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平成18年３月期 
(2006年３月期) 

９．個別財務諸表の概要 

 
 

 

平成18年５月17日 

上場会社名 コナミ株式会社 上場取引所 東京証券取引所 

コード番号 9766 ニューヨーク証券取引所 

(URL http://www.konami.co.jp )  ロンドン証券取引所 

   シンガポール証券取引所 

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 上月 景正 本社所在都道府県 東京都 

問合せ先責任者 役職名 代表取締役ＣＦＯ 氏名 山口 憲明 ＴＥＬ（03）5220－0163 

決算取締役会開催日 平成18年５月17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30日 定時株主総会開催日 平成18年６月29日 

単元株制度採用の有無   有（１単元 100株） 
 １．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 
(1)経営成績 （注）金額は百万円未満を切り捨て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３月期 122,591 －8.6 14,305 235.7 19,291 43.5 

17年３月期 134,117 －8.5 4,261 －68.0 13,447 －20.5 

 

 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   16,572 29.5 124.75 124.71 12.5 9.9 15.7 

17年３月期 12,794 23.2  105.33 －  11.7 7.3 10.0 

 （注） ①期中平均株式数 18年３月期 131,089,462株  17年３月期 119,970,052株 
 ②会計処理の方法の変更  無 
 ③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)配当状況    

 １株当たり年間配当金 

  中間 期末 
配当金総額 

（年    間） 配当性向 株主資本 
配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
18年３月期 54.00 27.00 27.00 7,303 43.3 4.8 

17年３月期 54.00 27.00 27.00 6,461 51.3 5.8 
  
(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 202,303 153,339 75.8 1,092.15 

17年３月期 187,798 111,423 59.3 931.24 

 （注） ①期末発行済株式数 18年３月期  140,200,828株  17年３月期 119,481,411株 
 ②期末自己株式数 18年３月期   3,354,958株  17年３月期  9,256,155株 
 ２．平成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）   

１株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期純利益 
中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 
中間期    27.00 － － 

通期    － 27.00 54.00 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  円 銭 
 （注） 当社は平成19年３月期の単独決算業績予想を開示しておりません。 
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10．個別財務諸表等 
 

 

(1)貸借対照表 

  前事業年度 
（平成17年３月31日現在） 

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 

（％） 金額（百万円） 構成比 
（％） 

（資産の部）        
Ⅰ 流動資産        
１． 現金及び預金   37,121   43,980  
２． 売掛金 ※２  18,233   －  
３． 製品   2,846   －  
４． 原材料   719   －  
５． 仕掛品   2,019   －  
６． 前渡金 ※２  3,862   －  
７． 前払費用   577   45  
８． 繰延税金資産   9,719   891  
９． 関係会社短期貸付金   3,192   12,890  
10． 未収入金   1,244   1,192  
11． その他   567   188  

貸倒引当金   －199   －18  
流動資産合計   79,904 42.5  59,170 29.3 

Ⅱ 固定資産        
１．有形固定資産 ※１       
(1) 建物付属設備   356   37  
(2) 構築物   1   －  
(3) 機械装置   0   －  
(4) 車両運搬具   3   4  
(5) 工具器具備品   1,596   39  
(6) 建設仮勘定   27   －  
有形固定資産合計   1,986 1.1  81 0.0 

２．無形固定資産        
(1) ソフトウェア   5,899   3  
(2)  ソフトウェア仮勘定   5,427   －  
(3) その他   5   0  
無形固定資産合計   11,332 6.0  3 0.0 

３．投資その他の資産        
(1) 投資有価証券   360   952  
(2) 関係会社株式   87,318   139,628  
(3)  関係会社長期貸付金   1,496   －  
(4) 破産更生債権等   98   －  
(5) 長期前払費用   61   －  
(6) 繰延税金資産   2,380   544  
(7) 差入保証金   2,459   1,264  
(8) その他   511   658  

貸倒引当金   －111   －  
投資その他の資産合計   94,574 50.4  143,048 70.7 
固定資産合計   107,894 57.5  143,132 70.7 
資産合計   187,798 100.0  202,303 100.0 
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  前事業年度 
（平成17年３月31日現在） 

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 

（％） 金額（百万円） 構成比 
（％） 

（負債の部）        
Ⅰ 流動負債        
１．支払手形   5,662   －  
２．買掛金 ※２  8,589   －  
３．１年以内に償還予定の社債   15,000   15,000  
４．１年以内に返済予定の長期借入金   912   1,992  
５．未払金 ※２  2,443   6,356  
６．未払費用   4,843   128  
７．未払法人税等   3,245   6,791  
８．預り金   136   138  
９．その他   173   243  
流動負債合計   41,008 21.9  30,651 15.2 

Ⅱ 固定負債        
１．社債   30,000   15,000  
２．長期借入金   3,972   1,980  
３．役員退職慰労引当金   1,354   1,332  
４．預り保証金   41   －  
固定負債合計   35,367 18.8  18,312 9.0 
負債合計   76,375 40.7  48,963 24.2 

（資本の部）        
Ⅰ 資本金 ※３  47,398 25.2  47,398 23.4 
Ⅱ 資本剰余金        
１．資本準備金  23,608   36,893   

   ２．その他資本剰余金        
   (1)  資本金及び資本準備金減少差益  23,498   6,674   

資本剰余金合計   47,106 25.1  43,568 21.6 
Ⅲ 利益剰余金        
１．利益準備金  －   283   
２．任意積立金        
(1) 別途積立金  29,094   34,094   

３．当期未処分利益  16,093   38,168   
利益剰余金合計   45,188 24.1  72,546 35.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   0 0.0  64 0.0 
Ⅴ 自己株式 ※５  －28,271 －15.1  －10,238 －5.1 
資本合計   111,423 59.3  153,339 75.8 
負債資本合計   187,798 100.0  202,303 100.0 
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(2)損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 百分比 

（％） 金額（百万円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※１  134,117 100.0  122,591 100.0 
Ⅱ 売上原価 ※１       
(1) 期首製品たな卸高  4,287   2,846   
(2) 当期製品購入高  19,560   8,935   
(3) 当期製品製造原価  76,514   52,135   

合計  100,361   63,918   
(4) 他勘定振替高 ※２ 104   115   
(5) 会社分割による減少高  －   2,481   
(6) 期末製品たな卸高  2,846   －   

  97,410   61,321   
(7) 商標使用料 ※３ 9,711 107,121 79.9 14,178 75,499 61.6 
売上総利益   26,995 20.1  47,091 38.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４ 
※５ 22,733 16.9 32,786 26.7 

営業利益  
 

4,261 3.2 
 

14,305 11.7 
Ⅳ 営業外収益        
(1) 受取利息  64   56   
(2) 受取配当金 ※１ 9,418   5,360   
(3) 為替差益  245   139   
(4) その他  109 9,838 7.3 122 5,679 4.6 

Ⅴ 営業外費用        
(1) 支払利息  153   64   
(2) 社債利息  400   346   
(3) その他  98 652 0.5 282 693 0.6 
経常利益   13,447 10.0  19,291 15.7 

Ⅵ 特別利益        
(1) 関係会社株式売却益  703   5,555   
(2) 貸倒引当金戻入益  －   151   
(3) 子会社投資等損失引当金戻入益  1,019 1,722 1.3 － 5,707 4.7 
Ⅶ 特別損失        
(1) 固定資産除売却損 ※６ 67 67 0.1 247 247 0.2 

税引前当期純利益   15,102 11.2  24,751 20.2 

法人税、住民税及び事業税  4,410   8,803   

法人税等調整額  －2,102 2,308 1.7 －625 8,178 6.7 

当期純利益   12,794 9.5  16,572 13.5 

前期繰越利益   6,534   7,710  

合併による未処分利益受入額   －   17,402  

中間配当額   3,235   3,518  

当期未処分利益   16,093   38,168  
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製造原価明細書 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比 

(％) 金額（百万円） 構成比 
(％) 

１ 材料費   49,811 65.6  25,916 45.8 
２ 外注加工費   1,222 1.6  1,308 2.3 
３ 労務費   628 0.8  636 1.1 
４ 経費 ※２  1,340 1.8  2,133 3.8 
５ 製品制作費 ※３  22,940 30.2  26,627 47.0 

当期総製造費用   75,944 100.0  56,623 100.0 

期首仕掛品たな卸高   2,597   2,019  

   合計   78,541   58,642  

会社分割による減少高   －   6,499  

  期末仕掛品たな卸高   2,019   －  

  他勘定振替高   8   7  

  当期製品製造原価   76,514   52,135  
        

 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 原価計算の方法 １ 原価計算の方法 
総合原価計算を採用しております。 
但し、制作費については個別原価計算を採用し
ております。 

同左 

※２ 経費のうち主なもの ※２ 経費のうち主なもの 

減価償却費          412百万円 
業務委託費          131 
消耗器具備品費         75 

減価償却費          375百万円 
業務委託費           16 
消耗器具備品費         50 

※３ 製品制作費の内訳 ※３ 製品制作費の内訳 
人件費           2,917百万円 
減価償却費          260 
制作委託費         16,122 
その他           3,640    
 合計           22,940 

人件費           11,786百万円 
減価償却費          903 
制作委託費          5,808 
その他           8,129          
 合計           26,627      
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(3)利益処分案 

 
前事業年度 
株主総会承認日 

（平成17年６月23日） 

当事業年度 
株主総会承認予定日 
（平成18年６月29日） 

区分 注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   16,093  38,168 

Ⅱ 利益処分額      

１．配当金  3,225  3,785  

２．取締役賞与金  157  220  

３．任意積立金      

別途積立金  5,000 8,382 18,000 22,005 

Ⅲ 次期繰越利益   7,710  16,162 
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重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１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)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しております） 

時価のないもの 

      移動平均法による原価法 

① 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 
同左 

 

 

時価のないもの 

同左 
(2)デリバティブ等の評価基準及び評価方法 
デリバティブ 
時価法 

(2)デリバティブ等の評価基準及び評価方法 
デリバティブ 

同左 
(3)たな卸資産の評価基準及び評価方法 (3)たな卸資産の評価基準及び評価方法 
① 製品、原材料……移動平均法による原価法 ① 製品、原材料……同左 
② 仕掛品……………移動平均法による原価法。な

お、制作中の仕掛品について
は個別法による原価法。 

② 仕掛品……………同左 

(4)固定資産の減価償却の方法 (4)固定資産の減価償却の方法 
① 有形固定資産 

定率法 

① 有形固定資産 
同左 

② 無形固定資産 
定額法 
 なお、自社利用のソフトウェアについて
は、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法 

② 無形固定資産 
同左 

③ 長期前払費用 
定額法 

③ 長期前払費用 
同左 

(5)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 (5)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、期末日の直物為替相
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。 

同左 

(6)引当金の計上基準 (6)引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 
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
を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 
同左 
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前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

② 退職給付引当金（前払年金費用） 
 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき計上しております。 
なお、会計基準変更時差異については、13年
による按分額を費用に戻し入れ処理しておりま
す。 
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時に
おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（８年）による定額法により按分した額
を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理す
ることにしております。 

（追加情報） 
当事業年度末において、従業員の平均残存勤
務期間が数理計算上の差異の費用処理年数より
短くなったため数理計算上の差異の費用処理年
数を13年から８年に変更しております。 

② 退職給付引当金（前払年金費用） 
同左 

③ 役員退職慰労引当金 
 役員に対する退職慰労金の支払いに充てるた
め、内規による期末要支給額を計上しておりま
す。 

③ 役員退職慰労引当金 
同左 

(7)リース取引の処理方法 (7)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。 

同左 

(8)その他財務諸表作成のための重要な事項 (8)その他財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理については、税抜方式に

よっております。 

同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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。 

 

────── 

 

（退職給付に係る会計基準） 

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年

３月16日）及び「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針

第７号 平成17年３月16日）を適用しております。

これによる影響は軽微であります。 

 

 

 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (貸借対照表関係) 

前事業年度まで独立掲記していた「設備関係支払

手形」（前期74百万円、当期18百万円）は、当事業

年度から「支払手形」に含めて表示しております。 

────── 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成17年３月31日現在) 

当事業年度 
(平成18年３月31日現在) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 3,949百万円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 204百万円  

※２．関係会社に対する資産・負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて

いる関係会社に対するものは次のとおりであり

ます。 

※２．関係会社に対する資産・負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて

いる関係会社に対するものは次のとおりであり

ます。 

売掛金 17,958百万円 

前渡金 3,852 

買掛金 3,575 
   

未払金 5,961百万円 

  

  
 

 

※３．会社が発行する株式の総数 

普通株式 

 

450,000千株 

※３．会社が発行する株式の総数 

普通株式 

 

450,000千株   

発行済株式総数 

普通株式 

 

128,737 

発行済株式総数 

普通株式 

 

143,555 

    

 ４．       ──────  ４．保証債務 

 下記関係会社の金融機関からの借入に対し、

債務保証を行っております。 

 
 

    Konami Gaming, Inc. 352百万円 
（US$3,000千） 

 

※５．自己株式 

 

※５．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

9,256千株であります。 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

3,354千株であります。 

  

   ６．配当制限 

 

６．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 

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 

 0百万円  64百万円 

  

７．       ────── ７．当期中の発行済株式数の増加 

 発行形態 合 併 株式交換 

 発行年月日 平成17年４月１日 平成18年３月１日 

 発行株式数 10,794,142株 4,024,078株 

 発行価格 － － 

 資本組入額 － － 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

※１．関係会社との取引 ※１．関係会社との取引 

関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

売上高 133,209百万円

仕入高 23,399 

受取配当金 9,412 
 

  

売上高 68,562百万円

仕入高 3,406 

受取配当金 5,354 
  

 

※２．他勘定振替高の内訳 ※２．他勘定振替高の内訳 

販売費及び一般管理費 104百万円 
 

 販売費及び一般管理費 115百万円 
 

 

※３．商標使用料 ※３．商標使用料 

ゲームソフト事業、トイ＆ホビー事業およびア

ミューズメント事業における、製造・販売に関連

して支払った商標使用料であります。 

デジタルエンタテインメント事業における、製

造・販売に関連して支払った商標使用料でありま

す。 

※４．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※４．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

広告宣伝費 7,362百万円

販売促進費 754 

給料手当 3,037 

減価償却費 1,183 

賃借料 3,231 

業務委託費 3,370 

  

販売費に属する費用の割合 36.0％ 

一般管理費に属する費用の割合   64.0 
 

 

広告宣伝費 7,548百万円

販売促進費 2,206 

給料手当 3,746 

減価償却費 4,965 

賃借料 3,597 

業務委託費 5,011 

  

販売費に属する費用の割合 37.6％ 

一般管理費に属する費用の割合    62.4 
 

 

※５．一般管理費に含まれる研究開発費 ※５．一般管理費に含まれる研究開発費 

 486百万円
 

  1,191百万円 

 
 

※６．固定資産除売却損の内訳 ※６．固定資産除売却損の内訳 

工具器具備品除却 28百万円

ソフトウェア除却 38 

合計 67 
 

 
    

建物付属設備除却 22百万円

工具器具備品除売却 124 

ソフトウェア除却 100 

合計 247 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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 

 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

当額及び期末残高相当額 

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 

（百万円） 

減価償却累

計額相当額 

（百万円） 

期末残高相

当額 

（百万円） 

ソフトウェア 10 4 6 

工具器具備品 772 419 353 

合計 782 423 359 

ｘ 

 

 
 

 

取得価額相

当額 

（百万円） 

減価償却累

計額相当額 

（百万円） 

期末残高相

当額 

（百万円） 

工具器具備品 70 51 19 

合計 70 51 19 

ｘ 

 

２．未経過リース料期末残高相当額 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 166百万円

１年超 209 

 合計 375 
 

 

 
１年内 9百万円

１年超 10 

 合計 20 
 

 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

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、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 211百万円

減価償却費相当額 202 

支払利息相当額 6  
 

 

  

 
支払リース料 15百万円 

減価償却費相当額 14 

支払利息相当額 0 
 

 

  
４．減価償却費相当額の算定方法 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

定額法により算定しております。 

同左 

５．支払利息相当額の算定方法 ５．支払利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各事業年度への配分方法に

ついては、利息法によっております。 

同左 

 （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） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 前事業年度（平成17年３月31日現在） 当事業年度（平成18年３月31日現在） 

 
貸借対照表
計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

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 1,312 49,991 48,679 8,167 7,728 －438 

関連会社株式 12,194 14,756 2,562 5,993 6,593 600 

合計 13,506 64,748 51,241 14,160 14,322 161 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 
 
繰延税金資産 
役員退職慰労引当金 551百万円 
子会社投資等損失引当金 167 
未払費用 2,560 
たな卸資産等 6,959 
ソフトウェア 1,443 
その他 731 

繰延税金資産 小計 12,412 

評価性引当額 －301 
繰延税金資産 合計 12,111 
繰延税金負債  
その他 －11 
繰延税金負債 合計 －11 
繰延税金資産の純額 12,099 
  
 

  

 
繰延税金資産 
役員退職慰労引当金 542百万円 
未払費用 891 
減価償却超過額 10 
その他 45 

繰延税金資産 小計 1,490 

評価性引当額 －9 
繰延税金資産 合計 1,480 
繰延税金負債  
その他有価証券評価差額金 －44 
繰延税金負債 合計 －44 
繰延税金資産の純額 1,436 
  
  

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異の主な内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の主な内訳 

 
法定実効税率 40.7％   
（調整） 
交際費等永久に損金に算入されない
項目 

0.8   

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

－8.7   

住民税均等割等 0.1   

IT投資減税 －5.4   

税額控除 －11.3 

評価性引当金 －2.8   

その他 1.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.3   
 

 
法定実効税率 40.7％ 
（調整）  
交際費等永久に損金に算入されない
項目 

0.2 

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

－6.0 

住民税均等割等 0.2 

IT投資減税 －3.3 

税額控除 －1.2 

評価性引当金 －1.2 
その他 3.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  33.0 
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（後発事象） 

 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 

（1）当社は、平成17年２月22日開催の臨時株主総会で承認を受け､当社の子会社である株式会社コナミコンピュータエンタ

テインメントスタジオ、株式会社コナミコンピュータエンタテインメント東京、株式会社コナミコンピュータエンタテ

インメントジャパンと、平成17年４月１日に合併いたしました。 

 

①合併の目的 

従来コナミグループのゲームソフト事業は、株式会社コナミコンピュータエンタテインメントスタジオ、株式会社コナ

ミコンピュータエンタテインメント東京、株式会社コナミコンピュータエンタテインメントジャパンの制作会社３社がゲ

ームソフトの制作を担当し、パブリッシャーである当社がゲームソフトの商品化を行った後、グループ内の販売子会社を

通じて商品販売を行っておりましたが、本合併により当社が制作会社３社の役割を引き継ぎました。すなわち、商品企

画・制作から商品化権の取得やプロモーションに至るまで、当社がゲームソフトのパブリッシャーとしての機能を一貫し

て担うこととなり、従来以上に迅速かつ柔軟な意思決定を行うことが可能となります。また、従来、制作会社３社に分散

していたクリエーターや制作ノウハウの集約・共有を実現し、今後成長が見込めるオンライン事業に経営資源を重点的に

シフトしてまいります。なお、これに合わせて、コナミグループにおけるオンライン事業の中核会社である株式会社コナ

ミオンラインを平成17年4月1日に当社に合併し、これにより今回の合併効果を高めてまいります。また、アミューズメン

ト事業やトイ＆ホビー事業との事業間シナジーをこれまで以上に促進してまいります。 

 

②合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社コナミコンピュータエンタテインメントスタジオ、株式会社コナミコ

ンピュータエンタテインメント東京、株式会社コナミコンピュータエンタテインメントジャパンは解散いたしました。 

 

合併期日 

 平成17年4月1日 

 

合併比率 

当社 株式会社コナミコンピュータ

エンタテインメント 

スタジオ 

株式会社コナミコンピュータ

エンタテインメント 

東京 

株式会社コナミコンピュータ

エンタテインメント 

ジャパン 

1.00 0.42 1.00 0.81 

 

合併交付金 

制作会社３社それぞれの平成１７年３月期における当期純利益の50％から中間配当額を差し引いた金額を算定基礎と

した以下の合併交付金を、合併期日前日を基準日として各社の株主に対し支払うものといたします。 

 

株式会社コナミコンピュータエンタテインメントスタジオ          0円      （0円／株） 

株式会社コナミコンピュータエンタテインメント東京   424百万円  （88.00円／株） 

株式会社コナミコンピュータエンタテインメントジャパン   271百万円  （55.50円／株） 

 

 

 



－ 36 － 

③被合併会社の概要 

商号 株式会社コナミコンピュータ 

エンタテインメントスタジオ 

株式会社コナミコンピュータ  

エンタテインメント東京 

株式会社コナミコンピュータ 

エンタテインメントジャパン 

売上高 8,907百万円 15,766百万円 11,232百万円 

当期純利益 17百万円 3,563百万円 2,400百万円 

総資産 7,826百万円 17,791百万円 18,193百万円 

株主資本 5,371百万円 13,039百万円 14,658百万円 

従業員数 351人 293人 220人 

資本金 1,213百万円 2,323百万円 3,366百万円 

発行済株式総数 14,941,500株 14,601,840株 14,424,000株 

事業内容 家庭用ゲームソフトの 

制作・製造、および販売 

家庭用ゲームソフトの 

制作・製造、および販売 

家庭用ゲームソフトの 

制作・製造、および販売 

（上記財務数値等は平成17年３月末時点のもの） 

 

 

（2）当社は、平成17年４月11日開催の取締役会において、株式会社ハドソンの第三者割当増資を引き受ける旨を決議いた

しました。これにより当社は株式会社ハドソンの発行済株式の53.99％を保有することとなり、株式会社ハドソンは当社

の子会社となります。 

 

①株式取得の目的 

株式会社ハドソンは、平成17年3月期決算で大幅な損失を計上する見込みであり、現在大規模な事業再構築に着手し経

営再建途上にありますが、同社の自己資本が大きく減少する中で当社への支援要請があり、当社はこの依頼を受け、同社

を支援することを決定いたしました。当社としては、今後は同社の経営再建を支援するとともに、特にオンライン分野で

の相乗効果を目指してまいります。 

 

②第三者割当増資の実施要領 

取得株式数 3,000,000株（取得価額 1,434百万円） 

払込期日  平成17年４月27日 

 

③株式会社ハドソンの概要 

商号 株式会社ハドソン 

売上高 11,605百万円 

当期純利益 －8,382百万円 

総資産 8,511百万円 

株主資本 744百万円 

従業員数 480人 

資本金 4,347百万円 

発行済株式総数 16,214,000株 

事業内容 モバイル、オンラインコンテンツ

および家庭用ゲームソフトの制

作・製造、および販売 

（上記財務数値等は平成17年３月末時点のもの）

 



  － 37 －  

（3）当社は、平成17年４月25日開催の取締役会において、保有していた株式会社タカラの株式の売却を決議し､同日これを

実行いたしました。 

 

①株式売却の目的 

株式会社タカラからの要請により平成12年7月に同社の第三者割当増資を引き受け、同社の普通株式20,104,000株（発

行済普通株式の22.2％）を保有し、同社を支援してまいりましたが、両社を取り巻く事業環境がこの４年９ヶ月の間に大

きく変化した事を踏まえ、同社との資本関係を見直し、同社株式を売却することといたしました。 

 

②株式売却の実施要領 

売却前の所有株式数      20,104,000株 

売却株式数          20,104,000株（売却価額 11,016百万円） 

売却後の所有株式数           0株 

売却益             5,555百万円（単体決算） 

売却日           平成17年4月25日 

 

③株式会社タカラの概要  

商号 株式会社タカラ 

売上高 45,606百万円 

当期純利益 -20,385百万円 

総資産 43,423百万円 

株主資本 8,725百万円 

従業員数 484人 

資本金 18,121百万円 

発行済株式総数 90,462,244株 

事業内容 玩具の製造、および販売 

（上記財務数値等は平成17年３月末時点のもの） 

 

 

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 

該当事項はありません。 
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11．役員の異動 
 

 

 

 

１． 取締役の異動  
 

該当事項はありません。 

 
 
２． 監査役の異動  

 

該当事項はありません。 

 

 

 


