
平成18年３月期 個別財務諸表の概要

 
平成18年５月11日

上場会社名 株式会社バンダイナムコホールディングス 上場取引所 東
コード番号 7832 本社所在都道府県 東京都
(URL　http://www.bandainamco.co.jp/)
代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　髙須　武男
問合せ先責任者　役職名 取締役 氏名　田中　慶治 ＴＥＬ（０３）５７８３－５５００
決算取締役会開催日 平成18年５月11日 中間配当制度の有無  有
配当支払開始予定日 平成18年６月27日 定時株主総会開催日  平成18年６月26日
単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）    

１．18年３月期の業績（平成17年９月29日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 27,747 － 26,428 － 26,365 －

17年３月期 － － － － － －

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

営業収益
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 26,365 － 101 62 － － 9.7 9.3 95.0

17年３月期 － － － － － － － － －

（注）①期中平均株式数 18年３月期 259,452,088株 17年３月期 －株
②会計処理の方法の変更 無
③株主資本当期純利益率及び総資本経常利益率は、期末の株主資本及び総資本にて算出しております。
④営業収益、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）配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 12 00 － － 12 00 3,126 11.8 1.2

17年３月期 － － － － － － － － －

（注）平成17年９月28日の最終の㈱バンダイ及び㈱ナムコの株主名簿に記載された株主に対し、それぞれの普通株式１株
につき18円及び12円、総額3,097,276,824円の株式移転交付金の支払いを中間配当に代えて、平成17年12月19日に実
施いたしました。

(3）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 283,397 271,441 95.8 1,041 71

17年３月期 － － － － －

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 260,573,002株 17年３月期 －株
②期末自己株式数 18年３月期       7,189株 17年３月期 －株

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,700 1,700 1,700

通　期 6,500 4,500 4,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　17円27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います。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能
性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料
の16ページを参照してください。
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１．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

 
当事業年度

（平成18年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
 構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   5,437  

２．営業未収入金   222  

３．貯蔵品   2  

４．前払費用   12  

５．関係会社短期貸付金   5,000  

６．未収還付税金   5,349  

７．その他   36  

流動資産合計   16,059 5.7

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

（１）建物  36   

減価償却累計額  3 32  

（２）工具器具及び備品  41   

 減価償却累計額  7 34  

有形固定資産合計   66 －

２．無形固定資産     

 （１）ソフトウェア   14  

 無形固定資産合計   14 －

３．投資その他の資産     

（１）投資有価証券   6,369  

（２）関係会社株式   260,798  

（３）その他   89  

投資その他の資産合計   267,256 94.3

 固定資産合計   267,337 94.3

 資産合計   283,397 100.0
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当事業年度

（平成18年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
 構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．短期借入金   10,000  

２．未払金   184  

３．未払費用   55  

４．未払法人税等   21  

５．預り金   17  

６．その他   －  

流動負債合計   10,279 3.6

Ⅱ　固定負債     

１．繰延税金負債   1,676  

固定負債合計   1,676 0.6

 負債合計   11,955 4.2

（資本の部）     

Ⅰ　資本金
※１
※４

 10,000 3.5

Ⅱ　資本剰余金     

１．資本準備金  220,886   

資本剰余金合計   220,886 77.9

Ⅲ　利益剰余金     

１．利益準備金  1,645   

２．別途積立金  10,104   

３．当期未処分利益  26,365   

利益剰余金合計   38,115 13.5

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   2,452 0.9

Ⅴ　自己株式  ※２  △12 －

 資本合計   271,441 95.8

 負債及び資本合計   283,397 100.0
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(2）損益計算書

当事業年度
（自　平成17年９月29日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
 構成比
（％）

Ⅰ　営業収益     

１．関係会社受取配当金  26,738   

２．関係会社経営管理料  1,008 27,747 100.0

Ⅱ　営業費用     

１．一般管理費 ※１  1,319 4.8

営業利益   26,428 95.2

Ⅲ　営業外収益     

１．受取利息  1   

２．受取配当金  16   

３．その他  － 19 0.1

Ⅳ　営業外費用     

１．支払利息  －   

２．創立費  80   

３．その他  － 81 0.3

経常利益   26,365 95.0

税引前当期純利益   26,365 95.0

法人税、住民税及び事業税  － － －

当期純利益   26,365 95.0

当期未処分利益   26,365  

(3）利益処分案

当事業年度
株主総会予定日

（平成18年６月26日）

 区分
注記
番号

金額（百万円） 

Ⅰ　当期未処分利益   26,365

Ⅱ　利益処分額    

１．配当金  3,126  

２．別途積立金  16,000 19,126

Ⅲ　次期繰越利益   7,238

(注）平成17年９月28日の最終の㈱バンダイ及び㈱ナムコの株主名簿に記載された株

主に対し、それぞれの普通株式１株につき18円及び12円、総額3,097,276,824円

の株式移転交付金の支払いを中間配当に代えて、平成17年12月19日に実施いたし

ました。
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Ⅰ．重要な会計方針

項目 
当事業年度

（自　平成17年９月29日
    至　平成18年３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

移動平均法による原価法

 (２）その他有価証券

時価のあるもの

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

２．固定資産の減価償却の方法  (１）有形固定資産　

定率法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであ
ります。

建物　　　　　　　　　　　８～15年

工具器具及び備品　　　　　５～15年

 (２）無形固定資産

定額法

 なお、主な耐用年数は、以下のとおりであり
ます。

ソフトウェア（自社利用分）　　５年

３．繰延資産の処理方法
 

創立費及び新株発行費については支出時に
全額費用として処理しております。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨
への換算基準
 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替
相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。

５．消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

Ⅱ．追加情報

当事業年度
（自　平成17年９月29日

    至　平成18年３月31日）

金銭交付による簡易株式交換について

当社は、平成18年３月29日開催の取締役会において、平成18年６月１日を期日とし
て㈱バンプレストを完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付で同社と
株式交換契約を締結いたしました。本株式交換は、当社においては商法第358条第１
項の定めに基づき、㈱バンプレストにおいては、産業活力再生特別措置法第12条の４
第２項の定めに基づき、商法第353条第１項に定める株主総会の承認を得ずに行う簡
易株式交換となります。また、本株式交換は、産業活力再生特別措置法第12条の９の
定めに基づく金銭交付による株式交換となります。

なお、詳細については、決算短信（連結）の「４．連結財務諸表等　Ⅱ．追加情
報」に記載のとおりであります。
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Ⅲ．注記事項

（貸借対照表関係）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数等　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式　1,000,000,000株

定款の定めにより株式の消却が行われた場合には、会社が発行する株式につい
て、これに相当する株式数を減ずることとなっております。

発行済株式総数　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式　　260,580,191株

※２．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式7,189株であります。

  ３．配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付したことにより増加した
純資産額は2,452百万円であります。

※４．当期中の発行済株式数の増減

発行形態

 

株式会社バンダイ及び株式会

社ナムコからの株式移転によ

る当社設立に伴う新株発行

株式会社バンダイロジパルと

の株式交換のための新株発行

 

発行年月日 平成17年９月29日 平成18年１月31日 

発行株式数 258,613,382株 1,966,809株 

資本組入額 10,000百万円 － 

 

（損益計算書関係）

当事業年度
（自　平成17年９月29日

    至　平成18年３月31日）

※１．一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 239百万円

役員報酬 213 

給与手当 192 

交際費 101 

減価償却費 12

支払手数料 300 
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（その他）

①　リース取引

該当事項はありません。

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

種類

当事業年度
（平成18年３月31日）

貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 20,499 101,697 81,198

関連会社株式 3,008 13,295 10,287

合計 23,507 114,993 91,485

③　税効果会計

当事業年度
（平成18年３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

（繰延税金資産）  
繰越欠損金 81百万円
未払賞与 18
未払事業税等 8
一括償却資産 3 
繰延税金資産小計 111

評価性引当額 △111
繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  
その他有価証券評価差額金 △1,676
繰延税金負債合計 △1,676
繰延税金負債の純額 △1,676
  

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 40.6％ 
（調整）  
 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △41.2 
 評価性引当金の増加 0.4 
 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 
 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.0 
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（重要な後発事象）

当事業年度
（自　平成17年９月29日

    至　平成18年３月31日）

関係会社からの借入の実施について

　当社は、グループ金融政策の一環で当社にグループ会社の資金を集中することを
目的として、平成18年４月３日付でバンダイネットワークス㈱、バンダイビジュア
ル㈱、㈱バンプレスト、㈱バンダイロジパルから、平成18年４月17日付で㈱サンラ
イズから平成18年７月３日を返済期日として合計13,100百万円の借入を実施いたし
ました。
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２．役員の異動

１．代表者の異動

 該当事項はありません。

２．その他の役員の異動（平成18年６月26日付）

(1)新任取締役候補

 取  締  役        石川祝男（現　株式会社バンダイナムコゲームス代表取締役社長）

 取  締  役        東　　純（現　株式会社ナムコ代表取締役社長）

 

(2)退任予定取締役

 取締役会長　　　　髙木九四郎

（平成18年６月１日付で株式会社ナムコ取締役会長及び株式会社バンダイナムコゲームス取

締役会長に就任予定）

 取  締  役　　　　石村繁一

（現バンダイネットワークス株式会社顧問。平成18年６月20日付で同社取締役副社長に就任

予定）
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