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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第２四半期の連結業績（平成27年１月１日～平成27年６月30日）

（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 ％

27年12月期第２四半期 82,340 △12.7 41,464 △22.9 41,533 △21.3 26,301 △18.0

26年12月期第２四半期 94,333 26.4 53,772 19.1 52,794 16.5 32,092 13.9
(注) 包括利益 27年12月期第２四半期 26,006百万円(△15.3％) 26年12月期第２四半期 30,714百万円( 7.8％)
　

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

27年12月期第２四半期 23.06 23.06

26年12月期第２四半期 27.93 ―
　

（注）平成26年12月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記
　 載しておりません。
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年12月期第２四半期 97,243 73,790 73.9

26年12月期 161,081 131,203 80.0
(参考) 自己資本 27年12月期第２四半期 71,815百万円 26年12月期 128,906百万円
　　　

２．配当の状況

年間配当金

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

26年12月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

27年12月期 ― 0.00

27年12月期(予想) ― ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

※ 平成27年７月29日開催の取締役会において、当第２四半期末の配当金を無配とすることを決議いたしました。
　 なお、当期末配当額につきましては未定であります。
　

３．平成27年12月期の連結業績予想（平成27年１月１日～平成27年12月31日）
　当社グループは、コンテンツ関連の新規性の高い事業を展開しており、短期的な事業環境の変化が激しいことなどか
ら、業績の見通しにつきましては適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため、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努め、通期の連結業績予想については開示しない方針です。
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年12月期２Ｑ 1,057,892,400株 26年12月期 1,152,010,000株

② 期末自己株式数 27年12月期２Ｑ 98,417,678株 26年12月期 4,300,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期２Ｑ 1,140,430,174株 26年12月期２Ｑ 1,149,233,375株
　
　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
　示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・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
　想の前提となる条件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、添付資料２ページ「連結業績予
　想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
・当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、動画等については、
　開催後当社ホームページで掲載する予定です。
・平成27年７月29日（水）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当社グループを取り巻く環境は、国内スマートフォンの普及台数は着実に積み上がり、2015年３月末時点で6,850万件

（MM総研調べ）を突破、さらに海外においても、2016年末には37億4,600万件の加入が見込まれる（シード・プランニン

グ調べ）など、世界規模でのさらなるユーザー数の拡大が期待されます。

　このような環境の下、当社は、重要な経営指標をMAU（Monthly Active User（※））とし、ユーザー数の維持・拡大を

目指し、継続的なゲームの運営に努めてまいりました。

　当社の主力タイトルであるスマートフォン向けパズルRPG「パズル＆ドラゴンズ（以下、「パズドラ」）」では、アップ

デートや新ダンジョンの追加等を継続的に実施し、顧客満足度向上によるMAUの維持・拡大を図ってまいりました。しか

しながら、「パズドラ」は、サービス開始から既に４年目に突入し、ユーザーの習熟度も高度になるに伴い、新機能の追

加や新モンスターの実装など継続的なアップデートを行っているものの、ユーザーのゲーム消費速度が高まっているこ

とから、一時的な課金率が低下いたしました。一方で、毎年開催しているファンイベント「ガンホーフェスティバル

2015」を５月に開催いたしました。「ガンホーフェスティバル」では、毎年「パズドラ」の日本一を決めるチャンピオン

シップを開催しており、今年３月より全国９か所の地区予選を行ってまいりました。結果、全国９か所での地区予選及

び「ガンホーフェスティバル2015」の総動員数は、110,075人となり、大きな盛り上がりを見せました。

　海外向けの「パズドラ」では、北米におけるダウンロード数が５月６日をもって700万ダウンロードを突破するなど、

着実にユーザー数を拡大してまいりました。

　さらに、スマートフォン以外では「パズドラ」と任天堂株式会社の人気キャラクターであるスーパーマリオブラザー

ズがコラボレーションしたニンテンドー３DSシリーズ向け「PUZZLE & DRAGONS SUPER MARIO BROS. EDITION」を４月29

日に発売いたしました。また、国内の発売に続き、５月には北米・韓国・欧州でも相次いで販売を開始し、海外におけ

る「パズドラ」のプロモーション効果を生み出すことを期待しております。

　「パズドラ」以外には、2014年２月よりサービスを開始した「サモンズボード」が300万ダウンロードを突破、初のテ

レビCMを実施いたしました。また、2013年９月にサービスを開始した「ディバインゲート」も400万ダウンロードを突破

し、アニメ化が決定するなど、着実にユーザーのすそ野を広げてまいりました。さらに、「ケリ姫スイーツ」では、６月

20日に国内で1,000万ダウンロードを突破いたしました。海外では、４月より香港・台湾・マカオにて順次サービスを開

始しており、６月には100万ダウンロードを突破するなど、順調にユーザー数を伸ばしてまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間は売上高82,340百万円（前年同期比12.7％減）、営業利益41,464百万円（前年同

期比22.9％減）、経常利益41,533百万円（前年同期比21.3％減）、四半期純利益26,301百万円（前年同期比18.0％減）と

なりました。

　なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けて記載しておりません。

　※ MAU（Monthly Active User マンスリーアクティブユーザー）とは、月に１回以上、ゲームにログインしてい

る利用者であります。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間の資産合計は、97,243百万円（前連結会計年度末比63,837百万円減少）となりました。こ

れは主に、公開買付けによりソフトバンク株式会社から自己株式を取得した結果、現金及び預金が60,437百万円減少し

たことによります。なお、ソフトバンク株式会社は平成27年７月１日付でソフトバンクグループ株式会社に商号変更し

ております。

　負債合計は、23,452百万円（前連結会計年度末比6,424百万円減少）となりました。これは主に、法人税等を支払った

結果、未払法人税等が4,192百万円減少したことによります。

　純資産合計は、73,790百万円（前連結会計年度末比57,413百万円減少）となりました。これは主に、スマートフォン

ゲームの売上高が堅調に推移した結果、利益剰余金が四半期純利益の計上により26,301百万円増加し、また純資産が自

己株式の取得に伴い79,999百万円減少したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当社グループは、コンテンツ関連の新規性の高い事業を展開しており、短期的な事業環境の変化が激しいことなどか

ら、業績の見通しにつきましては適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため、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努め、通期の連結業績予想については開示しない方針です。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　会計方針の変更

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」 （企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」）、「連結財

務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」）及び「事業分離等に

関する会計基準」 （企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」）等が平成26年４月１日

以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会

計基準等（ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。）を適用し、支配が継続している場合の子会社に対

する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用

として計上する方法に変更しております。

また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原

価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更してお

ります。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分

離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわ

たって適用しております。

ただし、当第２四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表及び当第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計

算書への当該会計基準等の早期適用による影響は軽微であります。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 132,099 71,661

売掛金 16,094 12,116

有価証券 543 1,035

商品 33 22

仕掛品 63 118

繰延税金資産 1,295 1,110

その他 836 782

貸倒引当金 △60 △51

流動資産合計 150,905 86,796

固定資産

有形固定資産合計 405 322

無形固定資産

のれん 1,493 1,369

ソフトウエア 1,778 1,357

ソフトウエア仮勘定 1,158 2,015

その他 53 75

無形固定資産合計 4,484 4,818

投資その他の資産

投資有価証券 2,629 2,701

繰延税金資産 652 575

その他 2,135 2,159

貸倒引当金 △131 △131

投資その他の資産合計 5,285 5,305

固定資産合計 10,175 10,446

資産合計 161,081 97,243
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 579 494

短期借入金 243 191

1年内返済予定の長期借入金 232 943

未払法人税等 19,612 15,419

賞与引当金 11 13

その他 7,785 5,688

流動負債合計 28,466 22,751

固定負債

長期借入金 1,009 257

退職給付に係る負債 11 14

その他 389 429

固定負債合計 1,411 701

負債合計 29,877 23,452

純資産の部

株主資本

資本金 5,338 5,338

資本剰余金 5,471 5,471

利益剰余金 120,414 102,805

自己株式 △2,780 △42,314

株主資本合計 128,443 71,301

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 71 126

為替換算調整勘定 391 388

その他の包括利益累計額合計 462 514

新株予約権 ― 25

少数株主持分 2,297 1,950

純資産合計 131,203 73,790

負債純資産合計 161,081 97,243
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(3765) 平成27年12月期 第２四半期決算短信

－ 6 －

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 94,333 82,340

売上原価 30,247 27,188

売上総利益 64,086 55,152

販売費及び一般管理費 10,313 13,687

営業利益 53,772 41,464

営業外収益

受取利息 65 91

為替差益 ― 49

その他 10 28

営業外収益合計 75 168

営業外費用

支払利息 13 25

持分法による投資損失 1,021 ―

自己株式取得費用 0 58

為替差損 17 ―

その他 0 15

営業外費用合計 1,053 98

経常利益 52,794 41,533

特別損失

減損損失 39 23

特別損失合計 39 23

税金等調整前四半期純利益 52,755 41,510

法人税、住民税及び事業税 19,376 15,299

法人税等調整額 1,456 261

法人税等合計 20,832 15,561

少数株主損益調整前四半期純利益 31,923 25,949

少数株主損失（△） △169 △351

四半期純利益 32,092 26,301
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ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
(3765) 平成27年12月期 第２四半期決算短信

－ 7 －

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 31,923 25,949

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 ― 54

為替換算調整勘定 △14 1

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,194 ―

その他の包括利益合計 △1,209 56

四半期包括利益 30,714 26,006

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 30,886 26,352

少数株主に係る四半期包括利益 △172 △346
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ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
(3765) 平成27年12月期 第２四半期決算短信

－ 8 －

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

前第２四半期連結累計期間（自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日）

　１．配当金支払額

決議日 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年
２月３日
取締役会

普通株式 利益剰余金 2,880 2.50
平成25年
12月31日

平成26年
３月10日

　（注）平成26年１月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。

　１株当たり配当額は当該株式分割後の配当額を記載しております。

　２．株主資本の著しい変動

当社は、平成26年２月３日開催の取締役会決議に基づき、自己株式4,300,000株の取得を行いました。この結果、当

第２四半期連結累計期間において自己株式が2,780百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が

2,780百万円となっております。

当第２四半期連結累計期間（自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日）

　１．配当金支払額

決議日 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年
２月３日
取締役会

普通株式 利益剰余金 3,443 3.00
平成26年
12月31日

平成27年
３月９日

　２．株主資本の著しい変動

当社は、平成27年４月28日開催の取締役会決議に基づき、公開買付けによりソフトバンク株式会社から自己株式

188,235,200株（取得価額79,999百万円）を取得しております。

また、平成27年６月24日開催の取締役会決議に基づき、平成27年６月30日付で自己株式94,117,600株を消却してお

ります。

この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が39,533百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末にお

いて自己株式が42,314百万円となっております。なお、ソフトバンク株式会社は平成27年７月１日付でソフトバンク

グループ株式会社に商号変更しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

　 当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

　 当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。
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