
平成１８年３月期   決算短信（連結）                                                平成 1８年 5月８日 

上 場 会 社 名        株式会社ハドソン          上場取引所(所属部)  大阪証券取引所(ヘラクレス市場) 
コ ー ド 番 号        ４８２２                  本社所在地都道府県  東京都                 
（URL http://www.hudson.co.jp/）         
代   表   者          役職名  代表取締役社長        氏名  遠藤 英俊 
問合わせ先責任者        役職名 代表取締役副社長     氏名 木島 修  ＴＥＬ（03）3542－4622 
決算取締役会開催日 平成 18年 5月 8日   
親会社名 コナミ株式会社 （コード番号：9766）       親会社における当社の議決権保有比率 53.99% 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１．1８年 3月期の連結業績（平成 1７年 4月 1日～平成 1８年 3月 31日） 
（１） 連結経営成績                                                     (百万円未満切捨) 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
18年  3 月期 14,439 （22.2） 899 （－） 878     （－） 
17年  3 月期 11,820 （△10.6） △1,431 （－） △1,364     （－） 
 

 
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       

株 主 資 本 
当期純利益率 

総 資 本 
経 常 利益 率 

売 上 高 
経 常 利益 率 

 百万円 ％   円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 
18年  3 月期 717 （－） 37 76 － 45.7 13.3 6.1 
17年  3 月期 △8,239 （－） △508 17 － △169.2 △11.7 △11.5 
（注）①持分法投資損益         18年 3月期    △8百万円    17年 3月期    △16百万円 
   ②期中平均株式数（連結） 18年 3月期 18,999,969株  17年 3月期  16,213,770株  
      ③会計処理の方法の変更    有 
      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 

ただし前連結会計年度は営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しているため営業利益、経常利益、 
当期純利益の対前期増減率を記載しておりません。 

 
（２） 連結財政状態 
 総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 
18年  3 月期 4,887 2,632 53.9 137 01 
17年  3 月期 8,292 508 6.1 31 33 
（注）期末発行済株式数（連結） 18年 3月期 19,213,668株  17年 3月期 16,213,668株 
 
（３） 連結キャッシュ･フローの状況 
 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  3 月期 2,537 167 △3,053 933 
17年  3 月期 △926 157 312 1,332 
 
（４） 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 1社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 1社 
 
（５） 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）－社 （除外）2社     持分法（新規）－社 （除外）－社 
     
２．1９年 3月期の連結業績予想（平成 1８年 4月 1日～平成 1９年 3月 31日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 
通 期 15,400 1,200 1,600 
（参考）1株当たり予想当期純利益（連結）83円 27銭  1株当たり予想当期純利益（単独）78円 07銭 
  上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発
表日現在における仮定を前提としております。業績予想のご利用にあたっての注意事項等は添付資料の 6 ページ「１．経
営成績 (２)次期の見通し」をご参照下さい。 
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企業集団の状況 

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、株式会社ハドソン(以下当社という)、連結子会社１社、持分法適用関連

会社１社及び親会社１社により構成されており、主に携帯電話及びネットワーク・ユーザーを対象とするゲーム等のコ

ンテンツを制作・販売するネットワーク・コンテンツ関連事業、家庭用ゲーム機に供給する一般消費者向けゲーム等の

コンテンツを制作・販売するコンシューマ・コンテンツ関連事業及び上記事業に属さないその他事業を営んでおります。 

なお、次の３部門は 「９．セグメント情報  (1) 事業の種類別セグメント情報」に掲げる事業の種類別セグメント

情報の区分と同一であります。 

区分 主な事業内容 主な会社 

ネットワーク・コンテ
ンツ関連事業 

（1）携帯電話等のモバイル端末向けエンターテインメン 
ト・コンテンツの制作・販売・受託等 

（2）インターネット上でのオンラインゲーム等のエンター 
テインメント・コンテンツの制作・販売・受託等 

当社 
コナミ(株) 
Hudson Entertainment,Inc. 

コンシューマ・コンテ
ンツ関連事業 

（1）自社ブランドによる家庭用ゲームソフト及び周辺機器 
の制作・販売、玩具等の制作・販売、版権許諾等 

（2）他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等 
（3）最新テクノロジーの研究・技術開発（Ｒ＆Ｄ）事業 

家庭用ゲーム機向け制作支援システム・ツール・半導体 
等の制作・販売等 

当社 
コナミ(株) 
Hudson Entertainment,Inc. 
 
 

その他事業 上記事業に属さない製・商品の制作・販売、版権許諾等 
当社 
ジェイビートゥビー(株) 

なお、前連結会計年度まで連結子会社であったハニービー音楽出版(株)は平成17年5月10日付で当社に吸収合併してお

り、(株)未来蜂歌留多商会は平成18年3月7日付で清算を結了いたしました。 

 

事業の系統図は、以下のとおりであります。 
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ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾝﾃﾝﾂ 
関 連 事 業       

ｺﾝｼｭｰﾏ･ｺﾝﾃﾝﾂ 
関 連 事 業       

その他事業       

コナミ株式会社 
ｼﾞｪｲﾋﾞｰﾄｩﾋﾞｰ       
株式会社 

関連会社 (持分法適用）

Hudson Entertainment,Inc. 
 

開発委託 

 

連 結 子 会 社 
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経営方針 

１．今後の事業戦略の方向性 

重点施策 

(1)音楽配信・ポータル事業の展開 

(2)ゲーム事業の強化 

(3)海外事業の拡大 

(4)財務体質の改善 

 

（1）音楽配信・ポータル事業の展開 

当社グループは、平成18年3月に、コナミグループの株式会社インターネットレボリューションが運営する総合 

ポータルサイトi-revo内に音楽・映像配信とeコマースを行うサイト「i-revo MUSIC ICE」と「i-revo MOVIE ICE」  

をオープンし、インターネット上での新たな事業に参入しました。携帯電話で培ったノウハウと顧客基盤をもとに、 

早期の事業立上げを図るとともに、携帯サイトとの連動を強めて魅力あるサービスを提供してまいります。 
 
（2）ゲーム事業の強化 

ネットワーク・コンテンツ関連事業におけるゲームにつきましては、「桃太郎電鉄 TOKYO」などの新規コンテンツ

の配信を継続するとともに、当連結会計年度にニンテンドーDS向けに発売し、好評を博したパズルゲーム「数独」の

モバイル展開を図ってまいります。 

コンシューマ・コンテンツ関連事業におけるゲームにつきましては、販売好調なニンテンドーDSなどの携帯ゲー

ム機向けコンテンツを携帯ゲーム機ならではの機能を生かした新作を投入するとともに、任天堂「Wii」のバーチャ

ルコンソールへの「PCエンジン」シリーズ用ゲームソフトを投入し、過去の豊富なゲーム資産の活用を図り、新たな

ビジネスを展開してまいります。また、発売が予定されている据置型次世代機の発売に合わせたコンテンツの投入も

行ってまいります。さらに、新規コンテンツにつきましては、家庭用ゲーム機・携帯電話・PCなどのプラットフォー

ムに展開することによりトータルな事業運営により、相乗効果を高め、収益力の向上を図ってまいります。 

 

（3）海外事業の拡大 

ネットワーク・コンテンツ関連事業につきましては、100％子会社Hudson Entertainment,Inc.における米国 

でのビジネスを中心に、「THE SOURCE」ブランドの音楽サイトや、ゲームコンテンツの充実等によりワールドワイド 

に展開してまいります。 

コンシューマ・コンテンツ関連事業につきましては、海外での発売を視野に入れたコンテンツ制作を行ってまい 

ります。 

 

 (4) 財務体質の改善 

プロジェクトの採算性の見極め、生産性の向上、経営の効率化を進め、利益の拡大とキャッシュフローの確保を図 

り、無借金会社化を実現するとともに、事業投資の基盤作りを図ります。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

当社は、業績向上による企業価値を高めるとともに、株主に対する利益還元を行うことを経営上の重要な課題の一

つとして位置付けております。現在は繰越損失がありますが、収益力の向上と経営基盤の強化を図り、早期の復配を

目指してまいります。 

 

３．目標とする経営指標 

当社における直近の経営課題は収益性の改善であると認識しております。特に売上高営業利益率では同業他社との比

較でも低い状況にあります。利益率改善のために上記４つの重点施策に注力してまいります。同時に費用面では制作予

算や制作期間の厳守、制作管理体制の強化など制作効率を高めるための施策を行ってまいります。短期的には売上高営

業利益率10％以上、中長期的には同20%以上を達成し維持することを目標としております。また、財務体質の改善を推し

進め、株主資本比率の向上、自己資本の充実により、財務基盤の安定化を図ります。 
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４．対処すべき課題 

当社は、音楽・ポータル事業の強化とネット対応・グローバル化をキーワードとしたゲーム事業の新たな展開を軸に

業績の拡大を目指します。また、収益力の強化を重要な経営課題と位置づけ、利益率の改善に注力してまいります。 
音楽・ポータル事業につきましては、携帯電話向けの着信メロディ・着うた®等を中心に事業を拡大してまいりました

が、平成 18年 3月にオープンした総合ポータルサイト i-revo での音楽配信・eコマースのスタートによりモバイルと
インターネットをシームレスにつないだ事業展開の基盤を確立しました。今後は着信メロディ・着うた®で培った実績と

顧客基盤をベースに音楽・ポータル事業を多彩に展開しハドソンの柱となる事業に育成してまいります。 
ゲーム事業は、従来、家庭用ゲーム機向け事業と携帯電話・ネットワーク向け事業を柱に展開してまいりましたが、

今後は両分野の融合を一層進めます。家庭用ゲーム機向け・携帯電話向け・ネットワーム向けのゲーム事業を一体化す

ることにより、一つのコンテンツをあらゆるプラットフォームへ展開し、ネットワーク対応とグローバル化をキーワー

ドに新たな成長を目指します。 
ユーザーから支持されるコンテンツの創出、事業分野を超えたコラボレーション、コンテンツのグローバル展開力が

課題となりますが、プロデューサー制の明確化、柔軟な組織運営、海外子会社の強化等により対応してまいります。 
平成 18 年 3 月期においては赤字体質からの脱却を達成しましたが、コンテンツメーカーとしての地位を確立するに
は収益力の強化が重要な課題です。経営資源を収益性・成長性の高い事業へ重点配分すると共に、事業運営の効率化を

更にすすめ、営業利益率の向上の達成を目指してまいります。 
 

５．親会社等に関する事項 

（1）親会社等の商号 

親会社等 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 

上場されている証券取引所等 

コナミ株式会社 親会社 53.99 

東京証券取引所 
（市場第一部） 
ニューヨーク証券取引所 
ロンドン証券取引所 
シンガポール証券取引所 
 

 

  （2）親会社等の企業グループにおける当社の位置付けと当社と親会社等の関係 

①企業グループ内での位置付け 

 当社は、親会社であるコナミ株式会社の企業グループ内に属しておりますが、独自の戦略に基づきオリジナル

ブランドによる商品開発を行っております。当社は親会社のグループ会社からコンシューマ・コンテンツ及びネ

ットワーク・コンテンツの制作受託を受けるとともに、携帯電話及びＰＣポータルサイトにおける音楽配信・e
コマース等他の事業においても親会社及び親会社のグループ会社との連携を図っております。 

 また、コンシューマ・コンテンツの販売においては、親会社の企業グループが有する強力な流通網を活用して

おります。なお、親会社及び親会社のグループ会社との取引条件は、一般に妥当で合理的な条件に基づいて取引

が行われております。 
 

②当社と親会社等との関係 

 イ 資本関係 

   当連結会計年度末におけるコナミ株式会社と当社との資本関係は以下のとおりであります。 

  コナミ株式会社 

所有株式数（株） 

比率 

（％） 

発行済株式総数（株） 19,214,000 53.99 出資比率 

議決権株数（株） 19,213,400 
10,374,000 

53.99 議決権比率 

   

ロ 独立性の確保について 

  当社は親会社グループの一員として技術の相互利用、コンテンツの共同獲得・相互利用を通じてグループ力 

の強化、確固たる業界内基盤の確立と更なる拡大を目指す一方、業界内での地位を確立している携帯電話向

けのネットワーク・コンテンツ配信事業の更なる発展を図り、当社が定番として確立しているコンシューマ・

コンテンツの制作、保有するコンテンツ資産を活用して事業展開を図っております。当社は公開企業として

収益力を高め、企業価値を高めることにより当社株主の利益拡大を図ることを重点テーマとして事業を展開

していきます。 
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ハ 役員の兼任状況 

  当社の社外取締役2名は親会社の執行役員であります。 

 

６．関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針 

コナミ株式会社は平成18年3月連結会計年度末において当社の議決権の53.99％を所有する親会社であります。 

家庭用ゲームソフト産業は、メーカー間の競争が激化、世界的な再編の時代に突入し、様々な形での戦略的提携が

行われております。そのような中、当社グループはコナミ株式会社との関係を強化することにより、技術の相互利用、

コンテンツの共同獲得・相互利用を通じて、グループ力を強化、確固たる業界内基盤の確立と、更なる拡大を目指し

てまいります。 
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経営成績及び財政状態 
１．経営成績 
(1) 当期の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善による民間設備投資の増加や、雇用環境の改善を背景と

した個人消費の堅調な回復等により緩やかな景気回復基調となりました。 

このような経済環境の中、国内における携帯電話契約数は高性能な第３世代携帯電話を中心に伸びており、３月

から開始された携帯電話向け地上デジタル放送「ワンセグ」対応の受信端末も発売され、携帯電話の活用の幅が拡

大しています。携帯電話に対するコンテンツは、各キャリアにおける第３世代携帯の本格的投入、パケット料金定

額制等の新サービスの開始により、音楽コンテンツのリアル化やフラッシュ技術を使ったグラフィック・コンテン

ツの市場出現など、いわゆるリッチコンテンツの時代を迎え、ネットワーク・コンテンツビジネスの更なる拡大の

条件が整いつつあります。 

また、家庭用ゲームでは、携帯型ゲーム機において、任天堂株式会社の「ニンテンドーＤＳ」が好評を博し、販

売数量を伸ばすとともに、同機種の機能を活用した「脳トレ」関連コンテンツが発売され、顧客層の拡大に寄与し

ています。据置型ゲーム機の次世代機においてはマイクロソフト社の「Xbox360」が平成17年12月に発売され、ソ

ニー・コンピュータエンタテインメント株式会社の「プレイステーション３」の発売が平成18年11月に予定され、

任天堂株式会社の「Wii」も発売時期は未発表ですが、新たな遊び方を提案しています。 

このような状況の中で、当社グループは、ネットワーク・コンテンツ関連事業では、株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモの「ｉモード」、ＫＤＤＩ株式会社の「EZweb」、ボーダフォン株式会社の「Vodafone live!」向けに引き

続きコンテンツを提供してまいりました。 

特にコンシューマ・コンテンツ関連事業における有力コンテンツである「桃太郎電鉄」を携帯用コンテンツとし

て配信し、多くの課金者及びダウンロードを獲得し、同事業との相乗効果を生み出しています。 

米国市場においてはネットワーク・コンテンツ関連事業の展開を100％出資子会社「Hudson Entertainment,Inc.」

にて行っております。 

また、家庭用テレビゲーム機向けのコンシューマ・コンテンツでは「桃太郎電鉄」、「ボンバーマン」、「天外

魔境」のシリーズに加え、携帯型ゲーム機「ニンテンドーＤＳ」向けに制作した「パズルシリーズ」等新作ゲーム

ソフトを国内で21タイトル、海外で4タイトルを発売しており、ゲームソフトの受託制作も引き続き行っておりま

す。 

以上の結果、当社グループの業績は、売上高は 144億39百万円（前連結会計年度比22.2%増）となりました。利

益面では、経常利益は 8億78百万円（前連結会計年度は13億64百万円の損失）となり、当期純利益は7億17百万円

（前連結会計年度は82億39百万円の損失）となりました。 

 

   事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりです。 

(ネットワーク・コンテンツ関連事業) 

携帯電話向けコンテンツ配信については、「ｉモード」「EZweb」「Vodafone live!」の国内主要キャリア向け
にコンテンツ配信を行っております。特に、着信メロディサイト「取り放題￥100」や「着信うた®」サイト「着信
★うた♪」や「着信★うた♪フル」などの音楽系コンテンツが順調に課金者を伸ばし、当社の主要コンテンツに成

長しております。ゲームコンテンツについては、好評の iモード版「桃太郎電鉄」に新たに「桃太郎電鉄 JAPAN」
が追加され、月次課金者数が 15 万人超の人気サイトになっています。また、100以上のミニゲームがダウンロー
ドできる「着信☆あぷり♪」など、既存サイトも概ね順調に推移しております。従量課金コンテンツについても、

「シムシティ」「A列車で行こう」などのシミュレーションゲームや、最大 8人まで対戦可能な「対戦☆ボンバー

マン 8」などが人気を博し、ダウンロード数は引き続き増加しております。平成 18年 3月末現在の月次課金者数

及びダウンロード数は275万人となりました。また、米国のヒップホップ専門雑誌である「The Source」の日本版

の発行にタイアップした企画を実施しております。 

海外におけるコンテンツ配信については、100％出資子会社「Hudson Entertainment, Inc.」を通じて北米・中

南米の14キャリアで提供中の、ヒップホップ専門の着信メロディ、着うた®サイト「The Source」シリーズが引き

続き順調に推移しています。また当連結会計年度において新たに開始された、ロシア、イスラエル、イギリス、ア

イルランド、シンガポールのｉモードサービスに向けて、開始時よりコンテンツ配信を行っており、当社のコンテ

ンツ配信国は、全世界48カ国、115キャリアに増加しました。 

PCオンラインゲーム等のエンターテインメント・コンテンツについては、平成17年4月より有料課金サービス

中のオンラインゲーム「Master of Epic」の開発・運用において、株式会社ゴンゾロッソオンラインと業務提携し、

今春より移行し引き続きサービスを提供する予定です。また、PC用の総合エンターテインメント・コミュニティ
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サイト「ハドソンキングダム」を開始いたしました。同サイト内では 3Dマイキャラ（アバター）を使って「ボン

バーマンオンライン」の対戦プレイを楽しむことができます。 

以上の結果、当事業部門の売上高は 75億 72百万円（前連結会計年度比 36.2％増）、営業利益は 13億 36百万円
（同 103.8％増）となっております。 

 

   (コンシューマ・コンテンツ関連事業) 

自社ブランドによる家庭用ゲーム機向けコンテンツの制作・販売事業においては、国内において新作ゲーム 21

タイトルを発売いたしました。なかでも年末年始の定番タイトル「桃太郎電鉄 15～五大ボンビー登場！の巻」や

昨年春に発売した「天外魔境Ⅲ NAMIDA」は売上増加に大きく寄与しております。また、ニンテンドーＤＳ向けに

今年 3月に発売した「SUDOKU数独」、「ジグソーパズル」、「クロスワードパズル」のパズルシリーズ 3タイトルの

ほか、ファミリコンピュータの名作ゲームをゲームボーイアドバンス用にアレンジし、ゲームジャンル毎にまとめ

た「ハドソンベストコレクション」シリーズ6タイトルを発売しております。 

 受託制作においては、人気シリーズものを中心に順調に推移しております。 

以上の結果、当事業部門の売上高は68億6百万円（前連結会計年度比10.3％増）、営業利益は6億30百万円（前連結会 

計年度は5億45百万円の損失）となっております。 

 

 なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。 

また、各セグメントの営業損益のほかに、セグメント共通業務に係る費用と管理部門に係る費用を 10億 60百万

円（前連結会計年度比31.7％減）計上しております。 

 

(2)次期の見通し 

ネットワーク・コンテンツ関連事業におきましては、国内における「ｉモード」「EZweb」「Vodafone live!」向

けコンテンツ配信は引き続き順調な推移を見込んでおり、ＰＣポータルサイトにおける音楽配信・eコマースにつ

いても今後拡大を見込んでおります。米国における子会社のコンテンツ配信の強化等、ワールドワイドなネットワ

ークビジネスの本格化を推進してまいります。 

コンシューマ･コンテンツ関連事業におきましては、自社ブランドゲームソフトとして「桃太郎電鉄」、「ボンバ

ーマン」、「天外魔境」シリーズなど定番シリーズを中心に、パズルシリーズの続編等携帯型ゲーム機に対応するゲ

ームソフトの発売を強化し、据置型新次世代機に対応するゲームソフトも発売していく予定です。また家庭用ゲー

ムソフトの受託制作につきましてもコナミ、ハードメーカーをはじめ、継続的に推進してまいります。 

以上により、翌連結会計年度は売上高154億円、経常利益12億円、当期純利益16億円を見込んでおります。 

なお、中間期の連結業績予想につきましては、当社グループの事業はヒットビジネスであり、機動的に商品投入

を行っていく必要があることから、期中を通じ売上変動があるため、開示しておりません。 

 
２．財政状態 
(1)資産・負債の状況 

①主要な資産・負債の変動 

主な資産・負債の変動（項目毎の変動額が当連結会計年度末の総資産の５％を超えるもの）は以下のとおりです。 

項    目 当連結会計年度 
平成18年3月31日現在 

増減額 前連結会計年度 
平成17年3月31日現在 

（資  産） 
  現金及び預金 
  たな卸資産 
 建物 
 土地 
（負  債） 
  短期借入金 
 事業所閉鎖引当金 

百万円 

933 

1,020 

33 

6 

 

600 

－ 

百万円 

△499 

△1,682 

△536 

△260 

 

△4,415 

△813 

百万円 

1,432 

2,702 

569 

267 

 

5,015 

813 
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②項目毎の主な増減要因について 

   イ「現金及び預金」の減少要因は、 (２) キャッシュ・フローの状況をご参照下さい。 
ロ「たな卸資産」の主な減少要因は、発売開始又は配信開始等により売上を計上したタイトルについて、仕掛品に

計上していた額を売上原価に計上したこと及び継続的に回収可能性を考慮した資産評価を行ったことによる評

価減を行ったことによるものです。 

ハ「建物」及び「土地」の減少要因は、閉鎖した事業所に係る土地、建物を売却したことによるものです。 

ニ「短期借入金」の主な減少要因は、短期借入金を返済したことによります。 

ホ「事業所閉鎖引当金」の減少理由は閉鎖した事業所の有形固定資産について、今後発生が見込まれる有形固定資

産除却費用等の将来支出見積額を引当てておりましたが、当該資産を売却により取り崩したことによるもので

す。 

 
(2)キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末の 13億32百万 

円に対し 3億99百万円減少し、9億33百万円になりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動による資金の増加は 25億37百万円（前連結会計年度は9億26百万円の減少）になりました。これは、 

税金等調整前当期純利益を7億27百万円計上したほか、たな卸資産の減少が16億43百万円、その他流動資産の減 

少が42百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動による資金の増加は1億67百万円（前連結会計年度比10百万円の増加）になりました。これは、有形 

固定資産の取得により1億75百万円支出しましたが、有形固定資産の売却による収入が1億80百万円、定期預金の 

解約による収入が1億円、投資有価証券の売却に伴なう収入が99百万円あったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動による資金の減少は30億53百万円（前連結会計年度は3億12百万円の増加）になりました。これは、 

株式発行による収入が14億25百万円あったものの、短期借入金が純額で43億20百万円減少し、長期借入金の返済 

による支出が1億58百万円あったことによるものです。 

 

(3)翌連結会計年度の見通し等 

①キャッシュ・フロー等に重要な影響を与える要因等について 

「経営成績  (2)次期の見通し」に記載のとおり、当社の経営成績はいわゆるヒットコンテンツの有無により

左右され、当社のキャッシュ・フローの状況に影響を与えることとなります。 

また、ゲーム機器及び携帯電話の性能の向上はこれらに用いられるコンテンツの制作期間の長期化、制作費用

の増加につながり、キャッシュ・フローの減少要因となります。外的要因としては携帯電話、家庭用ゲーム機メ

ーカーの制作動向、同業他社の発売動向等も当社のキャッシュ・フローに影響を与えます。 

②次連結会計年度の重要なキャッシュ・フローの変動要因について 

翌期には、新たなコンテンツの制作に伴なう支出が増加するものと思われます。これにつきましては、主に手

許流動資金によって賄う予定です。前述のとおり営業収入は不確定な要因が存在しますが、平成18年3月31日現

在で9億33百万円の資金を有しており、また金融機関との関係も良好に推移していることから大きな流動性リス

クがあるとは考えておりません。 

 

③キャッシュ・フロー指標群について 

最近５連結会計年度におけるキャッシュ・フロー指標群は次のとおりであります。 

 単位 
 

平成 14年 
３月期 

平成 15年 
３月期 

平成 16年 
３月期 

平成 17年 
３月期 

平成 18年 
３月期 

株主資本比率 ％ 55.8 62.7 61.2 6.1 53.9 

時価ベースの 
株主資本比率 ％ 96.6 65.1 104.4 118.9 292.9 

債務償還年数 年 3.2 13.3 － － 0.2 

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ 倍 49.3 3.0 － － 147.8 

（注）1.いずれも連結ベースの財務数値等を使用しております。 
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（注）2.キャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており、有利子負債は利子を 

支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いはキャッシュ・フロー計算書の利 

息の支払額を使用しております。 

（注）3.平成16年３月期及び平成17年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは当該 

期の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 
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連結財務諸表等 
１．連結貸借対照表 

  （単位：千円、％）

前連結会計年度 
平成17年3月31日現在 

当連結会計年度 
平成18年3月31日現在 

科目 

金額 構成比 金額 構成比 

(資産の部)       

Ⅰ 流動資産       

 1. 現金及び預金  1,432,980   933,192  

 2. 受取手形及び売掛金  2,090,732   1,981,233  

 3. たな卸資産  2,702,773   1,020,035  

 4. 前払費用  281,485   306,086  

 5. その他  105,102   84,078  

   貸倒引当金  △26,912   △49,474  

   流動資産合計  6,586,162 79.4  4,275,152 87.5 

Ⅱ 固定資産       

 1. 有形固定資産       

 (1) 建物及び構築物 1,231,494   81,661   

   減価償却累計額 662,098 569,396  48,271 33,389  

 (2) 機械装置及び運搬具 37,309   29,458   

   減価償却累計額 30,408 6,901  24,513 4,945  

 (3) 工具器具備品 1,371,025   1,288,377   

   減価償却累計額 1,084,891 286,133  1,055,439 232,937  

 (4) 土地  267,504   6,814  

   有形固定資産合計  1,129,935 13.6  278,086 5.7 

 2. 無形固定資産       

 (1) その他  63,584   69,892  

   無形固定資産合計  63,584 0.8  69,892 1.4 

 3. 投資その他の資産       

 (1) 投資有価証券  107,489   1,000  

 (2) その他  650,668   507,870  

   貸倒引当金  △245,200   △244,109  

   投資その他の資産合計  512,957 6.2  264,760 5.4 

   固定資産合計  1,706,477 20.6  612,740 12.5 

   資産合計  8,292,640 100.0  4,887,893 100.0 
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  （単位：千円、％）

前連結会計年度 
平成17年3月31日現在 

当連結会計年度 
平成18年3月31日現在 

科目 

金額 構成比 金額 構成比 

(負債の部)   
 

  
 

Ⅰ 流動負債   
 

  
 

1. 支払手形及び買掛金  115,101 
 

 47,511 
 

2. 短期借入金  5,015,920 
 

 600,000 
 

3.  未払金  1,001,788 
 

 844,716 
 

4. 未払法人税等  27,998 
 

 28,750 
 

5.  事業所閉鎖引当金  813,000 
 

 － 
 

6. その他  361,193   306,167  

流動負債合計  7,335,002 88.5  1,827,144 37.4 

Ⅱ 固定負債       

1. 長期借入金  65,871   2,964  

2. 退職給付引当金  380,038   422,415  

3. その他  3,609   2,949  

固定負債合計  449,519 5.4  428,329 8.7 

負債合計  7,784,522 93.9  2,255,474 46.1 

(資本の部)       

Ⅰ 資本金  4,347,276 52.4  5,064,276 103.6 

Ⅱ 資本剰余金  2,939,643 35.5  3,656,643 74.8 

Ⅲ 利益剰余金  △6,772,101 △81.7  △6,058,835 △123.9 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

 △198 △0.0  － － 

Ⅴ 為替換算調整勘定  △6,269 △0.1  △29,432 △0.6 

Ⅵ  自己株式  △231 △0.0  △231 △0.0 

資本合計  508,118 6.1  2,632,418 53.9 

  負債及び資本合計  8,292,640 100.0  4,887,893 100.0 
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２.連結損益計算書 

  （単位：千円、％） 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月 1日 
至 平成18年３月31日 科目 

金額 百分比 金額 百分比 

Ⅰ 売上高  11,820,622 100.0  14,439,728 100.0 

Ⅱ 売上原価  9,235,884 78.1  9,908,499 68.6 

   売上総利益  2,584,738 21.9  4,531,228 31.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,016,638 34.0  3,631,541 25.2 

   営業利益（△営業損失）  △1,431,900 △12.1  899,686 6.2 

Ⅳ 営業外収益       

 1. 受取利息 457   483   

  2. 為替差益 2,179   62,692   

 3. 賃貸料収入 92,848   19,839   

 4. その他 76,116 171,601 1.5 7,267 90,284 0.6 

Ⅴ 営業外費用       

 1. 支払利息 60,644   25,644   

 2. 持分法による投資損失 16,192   8,398   

  3. 製品廃棄損失引当金 
繰入額 

－   17,000   

  4. 原状回復費 －   13,991   

 5. たな卸資産廃棄損 －   29,473   

 6. その他 27,304 104,141 0.9 16,745 111,254 0.7 

   経常利益（△経常損失）  △1,364,440 △11.5  878,716 6.1 
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  （単位：千円、％） 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年４月 1日 
至 平成18年３月31日 科目 

金額 百分比 金額 百分比 

Ⅵ 特別利益       

 1. 前期損益修正益 4,232   －   

 2. 固定資産売却益 1,472   2,516   

 3. 投資有価証券売却益 40,704   6,418   

 4. 事業所閉鎖引当金戻入益 －   78,682   

 5. その他 804 47,213 0.4 3,978 91,596 0.6 

Ⅶ 特別損失       

  1. 前期損益修正損 33,174   －   

 2. 固定資産売却損 45,864   24   

 3. 固定資産除却損 46,487   31,197   

 4. 版権料償却損 43,361   10,853   

  5. たな卸資産評価損 2,360,781   26,141   

 6. 貸倒引当金繰入額 201,555   15,208   

  7. 投資有価証券評価損 －   13,000   

  8. 事業所閉鎖引当金繰入額 813,000   －   

 9. 開発中止損 2,144,539   －   

10. 訴訟和解解決金 －   98,000   

11. 退職給付会計基準変更時 
差異処理額 

61,429   34,166   

12. 減損損失 －   2,999   

13. その他 932,364 6,682,557 56.6 11,127 242,720 1.7 

税金等調整前当期純利益 
（△税金等調整前当期純損失） 

 △7,999,784 △67.7  727,592 5.0 

  法人税、住民税 
  及び事業税 

13,795   8,216   

  法人税等調整額 225,695 239,490 2.0 2,021 10,238 0.0 

  当期純利益 
（△当期純損失）  △8,239,274 △69.7  717,354 5.0 
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３．連結剰余金計算書 

  （単位：千円）

前連結会計年度 
自 平成16年 4月１日 
至 平成17年 3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日 科目 

金額 金額 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ  資本剰余金期首残高   2,939,643  2,939,643 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

  1. 増資による新株の発行   －  717,000 

Ⅱ  資本剰余金期末残高   2,939,643  3,656,643 

（利益剰余金の部）      

Ⅰ  利益剰余金期首残高   1,921,159  △6,772,101 

Ⅱ  利益剰余金増加高      

    1．当期純利益  － － 717,354 717,354 

Ⅲ  利益剰余金減少高      

    1．配当金  453,986  －  

  2. 当期純損失  8,239,274  － － 

    3. 連結除外による減少額  － 8,693,261 4,088 4,088 

Ⅳ  利益剰余金期末残高   △6,772,101  △6,058,835 
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４．連結キャッシュ・フロー計算書 
  (単位：千円) 

前連結会計年度 
自 平成16年 4月１日 
至 平成17年 3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日 科目 

金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

1. 税金等調整前当期純利益 
（△税金等調整前当期純損失） △7,999,784 727,592 

 2. 減価償却費 156,118 125,607 

 3. 貸倒引当金の増加額 201,555 15,036 

 4. 退職給付引当金の増加額 31,077 42,376 

 5. 事業所閉鎖引当金の増加額 813,000 － 

 6. 受取利息及び受取配当金 △8,777 △1,702 

 7. 支払利息 60,644 25,644 

  8. 為替差損（差益は△） △8,876 22,007 

  9. 持分法による投資損失 16,192 8,398 

 10. 有形固定資産売却損 45,864 － 

 11. 有形固定資産除却損 46,487 － 

 12.  有形固定資産除売却損 － 31,222 

 13. 有形固定資産売却益 △1,472 － 

 14.  投資有価証券売却益 △40,704 － 

 15.  事業所閉鎖引当金戻入益 － △78,682 

 16. ゲームソフト事業化権等償却 41,300 99,808 

 17. 工具器具備品強制評価損 253,496 － 

 18. たな卸資産評価損 2,360,781 － 

 19. 開発中止損 2,144,539 － 

 20. 版権料償却損 43,361 － 

 21.  訴訟和解解決金 － 98,000 

 21. 売上債権の減少額 1,077,741 104,287 

 22. たな卸資産の減少額(増加は△) △712,456 1,643,399 

 23. 前払費用の増加額 △91,482 △43,013 

 24. その他の流動資産の減少額(増加は△) △16,532 42,295 

 25. 投資その他の資産の減少額(増加は△) △7,635 9,811 

 26. 仕入債務の減少額 △46,770 △67,589 

 27. その他の流動負債の増加額(減少は△) 349,247 △232,206 

 28. その他 426,561 94,386 

    小計 △866,523 2,666,680 

 29. 利息及び配当金の受取額 8,811 1,748 

 30. 利息の支払額 △57,845 △17,170 

 31.  訴訟和解解決金の支払額 － △98,000 

 32. 法人税等の支払額 △10,862 △15,852 

   営業活動によるキャッシュ・フロー △926,419 2,537,405 
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  (単位：千円)

科目 
前連結会計年度 
自 平成16年 4月１日 
至 平成17年 3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年 4月 1日 
至 平成18年 3月31日 

 金額 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 1. 定期預金の預入による支出 △100,000 － 

 2. 定期預金の払戻による収入 200,000 100,000 

 3. 有形固定資産の取得による支出 △84,437 △175,899 

 4. 有形固定資産の売却による収入 12,590 180,467 

 5. 無形固定資産の取得による支出 △13,612 △38,879 

 6. 投資有価証券の取得による支出 △12,593 － 

 7. 投資有価証券の売却による収入 126,991 99,593 
 

  8. 貸付けによる支出 △2,390 △560 

  9. 貸付金の回収による収入 30,465 2,113 

 10.  その他 － 249 

   投資活動によるキャッシュ・フロー 157,014 167,083 

   

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 1. 短期借入金の純増減額 900,000 △4,320,000 

  2.  長期借入による収入 6,952 － 

 2. 長期借入金の返済による支出 △140,650 △158,827 

 3. 自己株式の取得による支出 △79 － 

 4. 配当金の支払額 △453,373 △298 

  5.  株式発行による収入 － 1,425,784 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 312,848 △3,053,341 

   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,225 △46,038 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △453,330 △394,891 

Ⅵ 連結除外による現金及び現金同等物の 
減少額 

－ △4,897 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期首残高 1,786,310 1,332,980 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 1,332,980 933,192 
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５．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1)連結の範囲に関する事項 

イ  連結子会社の数      １社 

 Hudson Entertainment,Inc. 

なお、連結子会社であったハニービー音楽出版株式会社は平成17年5月10日付で当社に吸収合併したため連結の

範囲から除いております。また、連結子会社であった株式会社未来蜂歌留多商会は平成17年3月18日付で解散決議

を行い、当特別連結会計年度に特別清算の手続きに入ったため、連結の範囲から除いております。 

 

(2)持分法の適用に関する事項 

イ 持分法適用の関連会社数  １社       

    ジェイビートゥビー(株)   

ロ  持分法適用会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

 

(3)連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

 

(4)会計処理基準に関する事項 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ 有価証券 

   その他有価証券 

   時価のあるもの…連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）   

   時価のないもの…移動平均法による原価法 

    ロ  デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

      時価法 

ハ たな卸資産 

(ｲ) 商品・製品・原材料・貯蔵品 

    総平均法による原価法 

(ﾛ)コンテンツ 

個別法による原価法 

なお、コンテンツについては、見込販売可能期間に基づく定額法で償却し、売上原価として処理しておりま

す。 

(ﾊ) 仕掛品 

    個別法による原価法 

  

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

   定率法 （但し、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法） 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 40 ～ 50年 

工具器具備品  4 ～ 10年 

ロ 無形固定資産 

 定額法 

    なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３年から５年）に基づく定額法 
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③ 重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

   債権の貸倒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。 

ロ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。なお、会計基準変更時差異（249,381千円）については、５年による均等額を特別損失に計上してお

ります。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしてお

ります。    

ハ 製品廃棄損失引当金 

返品等により発生した製品のうち、販売が不可能と考えられる分について、廃棄処分をした場合に発生す

る損失に備えて、当該製品の帳簿価額相当額を計上しております。なお、製品廃棄損失引当金は商法施行規則

第43条に規定する引当金であります。 

④繰延資産の処理方法 

新株発行費は支出時に全額費用処理しております。 

⑤ 重要なリース取引の処理方法 

      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によっております。 

⑥ その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ  消費税等の会計処理の方法 

税抜方式によっております。 

 

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

(6) 連結調整勘定の償却に関する事項 

  連結調整勘定の償却については、発生時に一括償却を行っております。 

(7) 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分又は損失処理について連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処

理に基づいて作成しております。 

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、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。 

 

６．会計処理の変更 

(1) 前連結会計年度まで連結損益計算書において営業外収益に計上していた社宅家賃の賃貸料収入については、当 

連結会計年度より売上原価、販売費及び一般管理費から控除する方法に変更しております。 

この変更は、会社が負担する費用の実態を明確にし、損益区分をより適正にするために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法に比べ、売上総利益は19,604千円、営業利益は35,979千円増加していますが、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

 

(2)前連結会計年度まで連結損益計算書において営業外収益に計上していた昼食券の従業員負担分については、当 

連結会計年度より売上原価、販売費及び一般管理費から控除する方法に変更しております。 

この変更は、会社が負担する費用の実態を明確にし、損益区分をより適正にするために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法に比べ、売上総利益は15,411千円、営業利益は23,874千円増加していますが、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 
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(3) 前連結会計年度まで支払時費用計上していた前払家賃につきましては、期間損益の適正化を図るため当連結会計 

年度から前払費用に計上し、発生月の費用とする方法に変更いたしました。なお、当該変更を当下半期に実施した

のは、損益ならびに収益・費用の期間帰属を管理する体制を強化したことに伴い、より取引実態に合った会計処理

を行うことが適当と判断したためであります。この変更により、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益、税金等

調整前当期利益はそれぞれ28,742千円増加しております。 

また、当該変更が下半期に行われたため、当中間連結会計年度は従来の方法によっております。従って、当中間

連結会計年度は変更後の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益、税金等調整前中間純利益はそれぞれ31,357

千円少なく計上されております。 

 

(4) 固定資産の減損に係る会計基準  

当連結会計年度から「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。これにより税金等調整前当期純利益は2,999千円減少して 

おります。 

 

７．表示方法の変更 

（連結損益計算書関係） 

(1)  前連結会計年度まで営業外費用「その他」に含めて表示していた「たな卸資産廃棄損」については、金額的重 

要性が増加したため当連結会計年度より区分掲記することといたしました。なお、前連結会計年度末おける「たな 

卸資産廃棄損」は20,250千円であります。 

 (2)  前連結会計年度まで営業外費用「その他」に含めて表示してた｢原状回復費｣については、営業外費用の総額の 

100分の10を超えることとなったため当連結会計年度末より区分掲記することといたしました。なお、前連結会計 

年度における「原状回復費」は5,484千円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

(1) 前連結会計年度までそれぞれ区分掲記していた「有形固定資産売却損」（当連結会計年度24千円）及び「有形固 

定資産除却損」（当連結会計年度31,197千円）は、金額的重要性が少なくなったため、当連結会計年度より「有形 

固定資産除売却損」と表示することにいたしました。 

(2) 前連結会計年度まで区分掲記していた「有形固定資産売却益」（当連結会計年度△2,516千円）は、金額的重要性 

が少なくなったため、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・フロー「その他」の中に含めて表示するこ 

とにいたしました。 

(3) 前連結会計年度まで区分掲記していた「投資有価証券売却益」（当連結会計年度△6,418千円）は、金額的重要性 

が少なくなったため、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・フロー「その他」の中に含めて表示するこ 

とにいたしました。 

(4) 前連結会計年度まで区分掲記していた「たな卸資産評価損」（当連結会計年度26,141千円）は、金額的重要性が 

少なくなったため、当連結会計年度より「たな卸資産の減少額」の中に含めて表示することにいたしました。 

(5) 前連結会計年度まで区分掲記していた「版権料償却損」（当連結会計年度10,853千円）は、金額的重要性が少な 

くなったため、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・フロー「その他」の中に含めて表示することにい

たしました。 

(6) 前連結会計年度まで区分掲記していた「投資有価証券の取得による支出」（当連結会計年度△89千円）は、金額 

的重要性が少なくなったため、当連結会計年度より投資活動によるキャッシュ・フロー「その他」の中に含めて表 

示することにいたしました。 
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８．注記事項 

(1) 連結貸借対照表関係 

①当社の発行済株式総数は、普通株式 19,214,000株であります。 

②当社が所有する自己株式の数は、普通株式332株であります。 

(2) 連結損益計算書関係 

  ①販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。 

役員報酬                      119,381千円 

給料及び手当                  608,452千円 

退職給付費用                   16,095千円 

広告販促費                   837,140千円 

販売手数料                    799,441千円 

減価償却費                     30,390千円 

支払手数料                    218,931千円 

研究開発費                     208,882千円 

②一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は208,882千円であります。 

  ③固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具               2,516千円 

④固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具                 24千円 

⑤固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具備品                    24,082千円 

建物及び構築物                   7,115千円 

計               31,197千円 

 

⑥減損損失 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

 

場所 用途 種類 減損損失 

（千円） 

北海道石狩郡 遊休 土地 2,999 

（経緯） 

当社は北海道石狩郡新篠津村に土地を保有しておりましたが、今後の利用計画も無く、地価等も著しく 

下落しているため、減損損失を認識いたしました。 

（グルーピングの方法） 

継続的に損益の把握を行っている単位ごとに資産のグルーピングを行っております。ただし、遊休資産等

独立したキャッシュ・フローを生み出すと認められる資産については、個別のグルーピングとしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当該資産の回収可能価額は正味売却価額によっており、当該土地の実質価値がほとんど無く、回収可能価 

額がほとんど無いことから備忘価格で評価しております。 

 

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

   現金及び預金勘定                        933,192千円 

   預入期間が３ヶ月を超える定期預金       －千円 

   現金及び現金同等物                   933,192千円 
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９．セグメント情報 

(1) 事業の種類別セグメント情報 

 

前連結会計年度(自 平成16年 4月１日 至 平成17年 3月31日) 

     (単位：千円) 

 
ネットワーク 
・コンテンツ 
関連事業 

コンシューマ 
・コンテンツ 
関連事業 

その他事業 計 
消去 

又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

5,561,733 6,173,182 85,705 11,820,622 ― 11,820,622 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― （―） ― 

計 5,561,733 6,173,182 85,705 11,820,622 ― 11,820,622 

  営業費用 4,905,884 6,718,976 73,904 11,698,765 1,553,757 13,252,522 

  営業利益（△営業損失） 655,849 △545,793 11,801 121,856 (1,553,757) △1,431,900 

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

      

  資産 2,769,577 3,641,481 6,685 6,417,744 1,874,895 8,292,640 

  減価償却費 34,664 80,118 1,252 116,034 40,084 156,118 

  資本的支出 46,468 37,189 2,298 85,956 12,092 98,049 

 

当連結会計年度(自 平成17年 4月1日 至 平成18年 3月31日) 

     (単位：千円) 

 
ネットワーク 
・コンテンツ 
関連事業 

コンシューマ 
・コンテンツ 
関連事業 

その他事業 計 
消去 

又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 7,572,324 6,806,257 61,147 14,439,728 ― 14,439,728 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― ― ― （―） ― 

計 7,572,324 6,806,257 61,147 14,439,728 ― 14,439,728 

  営業費用 6,236,020 6,175,700 67,383 12,479,103 1,060,938 13,540,041 

  営業利益（△営業損失） 1,336,304 630,557 △6,236 1,960,625 (1,060,938) 899,686 

Ⅱ 資産、減価償却費、 
減損損失及び資本的支出 

      

  資産 2,604,753 1,287,852 22,342 3,914,949 972,943 4,887,893 

  減価償却費 40,385 42,683 4,474 87,542 38,065 125,607 

  減損損失 ― ― ― ― 2,999 2,999 

  資本的支出 96,207 96,138 3,060 195,405 19,374 214,779 
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(注) 1. 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業の主な製品 

ネットワーク・コンテンツ関連事業 

（1）携帯電話等のモバイル端末向けエンターテインメン 
ト・コンテンツの制作・販売・受託等 

（2）インターネット上でのオンラインゲーム等のエンター 
テインメント・コンテンツの制作・販売・受託等 

コンシューマ・コンテンツ関連事業 

（1）自社ブランドによる家庭用ゲームソフト及び周辺機器 
の制作・販売、玩具等の制作・販売、版権許諾等 

（2）他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等 
（3）最新テクノロジーの研究・技術開発（Ｒ＆Ｄ）事業 

家庭用ゲーム機向け制作支援システム・ツール・半導
体等の開発・販売等 

その他事業 上記事業に属さない製・商品の制作・販売、版権許諾等 

3.  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社本社の総務部門等管理部

門にかかる費用であり、前連結会計年度は1,553,757千円、当連結会計年度は1,060,938千円であります。 

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、

長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、前連結会計年度は1,874,895千円、当連結会計

年度は972,943千円であります。 

5. 会計方針の変更 

前連結会計年度（自 平成16年4月１日 至 平成17年３月31日） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（4）②ロに記載のとおり、当連結会計年度より、 

特許権、商標権、実用新案権、意匠権に関する会計方針の変更を行いました。この変更により、従来 

の方法によった場合と比較して消去又は全社の営業損失が18,008千円減少しております。 

当連結会計年度（自 平成17年4月１日 至 平成18年３月31日） 

 (1) 「6.会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、営業外収益に計上していた社宅家賃の賃貸 

料収入について、売上原価又は販売費及び一般管理費から控除する方法に変更しております。この変更 

により、従来の方法によった場合と比較して営業利益がネットワーク・コンテンツ関連事業では16,259千 

円、コンシューマ・コンテンツ関連事業では11,314千円、消去又は全社では8,405千円それぞれ増加してお 

ります。 

 (2) 「6.会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、営業外収益に計上していた昼食券の従業員 

負担分について、売上原価又は販売費及び一般管理費から控除する方法に変更しております。この変更 

により、従来の方法によった場合と比較して営業利益がネットワーク・コンテンツ関連事業では9,686千円、 

コンシューマ・コンテンツ関連事業では6,654千円、消去又は全社では7,534千円それぞれ増加しておりま 

す。 

(3) 「6.会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、支払時費用計上していた前払家賃につきま 

して、期間損益の適正化を図るため当連結会計年度から前払費用に計上し、発生月の費用とする方法に変 

更いたしました。この変更により、従来の方法によった場合と比較して営業利益が消去又は全社では 

28,742千円増加しております。また、当該変更が下半期に行われたため、当中間連結会計年度は従来の方 

法によっております。従って、当中間連結会計年度は変更後の方法によった場合に比べ、営業利益が消去 

又は全社では31,357千円少なく計上されております。 

 
(2) 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成16年 4月1日 至 平成17年 3月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額に占める「日本」の割合がいずれも90%を超えて

いるため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年 4月1日 至 平成18年 3月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額に占める「日本」の割合がいずれも90%を超えて

いるため、記載を省略しております。 

 

(3) 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成16年 4月１日 至 平成17年 3月31日) 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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当連結会計年度(自 平成17年 4月1日 至 平成18年3月31日) 

                                    （単位：千円） 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 1,380,558 215,634 49,188 3,773 1,649,155 

Ⅱ 連結売上高     14,439,728 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
9.6 1.5 0.3 0.0 11.4 

（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 

（1） 北米……アメリカ合衆国 

（2） 欧州……ドイツ連邦共和国、フランス共和国、スペイン、ベルギー王国 

（3） アジア…中華人民共和国、大韓民国 

（4） その他…オーストラリア連邦 

3.海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

10．リース取引関係 

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。 

 
11．関連当事者との取引 
 

当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

                       (単位：千円) 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 

事業の内
容 

又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有)割

合 
役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社 コナミ(株) 
東京都 
千代田区 

47,398,773
グループ
企業の統
括管理 

(被所有） 
 直接  
   54.0％ 
 

－ 
販 売 委
託･制作
受託等 

当 社 製 品
の 販 売
(注)1 

3,772,022― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 1. 製品の販売に関しては、市場価格を参考に価格を決定しております。 

   2. 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。 

3.  コナミ㈱は平成18年3月31日付で総合エンタテインメント事業会社からグループ企業の統括管理を行う純粋持 

株会社に移行していますが、当連結会計年度における同社との取引について記載しております。 

 

(2) 子会社等 

          (単位：千円) 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 

事業の内
容 

又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

営業権譲渡 ― 
投資その
他の資産
(その他) 

186,521 関連 

会社 

ジェイビ

ートゥビ

ー(株) 

東京都 

中央区 
372,500 

情報処理

等のサー

ビス 

(所有) 

直接 

25.7％ 

－ 
リース 

取引 リース料等
立替（注）1 ― 立替金 30,393 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 1.  両者協議により個別に契約を締結しております。 

     2.   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。 
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(3) 兄弟会社等 

          (単位：千円) 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 

事業の内
容 

又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有)割
合 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親 会 社

の 子 会

社 

㈱コナミ

デジタル

エンタテ

インメン

ト 

東京都 

港区 
26,000,000 

総合エン

タテイン

メント業 

なし 3名  なし なし ― 売掛金 118,654 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 1. 期末残高には消費税等が含まれております。 

2.  ㈱コナミデジタルエンタテインメントは平成18年3月31日にコナミ株式会社の純粋持株会社への移行によって 

会社分割により設立されており、売掛金の期末残高はコナミ株式会社に対するものが承継されたものでありま 

す。 

 

12．税効果会計関係 

当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 

①繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別の内訳 
（繰延税金資産） 
 イ 繰延税金資産（流動） 
      たな卸資産               1,283,518千円 

      貸倒引当金                15,247千円 

      未払金                        26,206千円 

     その他             34,671千円 

      小計            1,359,644千円 

      評価性引当額              △1,359,644千円 

   繰延税金資産（流動）合計      －千円 

 ロ 繰延税金資産（固定） 

      繰越欠損金           1,780,174千円 

     貸倒引当金                   97,959千円 

      退職給付引当金           170,655千円 

   投資有価証券                   46,306千円 

      その他                       99,966千円 

小計                        2,195,062千円 

評価性引当額       △2,195,062千円 

繰延税金資産（固定）合計      －千円 

 

(繰延税金負債) 

イ 繰延税金負債（流動） 

    貸倒引当金              782千円 

    繰延税金負債（流動）小計      782千円 

ロ 繰延税金負債（固定） 

  貸倒引当金                 2,729千円 

    繰延税金負債（固定）小計      2,729千円 
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  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差異の原因となった主な項目別の内訳 
     

法定実効税率  40.4% 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入 
されない項目 

 
0.7％ 

評価性引当額の減額  △40.2％ 

住民税均等割額  1.1％ 

その他  △0.6％ 

税効果会計適用後の法人税 

等の負担率 

 
1.4％ 

 

13．有価証券関係 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 

前連結会計年度 

（平成17年 3月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成18年 3月31日現在） 
区分 

取得原価 
連結貸借対

照表計上額 
差額 取得原価 

連結貸借対

照表計上額 
差額 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
      

株式 3,000 5,964 2,964 － － － 

小計 3,000 5,964 2,964 － － － 
連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 
      

株式 40,135 36,973 △3,162 － － － 

小計 40,135 36,973 △3,162 － － － 

合計 43,136 42,937 △198 － － － 
(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行っ

ております。 

 

(2) 売却したその他有価証券 

                                                              （単位：千円） 

区分 

前連結会計年度         

(自 平成16年4月１日至 平成17年3月31日) 
当連結会計年度         

(自 平成17年4月１日至 平成18年3月31日) 
売却額 126,991 99,825 

売却益の合計額 40,704 6,418 

売却損の合計額 － 51 

 

(3) 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

                                                                               （単位：千円） 

前連結会計年度 

（平成17年3月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 区分 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

①非上場株式 64,551 1,000 

合計 64,551 1,000 
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14．退職給付関係 
  

前連結会計年度 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

 

(2)退職給付債務に関する事項（平成17年 3月31日現在） 

①退職給付債務  △482,564千円 

②会計基準変更時差異の未処理額  34,166千円 

③未認識数理計算上の差異  68,360千円 

④退職給付引当金  △380,038千円 

  （注）退職給付債務の算定に当っては、特定退職金共済制度の給付予定額を控除しております。 
 

(3)退職給付費用に関する事項（自 平成16年 4月１日 至 平成17年 3月31日） 

①勤務費用                             62,301千円 

②利息費用  10,174千円 

③会計基準変更時差異の費用処理額  61,429千円 

④数理計算上の差異の費用処理額  53,761千円 

⑤特別退職金  137,839千円 

⑥退職給付費用  325,506千円 

（注）上記の退職給付費用以外に特定退職金共済制度の掛金24,147千円を支払っております。 

 

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法   期間定額基準 

②割引率                           1.8％ 

③数理計算上の差異の処理年数         5年 

④会計基準変更時差異の処理年数       5年 

 
当連結会計年度 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

 

(2)退職給付債務に関する事項（平成18年 3月31日現在） 

① 退職給付債務 △432,401千円 
② 未認識数理計算上の差異 9,986千円 
③ 退職給付引当金 △422,415千円 

      （注）退職給付債務の算定に当っては、特定退職金共済制度の給付予定額を控除しております。 

 

(3)退職給付費用に関する事項（自 平成17年 4月１日 至 平成18年 3月31日） 

① 勤務費用 47,752千円
② 利息費用 6,214千円
③ 会計基準変更時差異の費用処理額 34,166千円
④ 数理計算上の差異の費用処理額 15,103千円
⑤ 特別退職金 4,078千円
⑥ 退職給付費用 107,314千円

     （注）上記の退職給付費用以外に特定退職金共済制度の掛金18,933千円を支払っております。 

 

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法   期間定額基準 

②割引率                           1.4％ 

③数理計算上の差異の処理年数         5年 

④会計基準変更時差異の処理年数       5年 



 26

 

生産、受注及び販売の状況 
１．生産実績 

(1)生産実績 

  (単位：千円) 
前連結会計年度 

自 平成16年 4月１日 
至 平成17年 3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年 4月１日 
至 平成18年 3月31日 

金額 金額 
区分 

    

ネットワーク・コンテンツ関連事業 3,687,950  4,621,181  

コンシューマ・コンテンツ関連事業 3,771,051  4,323,742  

その他事業 5,572  67,272  

合計 7,464,575  9,012,196  

      (注) 1. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

          2. 当社グループでは生産活動は行っておりません。したがって、生産実績は当期の製造原価で表示してお

ります。 

 
(2)仕入実績 

    (単位：千円) 
前連結会計年度 

自 平成16年 4月１日 
至 平成17年 3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年 4月１日 
至 平成18年 3月31日 

金額 金額 
区分 

    

ネットワーク・コンテンツ関連事業 9,170  30,824  

コンシューマ・コンテンツ関連事業 1,729,366  865,463  

その他事業 32,772  15  

合計 1,771,308  896,302  

      (注) 1. 金額は仕入価格によっております。 

          2. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
２．受注実績 

       (単位：千円) 

前連結会計年度 
自 平成16年 4月１日 
至 平成17年 3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年 4月１日 
至 平成18年 3月31日 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 
区分 

   前期比(％)    前期比(％) 

ネットワーク・ 
コンテンツ関連事業 

12,449  94,820 30.2 116,400  41,657 △56.1 

コンシューマ・ 
コンテンツ関連事業 

1,436,987  752,785 79.9 2,527,452  530,259 △29.6 

      (注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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３．販売実績 
    (単位：千円) 

前連結会計年度 
自 平成16年 4月１日 
至 平成17年 3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年 4月１日 
至 平成18年 3月31日 

金額 金額 
区分 

    

ネットワーク・コンテンツ関連事業 5,561,733  7,572,324  

コンシューマ・コンテンツ関連事業 6,173,182  6,806,257  

その他事業 85,705  61,147  

合計 11,820,622  14,439,728  

      (注) 1. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

         2. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
   (単位：千円) 

前連結会計年度 
自 平成16年 4月１日 
至 平成17年 3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年 4月１日 
至 平成18年 3月31日 相手先 

金額 割合 金額 割合 

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 3,610,333 30.5 4,213,648 29.2 

コナミ(株) 3,004,462 25.4 3,772,022 26.1 

任天堂(株) 1,691,166 14.3 1,274,852 8.8 

 

   

 


