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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 (注)金額は百万円未満を四捨五入で表示しております。 

 売 上 高 及 び 営 業 収 入 営 業 利 益 税 引 前 当 期 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
18年３月期 262,137 0.6 2,481 －91.2 8,438 －69.2 

17年３月期 260,691 －4.7 28,136 －30.9 27,442 －31.6 
 

 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 

総資本税引前
当期利益率 

売上高税引前
当期利益率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
18年３月期 23,008 119.4 175.86 175.80 17.1 2.8 3.2 
17年３月期 10,486 －47.8 87.41 87.41 10.1 9.2 10.5 
 (注) ①持分法投資損益 18年３月期       33百万円   17年３月期  －6,293百万円 
 ②期中平均株式数(連結) 18年３月期  130,835,422株   17年３月期  119,970,052株 
 ③会計処理の方法の変更  無 
 ④売上高及び営業収入、営業利益、税引前当期利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率を示して

おります。 
  
 

(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 302,637 163,815 54.1 1,194.41 
17年３月期 304,321 105,857 34.8 885.97 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年３月期  137,152,347株   17年３月期  119,481,411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 23,879 －7,266 －38,330 68,694 
17年３月期 27,760 －14,343 －11,670 89,583 

 (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 23社 持分法適用非連結子会社数 ０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）６社 （除外）10社  持分法（新規）１社 （除外）２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)  

 売上高及び営業収入 営 業 利 益 税 引 前 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

通期 275,000 29,000 28,500 16,000 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   116円66銭 

※ 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれております。世界経
済、競合状況、為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能
性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の10ページをご参照して下さい。 
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１．企業集団の状況 
 
当社グループは当社(コナミ株式会社)、連結子会社23社および持分法適用会社１社により構成される、娯楽産業
と健康産業を通じて、お客さまに「価値ある時間(=「High Quality Life」)」を提供する企業集団であります。 
事業の内容と当社、連結子会社および持分法適用会社の各事業における位置付けならびに事業別セグメントとの
関連は、次のとおりであります。 
なお、次の４事業は「８．セグメント情報」に掲げる事業別セグメント情報の区分と同一でありますが、下記注
４の通り、2005年10月１日付で、ヘルス＆フィットネス事業は健康サービス事業に、カジノ事業はゲーミング＆シ
ステム事業に、それぞれ名称変更しております。 

事 業 の 種 類 主 要 な 会 社 

国内 

(※２) 

(株)コナミデジタルエンタテインメント(※12)、 

(株)ハドソン(※３)、 

コナミロジスティクス＆サービス(株) (※６)、 

(株)インターネットレボリューション（※８) 

デジタルエンタテインメント事業 
(注３) 

海外 

Konami Digital Entertainment,Inc. (※７、10)、 

Konami Digital Entertainment GmbH (※10)、 

Konami Software Shanghai,Inc.、 

Konami Digital Entertainment B.V. (※10)、 

Konami Digital Entertainment Limited (※10)、 

Hudson Entertainment,Inc. (※３) 

健康サービス事業 
(注４) 

国内 

(株)コナミスポーツ＆ライフ(※９)、 

(株)コナミデジタルエンタテインメント(※12)、 

コナミロジスティクス＆サービス(株) (※６)、 

リゾートソリューション(株) (※11)、その他２社 

ゲーミング＆システム事業 
(注４) 

海外 
Konami Gaming,Inc.、 

Konami Australia Pty Ltd.、その他１社 

国内 

コナミロジスティクス＆サービス(株) (※６) 

ＫＰＥ(株)、コナミリアルエステート(株)、 

(株)コナミスクール、その他２社 その他の事業 

海外 
Konami Corporation of America、 

Konami Digital Entertainment B.V.、その他１社 

(注)１．各事業毎の主要な会社は、複数事業を営んでいる場合にはそれぞれに含めております。 
２．当連結会計年度における主要な会社の主な変更点は、下記のとおりであります。 
（※１）当社は、2005年４月１日付で、(株)コナミコンピュータエンタテインメントスタジオ、(株)コナミ

コンピュータエンタテインメント東京、(株)コナミコンピュータエンタテインメントジャパン、
(株)コナミオンラインおよび(株)コナミメディアエンタテインメントと合併しております。 

（※２）当社は、2005年４月25日付で、関連会社であり、持分法適用会社であった(株)タカラにつき、保有
していた株式を全て売却し、同社との資本関係を解消いたしました。 

（※３）当社は、2005年４月27日付で、関連会社であり、持分法適用会社であった(株)ハドソンにつき、第
三者割当増資を引き受け、同社の発行済株式の53.99％を保有することとなり、同社を連結子会社
といたしました。また、同社の子会社であるHudson Entertainment, Inc.を連結子会社としており
ます。 

（※４）当社は、2005年６月１日付で、(株)コナミトロイマーと合併しております。 
（※５）当社は、2005年10月１日付で、コナミマーケティング(株)と合併しております。 
（※６）2005年10月１日付で、コナミロジスティクス＆サービス(株)を設立しております。 
（※７）Konami Digital Entertainment, Inc. は、2005年10月１日付で、Konami Marketing, Inc. と合併

しております。 
（※８）2006年２月１日付で、(株)インターネットイニシアティブとの共同出資により、(株)インターネッ

トレボリューションを設立しております。 
（※９）2006年２月28日付で、コナミスポーツライフ(株)とコナミスポーツ(株)は合併しております。また、

当社は、2006年３月１日付で合併後のコナミスポーツ(株)を株式交換により完全子会社としており
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ます。なお、同社は、商号を(株)コナミスポーツ＆ライフに変更しております。 
（※10）2006年３月２日付で、Konami Marketing (Asia) Limited は Konami Digital Entertainment 

Limited に、2006年３月22日付で、Konami of Europe GmbH は Konami Digital Entertainment 
GmbH に、2006年３月23日付で、Konami Corporation of Europe B.V. は Konami Digital 
Entertainment B.V. に、それぞれ商号変更しております。 

（※11）当社は、2006年３月10日付で、リゾートソリューション(株)の発行済株式の20.0％を取得し、同社
を持分法適用会社といたしました。 

（※12）当社は、2006年３月31日付で、デジタルエンタテインメント事業を新たに設立した(株)コナミデジ
タルエンタテインメントに承継させる会社分割を行い、持株会社体制に移行いたしました。 

３．デジタルエンタテインメント事業は、従来の「ゲームソフト」「トイ＆ホビー」「アミューズメント」の
３つの領域に加え、「オンライン」「マルチメディア」という２つの領域を新設して、５つの領域を束ね
ております。 

４．2005年10月１日付で、ヘルス＆フィットネス事業は健康サービス事業に、カジノ事業はゲーミング＆シス
テム事業に、それぞれ名称変更しております。 

 
 



以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

（物流）

（インターネット経由販売）

（その他の事業） （その他の事業）

ユ　ー　ザ　ー　・　得　意　先

国 内 海 外

デジタルエンタテインメント事業

健康サービス事業 ゲーミング＆システム事業

Konami Gaming,Inc.
Konami Australia Pty Ltd.　他１社

コナミリアルエステート(株)
(株)コナミスクール 他３社

Konami Corporation of America
Konami Digital Entertainment B.V.
他１社

コナミロジスティクス＆サービス(株)

Konami Digital Entertainment,Inc.
Konami Digital Entertainment GmbH
Konami Digital Entertainment Limited
Konami Software Shanghai,Inc.　他２社

（制作・製造・販売）

(株)コナミスポーツ＆ライフ　他３社

（制作・製造・販売）（制作・製造・販売、
　スポーツクラブ施設運営）

(株)コナミデジタルエンタテインメント
(株)ハドソン

（制作・製造・販売）

　
コ
 
ナ
 
ミ
 
株
 
式
 
会
 
社
 
（
純
 
粋
 
持
 
株
 
会
 
社
）

(株)インターネットレボリューション

（インターネットポータルサイト運営）
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２．経営方針 
 

１．経営の基本方針 

当社グループは、企業理念として「世界中の人々への『価値ある時間』の創造と提供を通して、常に期待される企業集

団を目指す」ことを掲げ、「株主重視」、および「株主を含むすべてのステークホルダーとの良好な関係の維持、ならびに

良き企業市民としての社会貢献」を経営の基本方針としております。「国際基準」、「公正な競争」、「高収益の追及」を経

営の具体的な指針として、グループ経営資源の最適活用を目指しております。 

「株主重視」に関しましては、株主への利益還元として、安定配当を維持することを基本方針としております。配当後

の内部留保につきましても、将来における企業価値の増大と配当原資の拡大のために、将来性の高い分野に重点投資する

方針でおります。 

｢株主を含むすべてのステークホルダーとの良好な関係の維持、ならびに良き企業市民としての社会貢献｣に関しまして

は、株主、投資家、顧客、取引先、従業員、社会全般との良好な関係の維持を常に念頭におくとともに、教育、スポーツ、

文化等幅広い分野への支援活動を展開しております。当社グループは、こうした基本方針にのっとり、「価値ある時間」

の創造と提供を通して、世界中の人々に夢と感動をお届けしてまいります。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、安定した高配当と企業価値の向上が、株主の皆様への重要な利益還元と考えております。内部留保に

つきましては、今後も会社の継続的な成長力と競争力の強化を図るために、将来性の高い分野に対する投資に活用してい

く考えでおります。 

なお、当社は、2006年6月29日開催予定の定時株主総会において、会社法第459条第１項に基づき「剰余金の配当等を取

締役会が決定する」旨の定款変更を行う予定であります。 

 

３．目標とする経営指標 

当社グループは、常に経営効率向上による収益性の向上を目標としており、経営指標として、売上高営業利益率、売上

高当期純利益率およびＲＯＥを重視しております。 

 

４．中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

（市場環境の変化に対応する事業の再編） 
当社グループが事業を展開している市場では、地域や世代を問わずユーザー嗜好の多様化が急速に進んでおります。ま

た、ネットワーク環境が整備されてきたことで、オンラインによるサービス提供が一般化してきました。 
国内では、本格的な高齢化社会が到来し、健康意識が高まることや、団塊の世代が退職を迎えることから、新たな市場

が生まれてきております。 
このような市場環境の変化の中では、経営の意思決定をより機動的に行い、ビジネスをグローバル化することが従来以

上に重要となってきております。当社グループでは、グループ再編および会社分割による持株会社体制移行により、グル

ープの経営体制を強化するとともに、グローバル展開をより一層推進することで、市場のニーズに的確に応えることがで

きる経営基盤を整えております。 
 
（グループ再編および会社分割による持株会社体制移行に関する取り組み） 

2006年２月28日に、コナミスポーツライフ株式会社およびコナミスポーツ株式会社（以下、コナミスポーツ）は、コナ

ミスポーツを存続会社とする合併を行いました。そして、2006年３月１日に、当社および合併後のコナミスポーツは、当

社を完全親会社とする株式交換を行い、株式交換実施後、コナミスポーツは商号を「株式会社コナミスポーツ＆ライフ」

に変更いたしました。 
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また、2006年３月31日、デジタルエンタテインメント事業を、新たに設立した株式会社コナミデジタルエンタテインメ

ントに承継させる会社分割を行い、持株会社体制に移行いたしました。持株会社体制移行の主目的は、以下のとおりです。 

 

①経営の透明性の更なる向上 

コナミグループでは、従来からコーポレートガバナンスの向上に積極的に取り組んでまいりましたが、今回の純粋持

株会社体制への移行を契機に、より強固なグループガバナンスの構築を目指してまいります。 

グループ全体の「意思決定・監督機能」と、各事業の「執行機能」を明確に分離し、経営のスピードを高めるととも

に、より株主の視点に立った事業評価や経営資源の配分を行えるようグループ経営体制を強化して、経営の透明性を一

層高めてまいります。 

 

②機動的な経営体制の構築 

「デジタルエンタテインメント事業」、「健康サービス事業」、「ゲーミング＆システム事業」の位置づけを明確にし、

グループ各社が各事業分野において創造性・専門性を追及し、それぞれの事業環境に機動的に対応してまいります。ま

た、めまぐるしく変化する市場環境に適切に対応していくため、新たな事業提携や資本参加などにタイムリーに参画で

きる体制を構築してまいります。 

 

③徹底した収益責任体制の構築 

個々の事業の採算性などを、従来以上に徹底して評価することにより、収益責任体制の明確化を図ってまいります。 

 

純粋持株会社は、グループ全体の戦略策定、経営資源の配分などの投資計画の策定、子会社における業務執行状況のチ

ェックなどの機能を担います。 

事業子会社は、各社の事業領域の中でタイムリーな意思決定を行い、経営のスピードを上げることにより、グループと

しての事業価値最大化を狙います。 
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３．経営成績および財政状態 
１．経営成績 

（1）当連結会計年度の概況 

当連結会計年度の業績全般の概況 

当連結会計期間における日本経済は、企業業績の改善や設備投資の増加とともに、個人消費も緩やかに

増加しており、景気全般としては回復の兆しが見えてまいりました。また、世界的には、欧州経済は依然

低迷しているものの、米国経済が好調な状況を持続し、中国経済も成長を持続するなど、総じて堅調な回

復傾向となりました。 

当社に関連する娯楽産業（エンタテインメント）におきましては、任天堂およびソニー・コンピュータ

エンタテインメントの新携帯型ゲーム機の普及によりゲームソフトの新たな需要喚起が起こり、また、IT

技術の発達によりコンテンツビジネスにおけるオンライン化が進みました。健康産業におきましては、高

齢化社会の到来に伴い、フィットネスクラブのメインターゲットである中高年齢層の需要が増加傾向にあ

り、今後は介護予防、健康増進など、新たな分野へのサービスの拡がりが期待されます。また、ゲーミン

グ（カジノ）産業におきましては、カジノが合法化される地域が増えていることなどにより、需要の拡大

が進んでおります。 

このような状況のもと、デジタルエンタテインメント事業におきましては、「ワールドサッカーウイニン

グイレブン」シリーズが欧州を中心に売上を伸ばし、過去最高の販売本数を記録したことや、カードゲー

ムのグローバルでの拡販、アミューズメント施設向け“e-AMUSEMENT”サービス商品の好調などにより、売

上高は引き続き堅調に推移いたしました。また、ゲームソフト制作会社との合併を始めとするグループ再

編を行い、コンテンツの多面展開や商品ラインナップの選択と集中を推進するなど、事業の効率化を図り

ました。 

健康サービス事業におきましては、施設ネットワークの拡充を進めるとともに、コナミスポーツクラブ

新規施設を中心に、オリジナルIT健康管理システム「e－エグザス」を順次導入し、引き続きスポーツクラ

ブ施設におけるサービスクオリティの向上に努めてまいりました。また、2006年３月には、米国ラスベガ

スで開催された世界最大のフィットネストレードショー「IHRSA （International Health, Racquet & Sports 

club Association）2006」に、業務用フィットネス機器を出展し、来場者の高い関心を集めました。 

ゲーミング＆システム事業におきましては、2005年10月にカナダ・ケベック州政府管轄のカシロック社

と「コナミ・カジノ・マネジメント・システム」の販売契約を締結いたしました。今後もシステムの拡販

を進め、安定した収益基盤を構築してまいります。また、2006年３月には、豪州シドニーで開催された最

新ゲーミング機器を一堂に集めた「CMAA（The Club Managers' Association Australia）ショー2006」に、

次世代機「K2V」プラットフォーム機を中心に商品を出展し、好評を博しました。 

その結果、当連結会計期間の売上高は、2,621億３千７百万円（前連結会計年度比100.6％）となり営業

利益は24億８千１百万円（前連結会計年度比8.8％）、税引前当期利益は84億３千８百万円（前連結会計年

度比30.8％）、当期純利益は230億８百万円（前連結会計年度比219.4％）となりました。なお、当連結会計

年度の配当は、１株当たり54円(中間27円、期末27円)とさせていただきます。 
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（2）事業の種類別セグメントの業績 

事業別売上高及び営業収入（セグメント間含む）要約版 

 
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) 

前年同期比 

 金額(百万円) 金額(百万円) (％) 

デジタルエンタテインメント事業 163,671 165,276 101.0 

健康サービス事業 79,106 81,209 102.7 

ゲーミング＆システム事業 11,643 10,623 91.2 

その他の事業又は全社・消去 6,271 5,029 80.2 

連結合計 260,691 262,137 100.6 

（注）１．2005年４月１日付の事業再編により、ゲームソフト事業、トイ＆ホビー事業およびアミューズ

メント事業は、デジタルエンタテインメント事業に再編されております。これにともない、前

連結会計年度の実績は新区分に合わせて組み替え再表示しております。 

２．2005年10月１日付で、ヘルス＆フィットネス事業は健康サービス事業に、カジノ事業はゲーミ

ング＆システム事業に、それぞれ名称変更しております。 

 

（デジタルエンタテインメント事業） 

ゲームソフトでは、世界中で「ワールドサッカーウイニングイレブン」シリーズの売れ行きが非常に好

調で、シリーズ合計700万本を超える販売本数を記録いたしました。高いゲーム品質、最新の選手データの

搭載などが強い支持を受けており、プレイステーションポータブル向けの商品展開を開始したことも販売

本数増加の要因となっております。また、北米を中心に音楽ゲームが好評を博しており、特にプレイステ

ーション２版「Dance Dance Revolution EXTREME２」は、前作を上回る売上を記録いたしました。さらに、

「遊戯王」、「メタルギアソリッド」、「パワフルプロ野球」、「幻想水滸伝」などの定番コンテンツの

シリーズ展開も安定的な売上となりました。 

トイ＆ホビーでは、日米欧を中心とするグローバル展開が定着した「遊戯王トレーディングカードゲー

ム」シリーズの売上が引き続き好調に推移いたしました。人気TVアニメ「メルヘヴン」と「アイシールド

21」を題材にしたカードゲーム、「超星艦隊セイザーＸ」玩具シリーズを順次発売し、いずれも堅調に推

移いたしました。 

アミューズメントでは、全国のアミューズメント施設をネットワークで結ぶ“e-AMUSEMENT”サービスを

利用した商品として「麻雀格闘倶楽部」シリーズが引き続き好調な売り上げとなりました。業界初のプロ

野球選手カードを使用するビデオゲーム「ベースボールヒーローズ」や、頭脳対戦型クイズゲーム「クイ

ズマジックアカデミー３」も好評を博しました。音楽ゲームシリーズも根強い人気で、堅調に推移してお

ります。メダルゲームでは大型競馬マスメダルゲーム「GI-HORSEPARK」「GI-TURFWILD ３」が市場で高い

評価を得ております。 

オンラインでは、「ワールドサッカーウイニングイレブン」シリーズのオンライン対戦サービスを日本、

欧州、北米、アジアで展開しております。また、2005年12月からは「遊戯王ONLINE」のサービスを韓国で

も開始いたしました。国内モバイルサイト「コナミネットDX」では「パワフルプロ野球」「クイズマジッ

クアカデミー」など、家庭用、業務用として人気の高いゲームを投入・配信し、「ウイニングイレブン」

も単独サイトとしてサービスを開始するなど、コンテンツの拡充を図っております。 

マルチメディアでは、人気ゲームソフトの攻略本、サウンドトラックCDなどを発売し好評を博すととも

に、当社オリジナルTVアニメ「極上生徒会」派生商品や、人気声優の音楽CD、ライブDVDなどの商品を発売

いたしました。 

その結果、当事業の連結売上高は1,652億７千６百万円（前連結会計年度比101.0％）となりました。 
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（健康サービス事業） 

スポーツクラブ施設運営では、直営施設運営事業で、コナミスポーツクラブの施設ネットワークの拡充

を進めました。本店西宮（兵庫）、妙典（千葉）、福岡香椎（福岡）、鈴鹿（三重）、旭川（北海道）など移

転を含む９施設を開設し、2006年３月末現在で209施設となりました。特に、2006年２月オープンの本店西

宮（兵庫）は、50M公認プールを有し、約100台のトレーニングマシンを配置したマシンジムや、IT健康管

理システム「e-エグザス」などコナミグループのIT技術とノウハウを活用した最新の設備が導入されてい

る、国内最大級のスポーツ施設となりました。 

受託施設運営事業では、板橋区（東京）、大阪市（大阪）の公共体育施設など新たに30施設を加えまして、

2006年３月末現在で67施設となりました。2006年４月にはさらに34施設を加え、2006年５月17日現在では

101施設となっております。高齢化社会が加速し、人々の健康増進に注目が集まる中、コナミグループのノ

ウハウや実績を公共施設の運営に活かし、地域社会の皆様の健康増進に積極的に取り組んでまいります。 

施設での新たな取り組みといたしましては、2005年７月に、コナミスポーツクラブ直営施設が民間施設

としては初めて「JOC認定アスリートサポートセンター」の称号を付与され、JOCと共同でJOCオリンピック

強化指定選手の強化に取り組んでおります。また、2006年１月に「運動塾」のサッカースクールで、アク

ションサッカー世界大会（2006年10月開催予定）の日本代表予選も兼ねました「第１回コナミスポーツク

ラブアクションサッカー選手権大会」を開催し、グローバル規模のスポーツ交流に貢献しております。 

商品開発の取り組みといたしましては、フィットネス商品におきましては、『無理なく 楽しく 毎日健

康』をキーワードに高齢化社会に対応し開発したオリジナルマシン・プログラム・サービス等を2005年９

月27日～29日、東京ビッグサイトで開催された「国際福祉機器展」に出展し、好評を博しました。また、

グループエクササイズの新たな提案「GROOVE MOTION DDR」と、新機軸筋力・バランストレーニング機

「EZTWISTER」の２商品を2006年３月21日～23日、米国ラスベガスで開催された世界最大のフィットネスト

レードショー「IHRSA （International Health, Racquet & Sports club Association）2006」に出展し、

来場者の高い関心を集めました。 

サプリメント商品におきましては、オリジナルサプリメント「エクサダイエット」や「コナミスポーツ

クラブブラックカラント」を発売し、商品ラインナップのさらなる充実に努めております。 

その結果、当事業の連結売上高は 812 億９百万円（前連結会計年度比 102.7％）となりました。 

 

（ゲーミング＆システム事業） 

2005年６月に北米における事業活動拠点となる新社屋を完成させ、事業基盤の強化を図ってまいりまし

た。北米市場、豪州市場へとそれぞれ新プラットフォーム「K2V」の発売を開始したことにより、グローバ

ル開発の効率化が促進されております。また、本格的な販売を開始した「コナミ・カジノ・マネジメント・

システム」については、2005年10月にカナダ・ケベック州政府管轄のカシロック社との同州内３ヶ所のカ

ジノ（合計マシン台数 約6,300台）への販売契約を締結し、また当社にとり新たな市場となるオクラホマ

州のカジノとも販売契約を締結いたしました。さらに、プロフィットシェア形式の契約によるマシン設置

など、定期的収入の増加による経営の安定にも努めてまいりました。豪州においては、2005年８月に開催

されたオセアニア地域最大規模の「Australasian Gaming Expo 2005」でも好評を博したリンクプログレッ

シブの販売、ロシア向けノックダウン部品の供給の開始などにより、国内市場のみならず、欧州・アジア・

南米など海外市場への進出を拡大しております。 

その結果、当事業の連結売上高は106億２千３百万円（前連結会計年度比91.2％）となりました。 
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（3）次期の見通し 

（デジタルエンタテインメント事業） 

ゲームソフトでは、国内でサッカー及び野球が例年以上に盛り上がることが予想されるなか、人気タイ

トルである「ワールドサッカーウイニングイレブン」、「実況パワフルプロ野球」および「プロ野球スピ

リッツ」のスポーツタイトルのシリーズ最新作を投入してまいります。欧米では、絶大なる支持を頂いて

いるサッカーゲームの「PRO EVOLUTION SOCCER」シリーズ最新作や「Dance Dance Revolution」シリーズ

をはじめとする音楽ゲーム、「遊戯王」シリーズを代表とするアニメコンテンツなど、強力なラインナッ

プを投入してまいります。また、現在好調な携帯ゲーム機向けのソフトのラインナップを拡充させてまい

りますとともに、今年度発売が予定されております次世代型の据置ゲーム機向けの対応ソフトの投入を計

画しております。 

トイ＆ホビーでは、日米欧で定番商品として安定的な人気を誇る「遊戯王カードゲーム」の展開を引き

続き強化していくほか、新カードゲームの国内市場投入を予定いたしております。また、音楽から生まれ

るミュージックペット「オトイズム」をはじめとする新ジャンル電子玩具や新機軸フィギュアなどの投入

により、新たな顧客層の獲得による売上規模拡大を図ってまいります。 

アミューズメントでは、「麻雀格闘倶楽部」シリーズなど“e-AMUSEMENT”サービスを利用した各種製品

の更なる拡大に注力いたします。また、2006年２月に行われた「AOU2006 アミューズメント・エキスポ」

でも好評を博した「Dance Dance Revolution SuperNOVA」をはじめとした最新音楽ゲーム、ゲーム感覚で

楽しく英語を習得出来る新機軸ビデオゲーム「NOVAうさぎのゲームde留学!?」、超大型メダルプッシャー

機「GRANDCROSS」を投入する予定であります。 

オンラインでは、2006年３月末からサービスを開始した「ときめきメモリアルONLINE」のコミュニティ

ー強化、イベント拡充などの施策展開を図るとともに、オリジナルコンテンツのオンラインゲーム化を積

極的に進めてまいります。国内モバイル「コナミネットDX」では家庭用ゲームの不朽の名作を「コナミ名

作シリーズ」として順次アプリ化するとともに、人気のパワプロに実名データを加えた「モバイル・パワ

フルプロ野球公式ライセンス版2006」を単独サイトとしてサービス開始してまいります。 

マルチメディアでは、「おとぎ銃士赤ずきん」をはじめとする新作アニメーション制作に注力しており、

また併せて、関連商品の積極展開を進めていく予定です。「おとぎ銃士赤ずきん」に関しては地上波にて

今夏放映開始予定です。 

 

この５つの領域を持つデジタルエンタテインメント事業におきましては、コンテンツのマルチユース展

開を推進しております。2006年４月からは、人気サッカーコンテンツの「ワールドサッカーウイニングイ

レブン」シリーズを、家庭用ゲームソフトへの展開だけではなく、アミューズメント施設向け業務用ビデ

オゲーム、携帯電話向けサービス配信、専門雑誌やテーマソングを収録した音楽CDの発売などにも多面的

に展開しております。今後もこのような展開を推進し、収益体質の強化を図ってまいります。 

 

（健康サービス事業） 

スポーツクラブ施設運営におきましては、直営施設運営事業では、引き続きお客様の視点に立った、安

全・清潔・快適な施設の提供に努めるとともに、あらゆる年齢層に対応する幅広いサービスで、お客様の

多種多様なニーズに応え、さらには地域社会の皆様の健康増進に貢献できるスポーツクラブの運営を目指

してまいります。また、受託運営事業におきましても、引き続きコナミグループのノウハウや実績を公共

施設の受託運営に活かし、収益機会の拡大を図ってまいります。 

フィットネス商品におきましては、高齢化や健康意識の高まりなどの社会環境の変化にともない、コナ

ミグループの最新テクノロジーとこれまで培ってきた健康管理ノウハウを融合させた健康維持・増進をサ

ポートできる健康サービス関連商品の企画、製造、販売を展開してまいります。 

 

当社は、2006年３月にリゾートソリューション株式会社と業務提携契約を締結いたしました。これによ

り、コナミスポーツクラブとの施設、商品やサービスの共同開発、両社の会員による施設の相互利用等、
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より顧客のニーズに応じた高品質な商品、サービスの提供に努めてまいります。また、2006年５月を予定

期日としてコンビウェルネス株式会社の株式取得を行い、完全子会社化とする事で健康関連機器における

商品ラインナップの拡充、マーケットシェアの更なる拡大を図ってまいります。 

 

（ゲーミング＆システム事業） 

2006年２月に、ゲーミング機器の研究・開発活動を行なう日本の拠点として米国 Konami Gaming, Inc. の

日本支店を設立いたしました。米国・豪州・日本の３拠点による効率的・戦略的なグローバル開発体制の

構築により、ビデオスロットとメカニカルスロットを柱とするスロット機と、カジノマネジメントシステ

ムとの両軸にて事業展開を進めてまいります。今後は、ペンシルベニア州やオクラハマ州を始めとした北

米でのカジノ合法化地域の拡大や既存市場の拡大、欧州・東南アジアでの需要の伸びなど、引き続きカジ

ノ市場の拡大が見込まれる中、ソフト制作の強化や新たなメカニカル・リール機の開発、新社屋における

カスタマーサービスやトレーニング設備の充実など、３拠点体制で業績拡大を図ってまいります。 

 

次期の通期連結業績につきましては、売上高及び営業収入2,750億円、営業利益290億円、税引前当期利

益285億円、当期純利益160億円と予想しております。 

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。 
四半期の業績開示につきましては、今後も一層の充実を図ってまいります。 
 

 

 

２．財政状態 

当連結会計年度の概況 

 
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) 

増減 

区 分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,760 23,879 －3,881 

投資活動によるキャッシュ・フロー －14,343 －7,266 7,077 

財務活動によるキャッシュ・フロー －11,670 －38,330 －26,660 

為替変動の現金及び現金同等物に対す

る影響額 
951 828 －123 

現金及び現金同等物の純増減(△)額 2,698 －20,889 －23,587 

現金及び現金同等物の期末残高 89,583 68,694 －20,889 

 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比較して 

208億8千9百万円減少し、当連結会計年度末には686億9千4百万円（前連結会計年度比76.7％）となりまし

た。 

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、238億7千9百万円（前連結会計年度比86.0％）

となりました。 

当期純利益が前連結会計年度に比べ増加したものの、当期純利益には営業キャッシュ・フローを伴わ

ない関連会社株式売却益69億1千7百万円等が含まれている一方で、長期性資産および無形固定資産の減

損費用197億1千3百万円は営業キャッシュ・フローに影響を与えないことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、72億6千6百万円（前連結会計年度比50.7％）

となりました。 

これは、関連会社株式の売却収入110億1千6百万円および有形固定資産の売却収入24億5千5百万円があ

った一方、設備投資等のために145億1千3百万円の資本的支出を行ったこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、383億3千万円（前連結会計年度比328.4％）

となりました。 

使用した資金の主な要因は、社債の償還による支出150億円、短期借入金の返済による支出206億1百万

円および配当金の支払による支出70億2千5百万円等によるものであります。 

 

 
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) 

 株主資本比率(％) 34.8 54.1 

 時価ベースの株主資本比率(％) 93.4 134.4 

 債務償還年数(年) 2.8 2.6 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 28.6 21.0 

株主資本比率：株主資本/総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額/総資産 

債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

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 

 

（注）１．各指標は、いずれも米国会計基準連結ベースの数値により算出しております。 

２．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

ローを使用しております。 
３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債

を対象としております。 

 

注意事項 

本短信の業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リス

クや不確実性を含んでおります。 

従いまして、これらの業績見通しのみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいた

します。実際の業績は、様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となり得るこ

とを、ご承知おきください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経

済情勢、市場の動向、対ドル、対ユーロをはじめとする円の為替レート等が含まれます。 
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４．連結貸借対照表 
  

 前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

区分 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．現金及び現金同等物   89,583   68,694  

２．受取手形及び売掛金（貸倒引当
金控除後）－平成17年３月31日
及び平成18年３月31日現在の貸
倒引当金はそれぞれ604百万円及
び541百万円 

  33,577 

  

32,294  

３．棚卸資産   15,488   20,109  

４．繰延税金資産   18,392   16,510  

５．前払費用及びその他の流動資産   4,898   6,720  

流動資産合計   161,938 53.2  144,327 47.7 

Ⅱ 有形固定資産   46,595 15.3  42,452 14.0 

Ⅲ 投資及びその他の資産        

１．市場性のある有価証券   165   572  

２．関連会社に対する投資   5,184   6,050  

３．識別可能な無形固定資産   45,991   38,575  

４．営業権   849   22,102  

５．差入保証金   24,216   25,277  

６．その他の資産   19,383   20,103  

７．繰延税金資産   －   3,179  

投資及びその他の資産合計   95,788 31.5  115,858 38.3 

資産合計   304,321 100.0  302,637 100.0 
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 前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

区分 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．短期借入金   8,582   958  

２．１年内返済予定の長期借入債務 
及びキャピタル・リース債務   16,727   24,492  

３．支払手形及び買掛金   16,134   19,357  

４．未払税金   28,372   7,487  

５．未払費用   19,875   16,323  

６．前受収益   5,396   5,353  

７．その他の流動負債   4,741   7,254  

流動負債合計   99,827 32.8  81,224 26.9 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入債務及びキャピタル・ 
リース債務(１年内返済予定分を除く)  52,780   35,631  

２．退職給付引当金   2,344   2,658  

３．繰延税金負債   16,147   11,924  

４．その他の固定負債   1,879   5,264  

固定負債合計   73,150 24.0  55,477 18.3 

負債合計   172,977 56.8  136,701 45.2 

（少数株主持分）        

少数株主持分   25,487 8.4  2,121 0.7 

 （契約債務及び偶発債務）       

契約債務及び偶発債務   － －  － － 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金        

普通株式－無額面：授権株式数
450,000,000株 
発行済株式数 
平成17年３月31日現在：128,737,566株 
平成18年３月31日現在：143,555,786株 

 47,399 15.6  47,399 15.7 

Ⅱ 資本剰余金   46,736 15.4  77,110 25.5 

Ⅲ 利益準備金   － －  284 0.1 

Ⅳ 利益剰余金   37,776 12.4  53,756 17.7 

Ⅴ その他の包括利益累計額   2,217 0.7  3,957 1.3 

   134,128 44.1  182,506 60.3 

Ⅵ 自己株式－取得原価 
平成17年３月31日現在: 9,256,155株 
平成18年３月31日現在: 6,403,439株  

－28,271 －9.3 
 
－18,691 －6.2 

資本合計   105,857 34.8  163,815 54.1 

負債、少数株主持分及び資本合計   304,321 100.0  302,637 100.0 

        



 

－  － 
 

15 

５．連結損益計算書 
  

 
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） 

区分 金額（百万円） 百分比 
（％） 金額（百万円） 百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高及び営業収入        

(1) 製品売上高   183,030   186,875  

(2) サービス収入   77,661   75,262  

売上高及び営業収入合計   260,691 100.0  262,137 100.0 

Ⅱ 営業費用        

(1) 製品売上原価   114,547   112,613  

(2) サービス原価   65,816   72,131  

(3) 長期性資産減損費用   －   10,533  

(4) 無形固定資産減損費用   －   9,180  

(5) 販売費及び一般管理費   52,192   55,199  

営業費用合計   232,555 89.2  259,656 99.1 

営業利益   28,136 10.8  2,481 0.9 

Ⅲ その他の収益(費用)        

(1) 受取利息   518   716  

(2) 支払利息   －971   －1,137  

(3) 関連会社株式売却益   563   6,917  

(4) その他－純額   －804   －539  

その他の収益(費用)－純額   －694 －0.3  5,957 2.3 

税引前当期利益   27,442 10.5  8,438 3.2 

Ⅳ 法人税等   7,902 3.0  －10,270 －3.9 

少数株主利益及び持分法投資利益調
整前当期利益   19,540 7.5  18,708 7.1 

Ⅴ 少数株主利益   2,761 1.1  －4,267 －1.7 

Ⅵ 持分法投資利益（損失）－純額   －6,293 －2.4  33 0.0 

当期純利益   10,486 4.0  23,008 8.8 

        

 

 （１株当たり情報） 

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） 

１株当たり当期純利益 87.41円 175.86円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 87.41円 175.80円 

加重平均発行済株式数 119,970,052株 130,835,422株 
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６．連結資本勘定計算書 
 

 
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） 

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 資本金   

(1) 期首残高 47,399 47,399 

(2) 期末残高 47,399 47,399 

Ⅱ 資本剰余金   

(1) 期首残高 46,736 46,736 
(2) 子会社との合併及び株式交換 
による新株発行 － 33,095 

(3) 自己株式の処分による減少 － －2,818 

(4) 新株予約権の発行による増加 － 97 

(5) 期末残高 46,736 77,110 

Ⅲ 利益準備金   

(1) 期首残高 － － 

(2) 利益剰余金からの組入れ － 284 

(3) 期末残高 － 284 

Ⅳ 利益剰余金   

(1) 期首残高 33,779 37,776 

(2) 当期純利益 10,486 23,008 

(3) 配当金   

１株当たり54.0円 －6,489 －6,744 

(4) 利益準備金への組入れ － －284 

(5) 期末残高 37,776 53,756 

Ⅴ その他の包括利益(損失)累計額   

(1) 期首残高 －119 2,217 

(2) 為替換算調整額 2,285 1,888 
(3) 売却可能な有価証券の未実現 
評価損益－純額 －20 －132 

(4) 最小年金債務調整額 71 －16 

(5) 期末残高 2,217 3,957 

Ⅵ 自己株式－取得原価   

(1) 期首残高 －25,666 －28,271 

(2) 自己株式の取得 －2,605 －71 
(3) 代用自己株式としての使用に 
よる自己株式の処分 － 18,064 

(4) 新株予約権の行使による減少 － 39 

(5) 子会社による親会社株式の取得 － －8,452 

(6) 期末残高 －28,271 －18,691 

資本合計 105,857 163,815 
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７．連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 
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） 

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー    

当期純利益  10,486 23,008 

営業活動によるキャッシュ・フ
ローへの調整項目    

減価償却費  10,913 15,219 

貸倒引当金の純増減(△)  －400 －10 

長期性資産減損費用  － 10,533 

無形固定資産減損費用  － 9,180 

投資有価証券売却損益(△)  46 － 

関連会社株式売却益  －563 －6,917 

持分法投資損益(△)  6,293 －33 

少数株主損(△)益  2,761 －4,267 

繰延税額  －7,615 －5,485 

資産及び負債の増減    

受取手形及び売掛金の 
純増(△)減  －5,632 3,422 

棚卸資産の純増(△)減  2,949 －949 

支払手形及び買掛金の 
純増減(△)  352 2,945 

未払税金の純増減(△)  4,954 －20,772 

未払費用の純増減(△)  617 －3,043 

前受収益の純増減(△)  －640 －43 

その他－純額  3,239 1,091 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  27,760 23,879 
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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） 

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー    

関連会社株式の売却収入  1,407 11,016 

資本的支出  －15,818 －14,513 

有形固定資産の売却収入  696 2,455 

投資有価証券の売却収入  22 － 

新規子会社の取得による収入  － 1,433 

関連会社株式の取得による支出  － －5,993 

差入保証金の純増(△)減  －542 －697 

合併に伴う取得支出  － －695 

その他－純額  －108 －272 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  －14,343 －7,266 

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(△)  6,001 －12,551 

長期借入債務の返済支出  －1,177 －1,099 

キャピタル・リース債務の元
本返済支出  －2,255 －2,526 

配当金の支払  －7,963 －7,025 

自己株式の取得支出  －2,605 －48 

子会社による自己株式の取得 
支出  －3,593 － 

社債の償還による支出  － －15,000 

その他－純額  －78 －81 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  －11,670 －38,330 

Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物に
対する影響額  951 828 

Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減(△)
額  2,698 －20,889 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  86,885 89,583 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  89,583 68,694 
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８．セグメント情報 
 

（1）事業別セグメント情報 

 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） 

 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

事業 
(百万円) 

健康ｻｰﾋﾞｽ 
事業 
(百万円) 

ｹﾞｰﾐﾝｸﾞ&ｼｽﾃﾑ 
事業 
(百万円) 

その他又は 
全社･消去 
(百万円) 

連結 
 

(百万円) 

 売上高及び営業損益      

 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 162,797 78,843 11,641 7,410 260,691 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 874 263 2 (1,139) － 

 計 163,671 79,106 11,643 6,271 260,691 

 営業費用 131,018 77,059 10,201 14,277 232,555 

 営業損益 32,653 2,047 1,442 (8,006) 28,136 

 

 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） 

 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 

事業 
(百万円) 

健康ｻｰﾋﾞｽ 
事業 
(百万円) 

ｹﾞｰﾐﾝｸﾞ&ｼｽﾃﾑ 
事業 
(百万円) 

その他又は 
全社･消去 
(百万円) 

連結 
 

(百万円) 

 売上高及び営業損益      

 売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 163,624 81,117 10,621 6,775 262,137 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 1,652 92 2 (1,746) － 

 計 165,276 81,209 10,623 5,029 262,137 

 営業費用 131,426 98,268 10,563 19,399 259,656 

 営業損益 33,850 (17,059) 60 (14,370) 2,481 

 

１．各事業別セグメントにおける主な事業内容は、以下のとおりです。 

①デジタルエンタテインメント事業 

デジタルエンタテインメント市場の変化に伴い、従来の「ゲームソフト」「トイ＆ホビー」「アミューズメン

ト」の３つの領域に加え、「オンライン」「マルチメディア」という２つの領域を新設し、５つの領域となり

ました。 

ゲームソフト 家庭用ゲームソフトの制作・製造・販売、携帯電話向けソフトウェアの制作、 

家庭用ゲームソフトの買い付け及び配給、オンラインゲームの制作 

トイ＆ホビー カードゲーム、電子玩具、男児向け玩具、玩具菓子、フィギュア、キャラク

ターグッズ等の企画・制作・製造・販売 

アミューズメント ビデオゲーム及びメダルゲーム等のアミューズメント施設向けコンテンツの制

作・製造・販売 

オンライン オンラインゲームに関わるシステムの構築、オンラインサーバーの管理運営、 

携帯電話向けコンテンツの配信 

マルチメディア 音楽・映像パッケージ商品の企画・制作・販売、 

書籍・雑誌の企画・制作・販売 

②健康サービス事業 スポーツクラブ施設運営、フィットネス機器から健康関連商品の制作・製造・

販売 

③ゲーミング＆システム事業 カジノ施設向けゲーミング機の制作・製造・販売 

２．デジタルエンタテインメント事業の再編にともない、前連結会計期間の実績は新区分に合わせて組み替え再表示

しております。 

３．その他の項目は、米国財務会計基準書（ＳＦＡＳ）第１３１号「企業のセグメントおよび関連情報に関する開

示」における量的基準を満たさない事業から構成されております。 
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４．全社の項目は、主に本社費用から構成されております。 

５．消去の項目は、主にセグメント間取引高消去および棚卸資産の未実現利益消去等から構成されております。 

６．セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に、デジタルエンタテインメント事業からヘルス＆フィットネス事

業へのハードウェアおよび商品の販売から構成されております。 

７．平成17年10月１日付で、ヘルス＆フィットネス事業は健康サービス事業に、カジノ事業はゲーミング＆システム

事業に、それぞれ名称変更しております。 

 

 

（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） 

 日本 
(百万円) 

米州 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

アジア・ 
オセアニア 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 176,566 41,480 34,878 7,767 260,691 － 260,691 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 57,123 1,593 450 419 59,585 (59,585) － 

計 233,689 43,073 35,328 8,186 320,276 (59,585) 260,691 

営業費用 211,500 41,682 32,207 6,684 292,073 (59,518) 232,555 

営業損益 22,189 1,391 3,121 1,502 28,203 (67) 28,136 

 

 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） 

 日本 
(百万円) 

米州 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

アジア・ 
オセアニア 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 193,108 33,797 27,387 7,845 262,137 － 262,137 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 31,488 1,545 902 361 34,296 (34,296) － 

計 224,596 35,342 28,289 8,206 296,433 (34,296) 262,137 

営業費用 222,559 37,688 27,181 6,895 294,323 (34,667) 259,656 

営業損益 2,037 (2,346) 1,108 1,311 2,110 371 2,481 

 

上記の所在地別セグメント情報を開示するにあたり、当社及び子会社は、外部顧客に対する売上高については、

製品が販売されサービスが提供される場所にもとづいてそれぞれの地域を決定しています。 
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（注記） 

この連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則（米国会計基準）に基づいて作成してお

ります。 
 

 

（後発事象） 
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） 

    
平成16年12月16日、当社は連結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（以下、

「コナミＳＴＵＤＩＯ」）、株式会社コナミコンピュータエンタテインメント東京（以下、「コナミＴＹＯ」）およ

び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（以下、「コナミＪＰＮ」）と合併契約を締結し、当該

合併契約は平成17年２月22日に開催された各合併当事会社における臨時株主総会で承認されました。承認された合併

契約にしたがい、当社の普通株式１株とコナミＳＴＵＤＩＯ、コナミＴＹＯおよびコナミＪＰＮのそれぞれの普通株

式0.42株、1.00株、0.81株が交換されました。平成17年４月１日、当社は合併に際して、被合併会社の少数株主に対

し新たに普通株式10,794,142株を発行し、コナミＳＴＵＤＩＯ、コナミＴＹＯおよびコナミＪＰＮとの合併手続を完

了しました。当社は、合併による持分の増加に関する会計処理を段階法により実施することを予定しております。 

 

平成17年４月25日、当社は当社の持分法適用関連会社であった株式会社タカラの株式について、保有していた全て

の株式を売却金額11,016百万円で売却しました。当該株式売却により発生した売却益は6,360百万円となりました。 

 

平成17年４月27日、当社は株式会社ハドソン（以下、「ハドソン」）の株式3,000,000株を取得価額1,434百万円で

追加取得しました。その結果、当社のハドソンに対する持分比率は45.47％から53.99％に上昇し、ハドソンは当社の

連結子会社となりました。当該株式取得に関する会計処理を段階法により実施することを予定しております。 

 

平成17年５月10日に開催された取締役会において、当社および子会社の取締役および従業員に対して新株予約権を

付与するためのストックオプション制度の採用が承認され、平成17年６月23日に開催された当社株主総会において当

社株主は当該ストックオプション制度の採用を承認しました。当該ストックオプション制度は、当社の普通株式につ

いて最大412,900株行使可能な新株予約権を付与することを予定しております。平成20年６月30日までの間に満了す

る行使期間は４ヶ月から24ヶ月の範囲であり、行使価額は１株当たり1,670円から2,857円の範囲にあります。 

 

平成17年５月19日に開催された取締役会において、当社および子会社の取締役および従業員に対して新株予約権を

付与するためのストックオプション制度の採用が承認され、平成17年６月23日に開催された当社株主総会において当

社株主は当該ストックオプション制度の採用を承認しました。当該ストックオプション制度は、当社の普通株式につ

いて最大1,150,000株行使可能な新株予約権を付与することを予定しております。行使期間は平成19年７月１日から

平成21年６月30日です。行使価額は、新株予約権を付与する日の前月の各日の東京証券取引所における終値の平均値

に1.20を乗じた金額とします。 

 

 

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） 

 

該当事項はありません。 
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