインゲーム事業 
モバイルコンテンツ＆ソ

リューション事業 

  内容 
ＰＣを媒体としたオンライ

ンゲームの配信サービス 

携帯電話を媒体とした個人

顧客向けゲームコンテンツ

及び法人向けソリューショ

ン 

 当社事業区分

(1)オンラインゲーム事業

 ①オンラインゲーム配

　 信サービス

オンラインゲームコンテン

ツを企画、配信、運営
 

 ②コーポレートゲーム

　 サービス

ゲームコンテンツを利用し

た法人向けサービス企画 
 

 (2)モバイルコンテンツ事業  

 携帯電話ゲームコンテ

 ツ企画、開発、配信、

 運 営

 

企業集団内における当社の事業系統図

　　当社単体の事業系統図を図表に示すと以下のようになります。

 ユーザー 
（オンラインゲーム） 

ユーザー 
（モバイルコンテンツ） 

ユーザー 
（コーポレートゲーム） 

株式会社ゲームポット 

株
式
会
社
ア
エ
リ
ア 

決済代行会社 携帯電話会社 

出資 

オンラインゲーム版権元 外注先 

サービス 

サービス利用料 

決済代金 手数料 

サービス 

サービス 
利用料 

サービス 
利用料 

ライセンス使用料 
ロイヤリティー支払 

ライセンス
許諾 

開発 開発対価 開発 開発対価 

開発対価 開発・運用 

運用対価 

業務手数料 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は、「新しい遊びの創造」というキーワードをもとに、インターネットやモバイルを通じて、社名に由来する

POT（暖かい心）が、ユーザーに伝わるような、高度で良質なオンラインゲーム・モバイルコンテンツの配信・運営を

提供することによって、幅広い方々に「もっとワクワク楽しくなりそうだ」という夢と感動をご提案することを基本

方針としております。

　また、日本におけるオンラインゲーム市場の黎明期にあたり確固たる地位を確立すべく、新しいビジネスマーケッ

トを育成・創出し、当社事業を通じて社会に貢献いたします。

(2）利益配分に関する基本方針

　当期の配当につきましては、今後の事業展開に備え、経営体質の強化を目的とした内部留保の充実を図るため、見

送らせていただきます。

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。当面は、企業体質の改善・強化

と今後の事業展開を勘案して内部留保の充実を図っていく所存であります。また、内部留保資金の使途につきまして

は、研究開発、新規事業を中心とした投資に使用していく方針であります。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の引き下げは、株式の流動性の向上、投資家層の拡大等の資本政策上、重要課題と認識しており、有効な

施策であると考えております。株式市場の動向やコストを総合的に考慮した上で検討していきたいと考えております。

(4)目標とする経営指標

　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、当社の主要事業であるオンラインゲーム事

業の市場規模は急速に変化・拡大傾向にあり、今後も更なる発展が見込めるものと考えております。このような状況

の中で、当社では、企業規模の拡大及び利益の極大化を目指しており、収益に関する指標として「売上高」「売上高

経常利益率」を、また、株主価値に関する指標として、「１株当たり当期純利益」を重視しております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　今後もインターネットへの容易なアクセスを可能にする各種技術革新により、インターネットを基本とする多種多

様なデジタルエンタテインメント・コンテンツへの需要拡大が予想されます。当社では、ソネットエンタテインメン

ト株式会社との資本提携をはじめ、様々なステークホルダーとの提携による事業シナジー効果の最大化を目指すとと

もに、当社配信コンテンツの多ジャンル化、マルチプラットフォーム化及びコミュニティ化を推進し、インターネッ

トを使った「新しい遊び」の創造を目指します。また、コンテンツ投資事業や、ベンチャービジネスへの投資及び事

業支援等を目的とする新会社株式会社ＧＰパートナーズの設立により、今後も当社の成長に不可欠である企業との効

果的な業務提携やＭ＆Ａ等を実施し、新しい時代のデジタルエンタテインメント業界の中核を担う企業としての地位

を確立することによって、様々なステークホルダーに対する企業の社会的責任を果たすことを当社の中長期的な経営

戦略としてまいります。 
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 (6）会社の対処すべき課題

　当社が属するオンラインゲーム市場及びモバイル市場は、ブロードバンドの普及等のインフラ整備が一層進み、イン

ターネット技術の急速な発展により、その利用人口も引き続き増加していくものと思われます。

　また、市場が拡大する中で、技術進歩が非常に早く次世代家庭用ゲーム機をはじめとする高機能端末の登場により、

ユーザーが多様な方法でオンラインコンテンツにアクセスできる環境が整い、オンラインコンテンツに要求されるニー

ズも多種多様化することが予想されます。このような状況下において、当社は市場での優位性を確保すべく下記事項を

対処すべき課題として認識し、取り組みを進めております。

　① ノウハウ蓄積による他社との差別化

　　日本国内におけるオンラインゲーム市場は引き続き拡大が予測されており、今後も多数の新規業者がこの市場へ

　参入してくることが考えられ、当社が競争に勝ち抜くためには、他社に対する優位性が必要であると認識しており

　ます。

　　オンラインゲームの運営は、通常のコンシューマーゲームと異なり、日々のメンテナンス、ゲーム内外において

　きめ細かく行うユーザーサポート対応、高い費用対効果を目指すとともに迅速な展開を行う独特のプロモーション

　戦略等、高収益獲得のための運営配信では多くの重要な成功要素が存在しております。当社は市場において、いち

　早く「アイテム課金サービス」を導入し『スカッとゴルフ パンヤ』の運営を行い、多くの会員を獲得するととも

　に高収益運営に成功し「アイテム課金サービス」は市場の標準課金制度となっております。この運営配信ノウハウ

　や、利便性を追求した開発スピードやニーズを的確に捉えるマーケティングスキルを基に同業他社との差別化を引

　き続き進めてまいります。

　② 事業ポートフォリオの構築と発展

　　当社の主要事業であるオンラインゲーム事業の売上高が当社売上高に占める割合は、当事業年度で94.9％であり

　ます。その中でも、主力商品であります『スカッとゴルフ パンヤ』が同事業の売上に占める割合は当事業年度で

　83.1％であり、当該コンテンツへの依存から脱却することが必要であると認識しております。また、当該事業のビ

　ジネスモデルはライセンサーとのライセンス供与契約に基づき行われております。ライセンサー各社とは良好な関

　係を築いておりますが、不測の事態により、この契約内容が不利な条件に変更または契約更新が行われない場合に

　は、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　　特定のコンテンツへの依存度を下げるべく、当社の運営実績と信用による優位性を活用し、新たな有力コンテン

　ツの獲得に引き続き注力することによりリスク分散を図り、かつ異なるユーザー層を幅広く取り込むことで収益の

　最大化を目指しております。

　③ 潜在顧客の確保

　　オンラインゲームは日本市場において普及段階にあり、既存のエンタテインメント・コンテンツと比較して認知

　度は高くないと認識しておりますが、今後の市場拡大及び次世代家庭用ゲーム機のオンライン化に伴い、認知度の

　向上とともに潜在的ユーザー数は増加することが見込まれております。当社はこの潜在的ユーザーを確保すべく、

　様々なパブリシティ展開、広告掲載やイベント等を通じての継続的な広報活動を行い、新規顧客獲得のための施策

　を行っております。その結果、当社の主力商品であります『スカッとゴルフ パンヤ』の当事業年度における会員増

　加数は約50万人でありました。引き続きオンラインゲームの認知度の向上とを図るとともに、当社運営オンライン

　ゲームへの積極的な誘致を行ってまいります。

　④ 優秀な人材の確保

　　当社のオンラインゲーム事業とモバイルコンテンツ事業は、有力コンテンツの獲得をはじめ、サポートやプロモ

　ーション等、高収益獲得のための運営配信能力を向上するための様々な要素において、各個人の感性、経験等が占

　める割合が高く、運営配信能力の向上に資する優秀な人材を確保することが経営の重要な課題と認識しておりま

　す。当社の事業成長に必要な人材確保のため、様々な媒体を使い企業の成長に合わせて即戦力として対応できる優

　秀な人材を業界内外から積極的に採用してまいります。

　⑤ 管理体制の強化

　　中長期的な会社の経営戦略を実践するにあたり、様々なリスクに対応した危機管理の強化及び会社規模の拡大

　に伴う管理体制の強化は必然的な要素となっております。当社の経営基盤を揺るがすようなリスクを予め察知し、

　排除する仕組みづくりとして内部統制システムの構築及び強化を図ります。また、当社は、平成18年５月30日に札

　幌証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンス報告書に基づき、会社法、証券取引法をはじめとする関係法規

　を引き続き遵守する体制を図り、ディスクロージャーに関しましては、取引所が定める会社情報適時開示の規則に

　従い、正確で迅速な情報開示に努めてまいります。
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(7)親会社に関する事項

　　　① 親会社の商号等　　 

親会社 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）

親会社等が発行する株券が上

場されている取引所等

 株式会社アエリア           親会社 46.9            大阪証券取引所　ヘラクレス

② 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

 　当社は、株式会社アエリアを親会社とするアエリアグループに属しており、アエリアグループ内において

　オンラインゲーム企画・配信・運営及びモバイルコンテンツの開発・企画・配信・運営の役割を担っており

　ます。

　　同社は、当社の総株主の議決権の46.9％を所有しており、同社の取締役２名が当社の取締役と監査役を兼

　務しております。事業運営につきましては、株主総会に付議すべき事項を除いて、親会社の関与は限定的で

　あり、経営判断、業務執行において独自の判断が尊重されております。

③ 親会社等の取引に関する事項

　　親会社との取引に関しましては、今後段階的に縮小していき当社の事業を拡大することで親会社以外との

　取引を拡大して、親会社との取引比率を下げることにつき、独立性を保ってまいります。 

 

 (8)その他、会社の経営上の重要な事項

 該当事項はございません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績について

　当期の概況（自平成18年１月１日～至平成18年12月31日）

　当事業年度におけるわが国経済は、世界的な原油価格高騰に伴う原材料価格の上昇や米国経済の減速などの懸念

材料はあるものの、企業収益改善に伴う設備投資の増加と雇用者所得の改善による個人消費の増加を軸とする内需

主導の好循環が生まれ、全体的に緩やかな回復基調で推移いたしました。

　当社の属する情報通信業界におきましては、総務省の発表によりますと、ブロードバンド契約者数の合計者数は

、前年同月の2,058万契約に対し2,421万契約（平成18年６月末現在）と引き続きブロードバンド化が進展しており

ます。また携帯電話・PHS端末のインターネット接続サービス契約数が8,291万契約（平成18年６月末）と増加して

おり、ブロードバンド化・モバイル化が加速しております。

　このような発展に伴い、インターネットの利用時間・利用頻度・利用機会が増加し、インターネットが生活密着

型メディアとして地位を確立していく中で、インターネットビジネス市場は、いかに新しいサービスと顧客が満足

する有力なコンテンツを提供できるかが今後の課題になると考えております。

　このような状況のもと、当社の主力事業であるオンラインゲーム事業の市場規模は、ブロードバンドの普及に伴

い拡大傾向にあります。オンラインゲームフォーラム「オンラインゲーム市場統計調査報告書2006」によると、平

成17年のオンラインゲーム市場規模は820億円（前年同期比41.8％増）うち、パッケージ販売による売り上げが223

億円、サービス運営による売り上げが596億円。オンラインゲーム登録会員数につきましては、2,800万人を超えて

おります。また、株式会社エンターブレイン「ファミ通ゲーム白書2006」においては、平成18年のオンラインゲー

ム市場規模予測は1,390億円となっており、平成19年のオンラインゲーム市場規模予測は1,830億円となっておりま

す。

　また、モバイルコンテンツ市場に関しては、社団法人電気通信事業者協会の調査によると、平成18年12月末現在

の携帯電話契約者数は9,493万件（前年同期比5.2％増）となっており、携帯電話普及率の伸びは頭打ちになりまし

たが、そのうち第３世代携帯電話の契約者数は6,375万件（前年同期比45.5％増）となり、端末機種の高速化、大容

量化の技術革新は進み、平成18年10月に開始されましたナンバーポータビリティにより、携帯電話市場の成長性が

鈍化する中、携帯電話会社のユーザー獲得競争が加熱し、今後ますます携帯の高機能が進むものと考えており、ゲー

ムコンテンツにおいては、より高度化したサービスが提供できる環境が整備されております。

　このような状況の中、当社は、オンラインゲーム事業、モバイルコンテンツ事業の２本柱の事業を展開し、エン

タテインメントを中心としたデジタルコンテンツ市場におけるシェア獲得を図ってまいりました。事業部門別の詳

細は下記の通りであります。

① オンラインゲーム事業

　オンラインゲーム事業では、インターネットを通して、広く一般の方々が相互に交流しながら遊ぶことができ

るゲームエンタテインメントのサービスを提供しております。

　主力タイトルである『スカッとゴルフ　パンヤ』は、韓国にて開発されたものを日本のユーザーに適応するよ

うにアレンジしてサービスしたものです。平成16年11月の課金サービス開始以来、企画開発、運営サービスの両

面でユーザーのニーズに適時適応させる体制をとり、オンラインゲーム上のサービス展開の質的向上を常に目指

してまいりました。具体的には、顧客満足度を高めるべくユーザーサポート体制の充実や、常に新規性を保つた

めの定期的なサービス内容の更新を行い、特にタレントコラボレーション（「レイザーラモンHG」・「よゐこ有

野晋哉」・「プリティ長嶋」・「時東ぁみ」）を積極的に進め、起用したタレントに連想するアイテムをゲーム

内に投入販売する等顧客満足度を高めてまいりました。また、主にインターネット上の広告媒体を通して積極的

なプロモーション活動を行い、会員数の獲得に尽力した結果、平成17年11月には会員登録数が累計100万人を突破

し、その後も順調に推移し平成18年11月末現在の累計会員登録数は150万人となりました。

　また、平成18年11月には、『CABAL ONLINE』の課金サービスを開始し、平成18年12月には、当社の新たな試み

として、他社にて運営されてたオンラインゲームを当社へ運営を移管した『ファンタジーアース ゼロ』の課金

サービスを開始いたしました。オンラインゲーム配信企業としての優位性を確立するために積極的に課金タイト

ルの増加を行い、平成18年12月末時点において『スカッとゴルフ　パンヤ』、『君主』、『CABAL ONLINE』、

『ファンタジーアース ゼロ』の４タイトルの課金サービスを開始することができました。

　以上の結果、当事業年度のオンラインゲーム事業の売上高は1,838,270千円となりました。
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② モバイルコンテンツ事業

　モバイルコンテンツ事業では、携帯電話のゲームエンタテイメントコンテンツを配信し、常時手軽に楽しめる

サービスを提供しております。

　当事業年度においては、月額課金型モデルのコンテンツの展開を図ってまいりました。特に、当事業年度にお

いては、タイトルにおいてダウンロード型課金モデルより月額型課金モデルへの移行を図り、月額型課金タイト

ルを充実させることで長期的な収益力を増加させることを目指しました。現在サービス中の24タイトルにつき19

タイトルが月額型課金となり、既存ダウンロード型課金は５タイトルになりました。

『※スポーツならココ』シリーズでは、「わくわくベースボール３Ｄ」「ガチャサッカー３Ｄ」「トリッキーラ

イダー」「わくわく雪合戦」を新たにリリースしコンテンツの充実を図りました。『※ＲＰＧならココ』シリー

ズでは、「無双 巻ノ三」をリリースし、さらに追加シナリオの「無双真伝」を配信するなど、コンテンツ内容と

タイトル数の一層の充実を図っております。

　以上の結果、当事業年度のモバイルコンテンツ事業の売上高は99,015千円となりました。

(2）財政状態

　当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前年比1,374,819千円増加し1,886,189千円となりました。

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において営業活動による資金の増加は137,645千円となりました。主な内訳としては、税引前当期純利益

は464,067千円であり、売上債権の増加240,138千円による資金の減少があったものの、長期前払費用償却161,181千円

による資金の増加がありました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において投資活動による資金の減少は1,145,396千円となりました。そのうち、有形固定資産の取得によ

る支出が75,966千円であり、これは主にサーバー購入によるものであります。また、無形固定資産の取得による支出

が680,788千円であり、これはオンラインゲームコンテンツのライセンス取得による支出が主となっております。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において財務活動による資金の増加は2,382,570千円となりました。これは、主に平成18年10月3日に実

施いたしましたソネットエンタテインメント株式会社に対する第三者割当増資及び第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債発行によるものであります。

 

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

自己資本比率（％） 37.8 58.9 57.9

時価ベースの自己資本比率（％） ― 5,110.2 371.6

債務償還年数（年） ― ― 0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 202.9

　　（注）１．自己資本比率：（期末純資産の部合計－期末新株予約権）／期末資産の部合計×100

　２．時価ベースの自己資本比率（％）：株式時価総額／総資産

　３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※当社は、平成17年12月20日に証券会員制法人札幌証券取引所アンビシャスに上場したため、平成16年12月

　期の時価ベースの自己資本比率は、記載しておりません。
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(3）次期の見通し（自平成19年１月１日～至平成19年12月31日）

　平成19年度においては、オンラインゲーム市場は、新規参入企業も増え数多くの消費者に認知されるようになり、

本格的な普及段階になる重要な事業年度だと考えております。また、いっそうの市場拡大をすることが予測されます。

株式会社エンターブレイン「ファミ通ゲーム白書2006」においては、平成19年のオンラインゲーム市場規模予想は

1,830億(PS3,XBOXを含む）となっております。また、モバイルコンテンツ市場におきましては、平成18年10月に開始

されましたナンバーポータビリティにより、携帯電話市場の成長性が鈍化する中、携帯電話会社間のユーザー獲得競

争が加熱することにより、今後ますます携帯端末の高機能高性能化が進むものと考えております。ゲームコンテンツ

においてはより高度化したサービスが提供できる環境が整備され、より高度なコンテンツに対する需要が高まること

が予測されます。

　そのような状況の中、当社は日本での運営ノウハウを生かしたオンラインゲーム事業を主軸に展開してまいります。

平成18年度において、３月に『君主』、11月に『CABAL ONLINE』12月には『ファンタジーアース ゼロ』の課金サービ

スを開始いたしました。

平成18年12月末時点において『スカッとゴルフ　パンヤ』、『君主』、『CABAL ONLINE』、『ファンタジーアース ゼ

ロ』の４タイトルにつき課金サービスを開始することができ、多種多様なオンラインゲームを運営する、総合オンラ

インゲームパブリッシャーとしての地位の確立へ向けた、今後の足場を固めるための基礎作りが完了いたしました。

　前事業年度に引き続き、『スカッとゴルフ　パンヤ』の積極展開を行っていくほか、新たに課金サービスを開始い

たしました『CABAL ONLINE』『ファンタジーアース ゼロ』についても、今期の売上・利益に寄与するものと考えてお

ります。今期新たに課金サービス開始するタイトルとしましては『トキメキファンタジー ラテール』、『Level-R』、

『モンスター ファーム オンライン(仮称）』の３タイトルを予定しております。これらの新たなコンテンツを随時リ

リースすることによって多くのユーザーを獲得しつつ、今後も新規オンラインコンテンツの獲得を積極的に行い、運

営コンテンツの多ジャンル化を推進します。　また、前期において業務資本提携を行いましたソネットエンタテイン

メント株式会社との事業連携の積極展開により、相互の会員への同時訴求や相互誘導、共同でのオンラインゲーム内

広告事業開発を行ってまいります。このような施策によりユーザーにとって有益、かつ楽しめるオンライン上の新し

い遊びを提供するとともに、新規オンラインゲームユーザーの開拓と既存の会員の囲い込みを行い、当事業の継続性

を高めていきたいと考えております。

　また、モバイルコンテンツに関しては、ネットワーク化が進み、多人数同時参加型のゲームコンテンツが新たに登

場しておりますが、当社も既存の自社ブランド「※ココシリーズ」に加え、この多人数同時参加型のコンテンツにつ

いても充実させ、モバイルコンテンツのネットワーク化にも柔軟に対応していく予定であります。

　以上により、平成19年12月期の売上高は3,284百万円（当事業年度1,937百万円）となる見込みであります。利益面

につきましては、営業利益815百万円（当事業年度475百万円）、経常利益795百万円（当事業年度467百万円）、当期

純利益469百万円（当事業年度273百万円）となる見込みであり、経常利益率24.2％（当事業年度24.1％）となります。

※　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想における様々な不確

定要素や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合がありますので、ご承知置き

ください。
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４．事業等のリスク
　当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。また、投資家の投資判断上、

重要であると考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から下記に開示しております。

なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針です。

　記載事項における将来に関する事項は、平成19年２月９日現在において当社が判断したものであり、本株式への投資

に関するリスクをすべて網羅したものではございませんので、この点ご留意ください。

(1）事業環境に関するリスク

①　オンラインゲーム市場動向について

　当社も、オンラインゲーム市場規模は今後も拡大していくものと考えておりますが、市場規模拡大に伴い、当社

と類似する事業を展開する事業者の事業拡大や新規参入の活発化も予想され、競争が激化する可能性があります。

また、オンラインゲーム市場は、日本において未成熟であり今後の市場動向についても不透明であることは否めな

く、当社が予測している通りに市場規模が推移しない可能性があります。当社が提供するオンライゲーム事業にお

いて、事業展開が計画通りに進捗しなかった場合、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、オンラインゲーム事業を直接規制する法規制はないものの、今後、ゲーム市場に対する規制等が新たに制

定された場合は、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②　モバイルコンテンツの市場動向について

　コンテンツに対する需要が増加している一方、当事業においては大きな参入障壁が無いことから新規参入が相次

いでおり、またナンバーポータビリティー実施後、今後も激しい競争下に置かれるものと予想されます。当社は、

第３世代携帯電話端末の新プラットフォームであるBREW®対応携帯電話が発売された当初から、BREW®対応携帯電話

向けにゲームコンテンツを配信しており、この分野における経験やノウハウを蓄積してまいりました。この強みを

もって今後もコンテンツ配信サービスを拡大していく方針でありますが、当社が魅力的なコンテンツを提供できず

に利用者数が減少した場合は、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③　インターネット関連の法制度について

　当社が事業展開しているインターネット市場は、「特定電気通信役務提供者の損賠償責任の制限及び発信者情報

の開示に関する法律」いわゆるプロバイダ責任軽減法が施行され、また、「不正アクセス行為の禁止などに関する

法律」、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」、「電子署名及び認証業務に関する法律」など、インターネッ

トにおいて事業を行う上で直接または関連する法制度が整備されつつあります。これらの法規制の進展によっては、

当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(2）事業内容に関するリスク

①　オンラインゲーム事業に関するリスク

ａ．特定製品への依存

　当社は、オンラインゲーム事業において、『スカッとゴルフ　パンヤ』を運営しております。『スカッとゴル

フ　パンヤ』が国内有数の会員数を確保し一定の成果をあげていますが、当社は、韓国のHanbitSoft社から、『ス

カッとゴルフ　パンヤ』の日本国内における独占配信権契約を締結しておりますが、この契約内容が不利な条件

に変更されたり、消費者の嗜好の変化及び技術革新により、当事業の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

ｂ．投資回収期間について

　当社のオンラインゲーム事業においては、ライセンサーと、オンラインゲームの配信・運営等に係るライセン

ス許諾契約を締結しますが、契約締結時において、アドバンスと言われる一時金の支払や、ミニマムギャランティ

と言う最低保証額等の初期投資費用が発生する場合があります。また、当該オンラインゲームを有料化した際に

は、ライセンサーに対して配信・運営等に係るロイヤリティを支払うランニングコストも発生します。今後、オ

ンラインゲーム市場の拡大に伴い競争が激化した場合には、配信・運営等に係るロイヤリティ料率が上昇する可

能性も否めません。また、『スカッとゴルフ　パンヤ』は既に初期投資費用を回収しているものの、今後新規に

リリースするオンラインゲームについては、初期投資費用の回収までに長期間を要する場合もあります。従って、

当社の計画通り会員数獲得が推移せず投資回収期間が長期化した場合等には、当事業の事業戦略及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。
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②　モバイルコンテンツ事業に関するリスク

ａ．特定の取引先への依存

　当社は開発元から、携帯電話端末向けのモバイルゲームコンテンツの提供を受け、キャリアを通して、一般ユー

ザーに配信サービスを行っております。当社は、市場動向及び競合状況を鑑みて事業展開しておりますが、現状

ではＫＤＤＩ株式会社向けのコンテンツ配信のみとなっております。なお、ＫＤＤＩ株式会社との良好な関係の

維持に十分留意しておりますが、事業方針の変更や、契約の更新内容、また、契約が更新できなかった場合には、

当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

ｂ．回収できない情報料の取扱について

　当社がＫＤＤＩ株式会社と締結した「情報料回収代行サービスに関する契約書」においては、ＫＤＤＩ株式会

社の責に帰すべき事由によらずに情報料を回収できない場合は、当社へその旨通知し、その時点をもって当社に

対する情報料代行義務は免責されることとなっております。当社はＫＤＤＩ株式会社から情報料未納者に関する

情報の開示を受け、未納者に情報料を直接請求することができます。しかしながら、当社では、回収できなかっ

た情報料については、回収のための諸経費を鑑みると費用対効果の点から不合理であると判断しており、未納者

からの料金回収を行っておりません。未回収情報料が回収できなかった情報料は、当社の業績に与える影響は軽

微でありますが、今後このような未納者数が増加した場合、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。

(3）事業体制に関するリスク

①　個人情報の保護について

　個人情報の権利利益を保護することを目的とした法令には「個人情報の保護に関する法律」があり、同法の個人

情報を取り扱う事業者を直接規制する部分については、平成17年４月１日より施行されております。

　当社のウェブサイト上で一部サービスを利用するにあたり、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情

報の登録が必要となります。また、コーポレートゲームサービス事業において、クライアント企業が独自に収集し

た個人情報をその個人情報提供者の承諾の下で、一時的に保有することがあります。こうした情報は当社において

守秘義務があり、個人情報の取り扱については、データへのアクセス制限を定める他、外部からの侵入防止措置等

の対策を施しております。しかし、このような対策にも拘わらず、外部からの不正アクセス等により当社の個人情

報が社外に漏洩した場合には、損害賠償、社会的信用の失墜等により、当社の経営成績に重大な影響を及ぼす可能

性があります。

②　知的財産権の確保について

　当社は、オンラインゲームを中心とするコンテンツについて、ライセンサーからのライセンス許諾を受けてコン

テンツを利用しているため、知的財産権の確保に特に留意し、事前に調査を行っております。しかしながら、当社

の調査範囲が十分かつ妥当であるとは保証できません。当社は、現時点で第三者の知的財産権の侵害の事実はない

と認識しておりますが、故意によらず、第三者の特許等が新たに登録された場合、また当社が認識していない特許

等が成立している場合、当該第三者から損害賠償又は使用差止等の請求を受ける可能性、並びに当該特許等に関す

る対価の支払い等が発生する可能性があります。このような場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。

③　ユーザーの嗜好・ニーズへの対応について

　当社の提供するサービスは一般消費者に向けて展開していることが多いため、当社の業績は、ライフスタイルの

変化等によって多様化したユーザーの嗜好・ニーズに左右される可能性があります。当社は、サービス開始前に入

念にマーケティングを実施しておりますが、ユーザーに対して、魅力あるオンラインゲーム・モバイルコンテンツ

ゲーム・コミュニティサイト等を提供していくことができない場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。

④　プログラム不良について

　当社が係るサービスに関するプログラム、その他のソフトウェア又はハードウェアに不良箇所が発生した場合、

これら製品を使用したサービスの中断・停止やコンテンツ及びユーザーデータの破損が生じる可能性があります。

当社では、サービスを開始する前に社内において入念なチェックを行っておりますが、このような事態が発生した

場合、損害賠償や信用低下等によって、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤　システムダウンについて

　当社の事業の多くが、パソコンやコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークやサーバー等のハードウェアを

介してのサービス提供を行っております。これらハードウェアに関しては、一時的なアクセス集中によるサーバー

負担の増加、自然災害、事故、外部からの不正な侵入等の犯罪等により、システムダウンが生じる可能性がありま

す。当社は、24時間監視体制等適切なセキュリティ手段を講じて外部からの不正アクセスを回避するよう努めてい

るとともに、迅速な復旧対応に備えるべくシステムの二重化等の対策を施しております。しかし、このような対策

にも拘わらず、何らかの理由により重要なデータが消失または漏洩した場合、またはサービスが利用できなくなっ

た場合、損害賠償や信用低下等によって、当社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。

⑥　技術革新について

　当社が展開しているオンラインゲーム及びモバイルコンテンツ、インターネット関連の業界は、携帯電話やパソ

コンのハードウェアの高機能化に代表されるように技術革新のスピードが速く、それに伴うサービスモデルの変更

や、新機能に対応したソフトウェア及びコンテンツを開発する必要が生じる等、非常に変化の激しい業界となって

おります。このような状況の中で、当社が競争力を維持するためには、目覚しい技術革新に対応することが重要と

なり、研究開発費等の費用負担が多大に発生する可能性は否定できません。また競合先が開発したサービスにより、

当社の提供するサービスが陳腐化し、当社の競争力低下を招く可能性があります。このような場合には、当社の事

業戦略及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

(4）会社組織に関するリスク

①　業歴が浅いことについて

　当社は、平成13年５月に設立されており、設立後の経過期間は５年程度と社歴が浅く、また主力事業であるオン

ラインゲーム事業は、平成16年12月期より本格的に展開を行っており、業歴が浅いことは否定できません。そのた

め、期間業績比較等を行うための財務数値が十分とは言えず、当社の過年度の経営成績は、今後の当社の事業展開、

経営成績並びに財政状態を判断する材料としては、慎重に検討される必要があります。

②　組織体制及び人的資源について

　当社は、平成18年12月末現在、取締役５名、監査役３名、従業員50名と小規模組織で事業展開しており、内部管

理体制も規模に応じた形となっております。従いまして、当社は、今後成長していくためには、一層の内部管理体

制の充実と、今後事業の拡大及び事業内容の多様化等に対応した人材確保が重要であると認識しております。

　また、オンラインゲーム業界は、未だ形成が始まった段階であり、オンラインゲーム事業に携わった経験を持つ

人材が非常に少なく、当社は、人材の育成も重要であると認識しております。

　今後、事業の拡大に伴い、適切な時期に人員増強及び内部管理体制の一層の充実を図る方針でありますが、人材

の確保及び内部管理体制の充実が円滑に進まなかった場合、又は既存の人材が社外に流出した場合、当社の事業戦

略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5）親会社である株式会社アエリアとの関係について

企業集団の概要について

　当社は、本書提出日現在、当社の発行済株式総数の46.9％を持つ株式会社アエリアの連結子会社であります。な

お、株式会社アエリアは、引き続き当社の筆頭株主となり、株主権を行使することにより、当社の株主総会の決議

事項について決定させる地位を維持することとなります。

　また、当社は、事業シナジー等を鑑み、引き続き株式会社アエリアの連結子会社としてアエリアグループに属す

ることを想定しておりますが、株式会社アエリアの方針によってはアエリアグループと当社との関係に変化が生じ、

当社の今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　現状アエリアグループ内では、各社の位置付けが明確に異なっておりますが、現時点では想定していないものの、

株式会社アエリアが今後実施するＭ＆Ａ等、将来における環境変化等によりアエリアグループと当社との関係に何

らかの変化が生じた場合には、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(6）資本政策に関するリスク

 ①　新株予約権行使による株式価値希薄化のリスクについて

 　当社は、役員及び従業員に対して、新株予約権の付与を行っております。当該新株予約権の状況は下記のとおり

となっております。

　ａ．第１回新株予約権

　　　商法第280条ノ20及び商法第280条ノ27の規定に基づき、平成17年５月31日開催の臨時株主総会で特別決議さ

　　れたものであります。今後、付与された新株予約権の権利行使が行われた場合、一株当たりの株式価値が希薄

　　化する可能性があります。平成18年12月31日における新株予約権の潜在株式数は6,295株であり、発行済株式

　　総数86,400株の7.3％に相当します。なお、当該新株予約権の権利行使期間は平成17年７月30日から平成19年

　　１月29日であります。

　ｂ．第２回新株予約権

　　　商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成18年３月25日開催の第５回定時株主総会決議された

　　ものであります。今後、付与された新株予約権の権利行使が行われた場合、一株当たりの株式価値が希薄化

　　する可能性があります。平成18年12月31日における新株予約権の潜在株式数は1,000株であり、発行済株式

　　総数86,400株の1.2％に相当します。なお、当該新株予約権の権利行使期間は平成20年３月26日から平成25

　　年３月25日であります。

  ②　無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による株式価値希薄化のリスクについて

　当社は、ソネットエンタテインメント株式会社に対して、無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しております。

当該無担保転換社債型新株予約権付社債につきましては、平成18年９月15日開催の取締役会で決議され、平成18年10

月３日に発行されたものであります。今後、発行した無担保転換社債型新株予約権付社債の転換が行われた場合、一

株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。平成18年12月31日において無担保転換社債型新株予約権付社債

がすべて転換されたと仮定した場合の潜在株式数は7,348株であり、発行済株式総数86,400株の8.5％に相当します。

なお、当該無担保転換社債型新株予約権付社債の償還期限は平成22年10月２日であります。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   511,370   1,886,189   

２．売掛金   244,176   484,314   

３．前払費用   6,998   16,224   

４．繰延税金資産   12,227   10,625   

５．その他   2,846   13,669   

流動資産合計   777,619 82.6  2,411,022 66.1 1,633,403

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  1,271   10,916    

減価償却累計額  63 1,207  563 10,352   

(2）工具器具備品  18,075   104,635    

減価償却累計額  4,765 13,310  18,353 86,281   

　有形固定資産合計   14,517 1.6  96,634 2.6 82,116

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   17,123   580,919   

(2）ソフトウェア仮勘
定

  120,172   264,040   

　無形固定資産合計   137,295 14.6  844,960 23.2 707,664

３．投資その他の資産         

  (1）投資有価証券   －   23,000   

  (2）関係会社株式   －   10,000   

(3）長期前払費用   913   215,460   

(4）繰延税金資産   5,115   15,205   

(5）敷金保証金   5,431   33,604   

　投資その他の資産合計   11,461 1.2  297,270 8.1 285,809

固定資産合計   163,275 17.4  1,238,864 33.9 1,075,589

資産合計   940,894 100.0  3,649,887 100.0 2,708,992
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※１  117,054   61,283   

２．未払金   －   152,785   

３．未払費用   31,878   64,794   

４．未払法人税等   165,322   110,400   

５．未払消費税等   45,742   16,833   

６．預り金   16,117   15,228   

７．その他   225   －   

　流動負債計   376,341 40.0  421,325 11.5 44,984

Ⅱ　固定負債         

１．社債   －   1,100,000   

２．長期未払金   －   7,675   

３．新株予約権   10,170   －   

固定負債合計   10,170 1.1  1,107,675 30.4 1,097,505

負債合計   386,511 41.1  1,529,001 41.9 1,142,489

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  100,410 10.7  －  －

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  120,890   －    

資本剰余金合計   120,890 12.8  －  －

Ⅲ　利益剰余金         

　１．当期未処分利益  333,082   －    

　利益剰余金合計   333,082 35.4  －  －

資本合計   554,382 58.9  －  －

負債及び資本合計   940,894 100.0  －  －
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  742,914 20.4 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   763,392    

資本剰余金合計   － －  763,392 20.9 －

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   606,912    

利益剰余金合計   － －  606,912 16.6 －

株主資本合計   － －  2,113,218 57.9 －

Ⅱ　新株予約権   － －  7,667 0.2 －

純資産合計   － －  2,120,886 58.1 －

負債及び純資産合計   － －  3,649,887 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   1,263,909 100.0  1,937,286 100.0 673,377

Ⅱ　売上原価   555,454 43.9  919,372 47.5 363,918

売上総利益   708,455 56.1  1,017,913 52.5 309,458

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  248,845 19.7  542,875 28.0 294,029

営業利益   459,609 36.4  475,038 24.5 15,428

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  4   32    

２.業務受託手数料  －   6,649    

３．その他  578 582 0.0 497 7,178 0.4 6,595

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  －   1,026    

２．新株発行費  1,861   －    

３．株式交付費  －   5,039    

４．公開関連費用  13,456   －    

５．為替差損  562   2,846    

６．支払手数料  －   5,655    

７．その他  90 15,970 1.3 474 15,041 0.8 △929

経常利益   444,221 35.1  467,175 24.1 22,953

Ⅵ　特別利益         

 　１．新株予約権戻入益  －   66    

 　２．情報流出関係補填金  － － － 7,339 7,406 0.4 7,406

Ⅶ　特別損失         

 　１．固定資産除却損 ※２ －   3,147    

　 ２．情報流出関係費用  －   4,969    

 　３．その他  － － － 2,397 10,514 0.5 10,514

税引前当期純利益   444,221 35.1  464,067 24.0 19,845

法人税、住民税及び事業税  188,644   198,723    

法人税等調整額  △11,312 177,332 14.0 △8,487 190,237 9.9 12,905

当期純利益   266,889 21.1  273,829 14.1 6,940

前期繰越利益   66,193   －  －

当期未処分利益   333,082   －  －
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売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　支払ロイヤリティ  462,883 81.9 658,691 71.6  

Ⅱ　労務費  42,882 7.6 80,725 8.8  

Ⅲ　外注加工費  7,462 1.3 4,303 0.5  

Ⅳ　ソフトウェア償却費  15,554 2.8 80,705 8.8  

Ⅴ　その他  36,074 6.4 94,946 10.3  

合計  564,858 100.0 919,372 100.0 354,514

　　他勘定振替高  9,403  －  △9,403

売上原価  555,454  919,372  363,918
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18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  新株予約権  純資産合計
資本準備金

 その他利益

剰余金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高　　
（千円）

100,410 120,890 333,082 554,382 10,170 564,553

事業年度中の変動額       

新株の発行 642,504 642,502  1,285,006  1,285,006

当期純利益   273,829 273,829  273,829

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

    △2,502 △2,502

事業年度中の変動額合計
（千円）

642,504 642,502 273,829 1,558,835 △2,502 1,556,332

平成18年12月31日　残高
（千円）

742,914 763,392 606,912 2,113,218 7,667 2,120,886
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益  444,221 464,067  

減価償却費  19,382 91,615  

長期前払費用償却  － 161,181  

受取利息及び受取配当金  △4 △32  

支払利息  － 1,026  

固定資産除却損  － 3,147  

新株予約権戻入益  － △66  

売上債権の増加額  △95,794 △240,138  

仕入債務の増減額  40,347 △55,770  

未払消費税等の増減額  45,742 △28,909  

未払費用の増加額  28,150 32,915  

その他の減少額  △12 △36,749  

小計  482,035 392,286 △89,748

利息及び配当金の受取額  4 32  

利息の支払額  － △1,026  

法人税等の支払額  △82,825 △253,646  

営業活動によるキャッシュ・フロー  399,213 137,645 △261,567

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  － △23,000  

　　　関係会社株式の取得による支出  － △10,000  

有形固定資産の取得による支出  △13,185 △75,966  

無形固定資産の取得による支出  △132,439 △680,788  

長期前払費用の増加による支出  － △355,641  

貸付による支出  △470 △200  

貸付金の回収による収入  470 200  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △145,625 △1,145,396 △999,771

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  △2,000 －  

社債の発行による収入  － 1,100,000  

株式の発行による収入  201,300 1,282,570  

新株予約権の発行による収入  10,170 －  

財務活動によるキャッシュ・フロー  209,470 2,382,570 2,173,099

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  463,058 1,374,819 911,760

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  48,311 511,370 463,058

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 511,370 1,886,189 1,374,819
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(5）利益処分計算書

 

 
前事業年度

（株主総会承認日
平成18年3月25日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   333,082

Ⅱ　次期繰越利益   333,082
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 １．有価証券の評価基準及び
　　 評価方法

 ――――――――――――――

 (1)子会社株式及び関連会社株式

    移動平均方による原価法を採用してお

　　ります。

 (2)その他有価証券

 　　時価のないもの

 　　移動平均法による原価法を採用して

　　 おります。

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

(1) 有形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

会社所定の合理的耐用年数に基づく定

額法によっております。但し、サービ

ス提供目的のソフトウェアについては、

見込収益獲得可能期間に基づく定額法

によっております。

(2) 無形固定資産

同左

３.繰延資産の処理方法 （1）新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

 ――――――――――――――

（1）株式交付費

　支出時に全額費用として処理してお

　ります。

（追加情報）

　当事業年度より、「繰延資産の会計

　処理に関する当面の取扱い」（企業

　会計基準委員会　平成18年８月11日

  企業会計基準実務対応報告第19号）

　を適用しております。

　これにより従来の新株発行費につい

　ては、当事業年度より株式交付費と

　して表示しておりますが、これに伴

　う損益に与える影響はありません。

 (2)社債発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　債権の貸倒れ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

５．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

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ――――――――――――――

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損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14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は2,113,218千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ――――――――――――――

 

 

（貸借対照表）

　流動負債の「未払金」は、前事業年度まで流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度に

おいて、金額的重要性が増したため区分掲記しました。

　なお、前事業年度末の「未払金」は10千円であります。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（スプレッド方式による新株発行）

　平成17年12月19日に実施した有償一般募集による新株式

発行（2,200株）は、引受証券会社が引受価額（91,500円）

で買取引受を行い、当該引受価額とは異なる発行価格

（100,000円）で、一般投資家に販売する「スプレッド方

式」によっております。「スプレッド方式」では、発行価

格と引受価額との差額の総額18,700千円が事実上の引受手

数料であり、この差額は、引受価額と同一の発行価格で一

般投資家に販売する従来の方式であれば、新株発行費とし

て処理されていたものであります。

　このため、従来の方式によった場合に比べ、資本金およ

び資本準備金の合計額と新株発行費がそれぞれ18,700千円

少なく計上され、また、経常利益および税引前当期純利益

はそれぞれ同額多く計上されております。

 ――――――――――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※１　関係会社に対する資産及び負債 ※１　

買掛金 27,570千円  ――――――――――――――

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　

授権株式数 普通株式 296,000株

発行済株式総数 普通株式 76,200株

 ――――――――――――――

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は73％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は27％で

あります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は　61％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は39％

であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 

 

 

役員報酬 14,696千円

従業員給与賞与 13,660千円

支払手数料 146,826千円

広告宣伝費 32,112千円

役員報酬 37,324千円

従業員給与賞与 32,927千円

支払手数料 206,225千円

広告宣伝費 111,424千円

支払報酬       50,843千円

減価償却費 1,010千円

 ※２　

  ――――――――――――――

 ※２　固定資産除却損は、建物1,099千円、ソフトウェ

ア933千円等であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18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

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 76,200 10,200 － 86,400

合計 76,200 10,200 － 86,400

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の増加10,200株は、新株予約権の権利行使による新株の発行2,000株と第三者割当増資に　

　　　 よる新株の発行8,200株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

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）
当事業年度末
残高（千円）前事業年度

末
当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社

平成17年新株予

約権（注）１
普通株式 8,350 － 2,055 6,295 7,667

ストック・オプ

ションとしての

新株予約権

（注）２

普通株式 － － － － －

合計  8,350 － 2,055 6,295 7,667

（注）１　当期減少のうち2,000株は新株予約権の行使によるもので、55株は新株予約権の消却によるもので

      　　あります。

 （注）２　後述の「ストック・オプション等関係」に記載しているため、記載をしてあります。

３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定 511,370

現金及び現金同等物 511,370

現金及び預金勘定 1,886,189

現金及び現金同等物 1,886,189
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(リース取引関係)

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

（千円） （千円） （千円）

工具器具備品 6,546 545 6,000

合計 6,546 545 6,000

 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

　　　 形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

       支払利子込み法により算定しております。

(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 1,309千円

１年超 4,691千円

合計 6,000千円

 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

　　　 料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

       合が低いため、支払利子込み法により算定しており

　　　 ます。

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

　価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 545千円

減価償却費相当額 545千円

(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。

 （減損損失について）

 　　リース資産に配分された減損損失はありません。

(有価証券関係)

時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(平成18年12月31日)

  貸借対照表計上額（千円）   貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

  非上場株式 － 23,000

(デリバティブ取引関係)

　該当事項はありません。

(持分法投資損益関係)

　該当事項はありません。
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(関連当事者との取引関係)

前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

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
事実上
の関係

親会社
株式会社

アエリア

東京都

港区

資本金

218,250

WEB、モバイル

のシステム、コ

ンテンツ企画・

開発・運営

（被所有）

直接72.91

役員

１名

当社の

企画し

たコン

テンツ

を開発

支払ロイヤ

リティ
68,359

買掛金 27,570
サーバーホ

スティング
22,500

（注）上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

同社における通常の取引条件を勘案して、取引金額を決定しております。

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 　該当事項はありません。

(税効果会計関係)

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

　内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

　の内訳

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 12,227

計 12,227

繰延税金資産（固定）  

ソフトウェア償却超過額 5,027

その他 88

計 5,115

繰延税金資産合計 17,343

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 9,183

その他 1,442

計 10,625

繰延税金資産（固定）  

ソフトウェア償却超過額 14,083

その他 1,121

計 15,205

繰延税金資産合計 25,830

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

　との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

　なった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実効税率の１００分の５以下であるた

め注記を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

　因となった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実効税率の１００分の５以下であるた

め注記を省略しております。
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(退職給付関係)

　該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

ストック・オプションの内容及び規模

  

付与対象者の区分及び人数 従業員　37名

ストック・オプションの付与数 普通株式　1,000株

付与日 平成18年４月13日

権利確定条件

付与日以降、権利確定日（権利行使期間

の開始日の前日）まで継続して勤務して

いること。ただし、権利行使時において

も当社の取締役、監査役、従業員その他

これに準ずる地位にあること。

対象勤務期間  －

権利行使期間 平成20年３月26日～平成25年３月25日

権利行使価格(円）  389,000

 付与日における公正な評価単価（円）   －
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 7,275円36銭

１株当たり当期純利益金額 3,598円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
3,248円77銭

１株当たり純資産額 24,458円55銭

１株当たり当期純利益金額 3,525円07銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
3,152円15銭

 当社は、平成17年4月22日付をもって株式１株につき37

株の株式分割及び平成17年7月2日付をもって株式１株につ

き５株の株式分割をそれぞれ行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の１株当たり情報については、以下のとおりとなります。

第４期

（自　平成16年１月１日　

　　至　平成16年12月31日）

 １株当たり純資産額   1,164円77銭

 １株当たり当期純利益金額  893円20銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

 

 

 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年 1月 1日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 266,889 273,829

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 266,889 273,829

期中平均株式数（株） 74,169 77,681

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数 7,982 9,190

　（うち新株予約権） (7,982) (9,190)

　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

－

 平成18年３月25日定時株主総会

 決議ストック・オプション普通

 株式1,000株
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

―――――――――――― ――――――――――――

７．受注及び販売の状況
(1）受注状況

　該当事項はございません。

(2）販売実績

事業部部門別

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日） 前年同期比（％）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

オンラインゲーム事業 1,119,609 88.6 1,838,270 94.9 64.2

モバイルコンテンツ事業 144,300 11.4 99,015 5.1 △31.4

合計 1,263,909 100.0 1,937,286 100.0 53.3

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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