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１．１８年９月中間期の連結業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０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 

 

18年9月中間期 

百万円   ％ 

6,259 (△13.3) 

百万円   ％ 

            1,086(108.3)  

百万円   ％ 

            1,110(125.7) 

17年9月中間期 7,223   (59.5)               521   (－)               492   (－) 

18年3月期 14,439  （22.2）               899   (－)               878   (－) 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 

18年9月中間期 

百万円   ％ 

              1,293(329.1) 

円  銭 

                67    32 

円   銭 

－ 

17年9月中間期                 301   (－)                 16    05 － 

18年3月期 717   (－)                 37    76 － 
(注)①持分法投資損益       18年9月中間期      3百万円 17年9月中間期    △6百万円  18年3月期    △8百万円 
②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 19,213,668株 17年9月中間期 18,787,438株  18年3月期  18,999,969株 
③会計処理の方法の変更   無 
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は対前年同期間増減率 

 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

18年9月中間期 

百万円 

5,957 

百万円 

3,926 

％ 

65.9 

円  銭 

       204    36 

17年9月中間期 6,719 2,232 33.2        116    22 

18年3月期 4,887 2,632 53.9        137    01 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 19,213,668株 17年9月中間期 19,213,668株 18年3月期  19,213,668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 

 

18年9月中間期 

百万円 

397 

百万円 

△73 

百万円 

△100 

百万円 

1,159 

17年9月中間期 1,090 198 △1,429 1,179 

18年3月期 2,537  167 △3,053      933 
 
(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)   － 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 

 

通  期 

百万円 

15,400 

百万円 

1,600 

百万円 

2,200 

（参考）1株当たり予想当期純利益（連結）114円50銭  1株当たり予想当期純利益（単独）109円30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)通期の見通し」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)、子会社１社（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 「11．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開発支援システム・ツール・半導体 
等の開発・販売等 

当社 
コナミ(株) 
 
 
 

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

 

 

 

事業の系統図は、以下のとおりであります。 

 

            

     
 

 

 
 
  

株式会社ハドソン 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ユ
ー
ザ
ー 

親 会 社 

消 
費 

者
・
販 

売 

先 

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. 
 

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)ゲーム事業の強化 

(2)音楽配信・ポータル事業の展開 

 (3)海外事業の拡大 

(4)財務体質の改善 

 

（1）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」シリーズなどの新規コンテンツ

の配信を継続するとともに、当中間連結会計年度においてニンテンドーDS向けに発売し、好評を博したパズルゲーム

「SUDOKU 数独」等のモバイル展開を図ってまいりました。 

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。 

 

（2）音楽配信・ポータル事業の展開 

当社グループの携帯電話向け音楽コンテンツ配信サイト（着信メロディ、着うた®、着うたフル等）は市場が減少傾

向にある中で課金者数は堅調に推移しております。 

また、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。 
 

（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月期から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．中長期的な会社の経営戦略 

当社は現在、音楽配信事業の積極的展開、ゲームを始めとしたモバイルビジネスの拡充、自社ブランドタイトルの安定

した収益確保、海外事業に拡大を柱にした具体的方策を立案中であります。 
 

６．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 

   当中間連結会計期間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 
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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。 

 

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。 

 

７．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9月中間連結会計期間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)当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高騰等の不安材料があるものの、企業業績の改善により設備投

資の増加、雇用情勢の改善が進み、個人消費も堅調に推移してきていることから景気は順調な回復を見せてまいりま

した。 

デジタルコンテンツを取り巻く環境は、ネットワーク化の進展、携帯電話の高機能化、家庭用ゲーム機における

新型携帯ゲーム機の登場等により全般的に前期に続き堅調に推移しております。 

このような状況の中で、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法関連会社）は、ネットワーク・コンテンツ

関連事業においては、「ｉモード」「EZweb」「Vodafone live!」向けに順調にコンテンツの配信等を行い、コンシュ

ーマ・コンテンツ関連事業においては新作ゲームソフトを国内では10タイトルを発売してまいりました。 

当社グループの業績は、売上高は62億59百万円（前年同期間13．3％減）、営業利益は10億86百万円（前年同期間

108.3%増）、経常利益は11億10百万円（前年同期間125.7%増）、中間純利益は税効果会計を適用したことにより12億93

百万円（前年同期間329.1%増）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①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の制作・販売・受託事業におきましては、「ｉモード」「EZweb」「Vodafone live!」向

けコンテンツ配信を中心に行っております。当中間連結会計期間の各サイトの月次課金者数、従量課金コンテン

ツのダウンロード数は引き続き順調に推移しております。なかでも今上期は、モバイルゲームとしてiモード版「着

☆あぷ♪ボンバーマン」が昨年実績を大きく上回り実績に寄与しております。 

また、米国100％子会社「Hudson Entertainment,Inc.」を通じ、米国で提供開始しているヒップホップ専門の

着メロサイト「The Source Ringtones」、着うたサイト「The Source Masters」においてブランドの強さを武器と

して各キャリアとのコラボレーション効果を発揮しました。 

以上の結果、当事業部門の売上高は36億95百万円（前年同期間比0.3%増）、営業利益は11億34百万円（前年同期

間比111.2％増）となりました。 

②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用コンテンツの制作・販売事業におきましては、国内では10タイトルを発

売しました。なかでも平成18年3月に発売した「SUDOKU 数独」等のDSパズルシリーズは今連結会計年度において

も販売が好調であり、引き続き発売した「カックロ」、「ジグソーパズルシリーズ」などのパズルシリーズも好評

を博し、売上に寄与いたしました。 

海外におきましても、平成18年6月に北米向けに発売されたDS「SUDOKUグリッドマスター」をはじめ発売され

た4タイトルがライセンス収入の獲得に寄与いたしました。。 

 他社ブランドの家庭用ゲーム機用コンテンツの受託事業におきましても有力コンテンツの受託制作を行い、順

調に売上と利益を計上いたしました。 

以上の結果、当事業部門の売上高は25億26百万円（前年同期間比28.1％減）、営業利益は5億円（前年同期間比

6.3％減）となりました。 

 ③その他事業 
その他事業におきましては、他社からのデバッグ受託業務が大半を占めております。 

当事業部門の売上高は37百万円（前年同期間比42.0％増）、営業利益１百万円（前年同期間は5百万円の損失）と

なりました。 

なお、各セグメントの営業損益のほかに、管理部門に係る費用を5億49百万円（前年同期間比1.0％増）計上して

おります。 
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(2)通期の見通し 

ネットワーク・コンテンツ関連事業におきましては、「ｉモード」「EZweb」「Vodafone live!」向けコンテンツ配

信は引き続き堅調な推移を見込んでおります。 

コンシューマ･コンテンツ関連事業におきましては、年末年始の定番タイトル「桃太郎電鉄16 北海道大移動の

巻！」を発売するほか、パズルシリーズを順次投入する予定です。また、年末に発売される新据置型ゲーム機の発売

に合わせた家庭用ゲームソフトの発売を行い、家庭用ゲームソフト制作受託も引き続き推進してまいります。 

下期も引き続き収益性の高いゲームコンテンツ・音楽コンテンツの販売、配信の強化を図り、税効果会計を適用

することも考慮し、平成18年10月25日付の通期での業績予想の修正（売上高154億円、経常利益16億円、当期純利益

22億円）を行いました。 

さらに、「個別中間財務諸表の概要」の「２．19年3月期の業績予想」に記載しております、１株当たり年間配当

金につきましては、誠に遺憾ながら、配当見送りを継続させていただく予定であります。 

 

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（項目毎の変動額が総資産の1％を超えるもの）は以下のとおりです。 

項    目 当中間連結会計期間末 
平成18年9月30日現在 

増減額 前連結会計年度末 
平成18年3月31日現在 

（資  産） 
現金及び預金 
たな卸資産 
流動資産「その他」 
（負  債） 
短期借入金 
未払金 

百万円 

1,159 

1,682 

551 

 

500 

697 

百万円 

226 

662 

161 

 

△100 

△147 

百万円 

933 

1,020 

390 

 

600 

844 

②項目毎の主な増減要因について 
イ「現金及び預金」の増加要因は、(2)キャッシュ・フローの状況をご参照ください。 

ロ「たな卸資産」の増加要因は、主として下期以降発売予定の国内タイトルの仕掛品計上等によるものです。 

ハ 「流動資産「その他」」の増加要因は、税効果会計による繰延税金資産の計上によるものです。 

ニ「短期借入金」の減少要因は、短期借入金を返済したことによるものです。 

ホ「未払金」の減少要因は、版権料等の未払計上が減少したことによるものです。 

 

 (2)キャッシュ・フローの状況及びキャッシュ・フロー指標群について 

①キャッシュ・フローの状況 
  当中間連結会計期間末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9億33百万円に対

し2億26百万円増加し、11億59百万円になりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動による資金は3億97百万円（前年同期比は9億92百万円の減少）の増加となりました。これは、税金

等調整前中間純利益を11億23百万円（前年同期間は3億7百万円の利益）計上するとともに、たな卸資産の増加

額が6億62百万円（前年同期間は11億3百万円の減少）がありました。また、その他流動資産33百万円の増加、

その他流動負債1億25百万円の減少、非資金項目である減価償却費54百万円の計上によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動による資金は前年同期間比1億98百万円増に対し73百万円の減少になりました。これは、有形固定資

産の取得による支出が前年同期間比25百万円減の58百万円あったほか、無形固定資産の取得による支出が前年

同期間比8百万円減の16百万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は前年同期間は14億29百万円の減少でしたが、1億円の減少となりました。これは、短期

借入金の返済による支出が1億円（前年同期間は27億20百万円の支出）があったこと等によるものです。 
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②キャッシュ・フロー指標群について 

最近2中間連結会計期間及び2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。 

 平成 17年 
3月期 

平成 18年 
3月期 

平成 19年 
3月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 
自己資本比率(%) 32.7 6.1 33.2 53.9 65.9 
時価ベースの 
自己資本比率(%) 126.6 118.9 182.4 292.9 290.6 

債務償還年数(年) ― ― 1.0 0.2 0.6 
インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ(倍) ― ― 91.9 147.8 170.9 

（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。 

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。 

3.平成17年3月期中間および平成17年3月期期末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。 

       4.平成18年3月期中間および平成19年3月期中間の債務償還年数の算出に当っては、中間連結会計期間の

営業キャッシュ・フローを年換算して使用しております。 

 
(3)通期での見通し等 

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 

当社グループのキャッシュ・フローは従来、コンシューマ・コンテンツ関連事業における大型コンテンツ

の有無に大きく左右されていましたが、ネットワーク・コンテンツ関連事業にてキャッシュを安定的に獲得

できるようになったこと、コンシューマ・コンテンツ関連事業において重厚長大コンテンツ制作ではなく、

比較的少額な開発費で制作期間が短いコンテンツを主体に制作する方針としたこと、さらにタイトルもニン

テンドーDS向けパズルシリーズなど比較的発売後長い期間に亘ってリピート発売ができるようになったこと

から、当社グループのキャッシュ・フローは比較的安定的に推移しております。 

②通期での重要なキャッシュ・フローの変動要因について 

通期では、ネットワーク・コンテンツ関連事業における安定的配信料収入が見込まれること、コンシュー

マ・コンテンツ関連事業における年末商戦をはじめとする継続的なゲームコンテンツ投入により中間連結会

計期間末時点での債務を解消する計画であります。 

 

３．事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼし得るリスクには以下のようなものがあります。 

 

(1）会社の事業全般に関するリスク 

 

① 関係会社について 

 Hudson Entertainment,Inc.について 

 当社グループは米国におけるネットワーク・コンテンツ関連事業及びコンシューマ・コンテンツ関連事業の推進を

図るため、100％子会社であるHudson Entertainment,Inc.を設立しております。 

  同社が行なう主要事業であるネットワーク・コンテンツ関連事業においては米国における音楽等の版権を取得する

ことが重要であり、同社の動向によっては、当社グループの損益、キャッシュ・フローに影響を与える可能性があり

ます。 

 

② カントリーリスク及び為替リスク 

 海外進出対象国（米国・EU等）における経済、政治、法律、文化、ビジネス習慣、競合企業の存在、為替、その他

さまざまなカントリーリスク等によって、当社の事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能性があります。 
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 (2)会社の個別事業に関するリスク 

 

① ネットワーク・コンテンツ関連事業に関するリスク 

イ システムトラブルリスク 

 ネットワーク・コンテンツ関連事業におきましては、そのサービス提供は通信ネットワークに依存しているため、

自然災害、事故及びテロ等により通信ネットワークが切断された場合には、当事業の業績に大きな影響が生じる可

能性があります。また、当社が有するサーバー群に関しましては、常に正常なサービス供給を旨として万全な監視

に努めておりますが、外部からの不正な手段による侵入や攻撃、当社、または契約先の役職員の過誤等によりサー

ビス提供が中断される可能性があり、このような場合、当事業の業績に大きな影響が生じる可能性があります。 

 

ロ 法規制 

 現状、ネットワーク・コンテンツの制作・販売及び配信の分野においては、大きな法規制はありませんが、今後

当分野について、何らかの法規制がなされる事態も充分予想されます。これらの法規制に準拠した対応を余儀なく

される場合には、当事業の業績に大きな影響が生じる可能性があります。 

 

ハ 個人情報の取り扱い 

 ネットワーク・コンテンツ関連事業にいては、利用者の個人情報を扱う場合があります。当社では、これらのデ

ータがハッキング等により社外へ流出する事がないよう、個人情報管理規程の制定と規程に基づく社内管理体制の

整備を行っております。現在までに個人情報流出による問題は発生しておりませんが、今後、万が一個人情報漏洩

等の問題が発生した場合には、当社への損害賠償請求や信用低下を招き、当社の業績及び事業展開に大きな影響が

生じる可能性があります。 

 

ニ 特定取引先への依存 

 当社は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの「iモード」、株式会社KDDIの「EZweb」、ボーダフォン株式会社

（現ソフトバンクモバイル株式会社）の「Vodafone live！（現：yahoo！ケータイ）」の移動体通信事業者（以下

「キャリア」という。）各社にコンテンツを提供しておりますが、現状では株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに

対する売上比率が、他キャリアに対するそれに比し、高くなっております。従いまして、特に株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモの方針変更や事業動向は、当社の事業戦略及び経営成績に大きな影響を与える可能性があります。ま

た平成18年10月に開始されたナンバーポータビリティ制度によりキャリアを変更して端末を買い換える利用者が

増加することが予想されます。このことはコンテンツを配信する企業にとって退会者が増加する反面、新規会員を

獲得する機会が発生いたします。当社グループは現在まで培ったキャリアとの信頼関係をさらに強化するとともに

魅力あるサイトを提供することによりリスクを最小限に抑えるよう対処いたします。 

 

ホ キャリアの課金体制に依存 

 当社のモバイル事業は、キャリアが提供する「公式コンテンツ」としての審査・認可を受けることにより、利用

者からの情報料回収を行っています。現在、この公式メニューでの課金収益が当事業売上げの大半を占めているこ

とから、今後キャリアの事業方針及びビジネスモデルに変更等がある場合、それにより当事業の経営成績に影響を

与える可能性があります。 

 

ヘ 国内コンテンツ市場の飽和感 

 国内の携帯電話コンテンツ市場規模は今後も拡大するとの推測がある一方で、携帯電話の普及率には飽和感があ

り、それと連動している携帯電話コンテンツ市場の拡大は、今後鈍化していくとの予測もなされております。当社

もこれらの動きに迅速に対応すべく、新規のビジネスプラン提案や当社の特長を生かしたコンテンツの提供など、

市場シェアを獲得すべく種々の方策を打っておりますが、それらの方策が功を奏しなかった場合、当事業の業績に

大きな影響が生じる可能性があります。 

 

ト コンテンツの陳腐化 

 携帯コンテンツは、技術革新や消費者嗜好の変化の影響を受け易いため、必ずしもライフサイクルが長いとは言

えず、投下資本を回収できない可能性があります。 
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チ 人気コンテンツへの依存 

 当社は、複数の有料コンテンツを提供しておりますが、一部のコンテンツに顧客が集中する傾向は否めません。

これらの人気コンテンツに不具合が生じたり、競争環境に変化が生じたりした場合は、会員数の減少等を招き、当

社の事業戦略及び経営成績に大きな影響を受ける可能性があります。 

 

② コンシューマ・コンテンツ関連事業に関するリスク 

 自社ブランドによる家庭用ゲームソフト制作につきましては、プロジェクト毎の事業規模が大きく、また国内における

販売実績によっては、キャラクターの商品化許諾や海外版の創作要請に対する許諾等の著作権ビジネスにも発展し得る可

能性を内包しており、ヒット作の有無により、当社グループの業績が大きく変動する可能性があります。更に、当事業に

は、制作期間中の市場の変化、プラットフォームの変更、制作要員確保の可否、技術の革新等様々な要因に起因する制作

中止や計画段階における制作工程数・期間と実際のそれとの差異等により、制作費の回収が困難となる開発投資リスクが

存在します。 

 また、他社ブランドの家庭用ゲームソフト制作につきましては、一般的な下請け的受託とは異なり、発注元からはキャ

ラクターやゲームの世界観等の提供を受けて、これに当社の企画力・技術開発力及び要素技術を融合させた上で、高品質

のコンテンツとして発注元に納品するものであります。当事業は、発注先との請負契約締結を前提とするビジネスであり、

ソフトの販売動向に左右されずに一定の売上を計上できることから、安定的な収入が見込めます。他方で、契約条件によ

っては、販売数量が一定数を超えた場合には、ロイヤリティ収入が見込める場合があります。しかし、契約上定められた

納期を遵守できない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

イ 特定の販売先への依存について 

 当社グループの株式会社コナミデジタルエンタテインメント（平成18年3月連結会計年度まではコナミ株式会社）

に対する販売実績は平成17年3月連結会計年度は3,004,462千円、平成18年3月連結会計年度は3,772,022千円、平

成19年3月期中間連結会計期間は1,210,595千円であり、それぞれの連結会計年度または中間連結会計期間の総販売

実績に対する割合は25.4％、26.1％、19.3％となっております。株式会社コナミデジタルエンタテインメントの親会

社であるコナミ株式会社（以下、同社といいます。）は当社の議決権の53.99％を有する大株主であり、同社は当社の

親会社、当社は同社の子会社という関係であります。 

  同社の執行役員2名が当社の取締役となっており、当社の業務遂行に関与しております。また、同社グループの監査

役が当社の監査役となり、当社取締役の業務執行に関する監督を行なっております。 

  当社グループの株式会社コナミデジタルエンタテインメントに対する主な販売のうち、自社ブランドによる家庭用テ

レビゲームソフトの販売は同社グループとの販売基本契約に基づき当社グループが制作した家庭用ゲームソフトの販

売代理を委託しているものであります。また、同社ブランドの家庭用テレビゲームソフトの制作受託は同社グループよ

りキャラクターやゲームの世界観等の提供を受けて、これに当社グループの企画力・技術開発力及び要素技術を融合さ

せた上で、高品質のコンテンツとして同社グループに納品しているものであります。同社グループとの関係は今後も現

在と同様に良好に継続するものと考えております。 

 

ロ 新製品制作力 

 一般的にゲームソフト制作・販売会社は、新商品制作によるヒット作の有無により、経営成績に強い影響を受ける可

能性があります。 

 

ハ コンテンツ開発期間の長期化 

 短いものでも６ヶ月、長いものでは２、３年と長期化しております。制作期間の長いものが増加した場合には制作費

用の増加と制作費用を回収するまでの期間が長期化する可能性があります。この制作期間の長期化は当社グループのキ

ャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。 

 

ニ 国内市場規模の飽和感 

 国内家庭用ゲームソフト市場においては、少子化やユーザーの生活嗜好の多様化による市場の飽和感は否めない状況

であり、ヒット作の有無や競合他社の発売動向等により、売上が大きく変動する可能性があります。 

 

ホ ロイヤリティ収益 

 当社が受託制作したソフトの販売数量は、最終的には発注元の販売力・営業力に大きく左右されるものであります。

ロイヤリティ収入の見込める契約において実際の販売数量が当社の予測したそれを下回った場合、見込んでいたロイ

ヤリティ収益が得られない結果として、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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中間連結財務諸表等 

１．中間連結貸借対照表 

   (単位：千円) 

前中間連結会計期間末 

平成17年9月30日現在 

当中間連結会計期間末 

平成18年9月30日現在 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

平成18年3月31日現在 科目 

金額 構成比 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 1,179,386  1,159,503  933,192 
 

 2. 受取手形及び売掛金 2,187,246  1,990,467  1,981,233 
 

 3. たな卸資産 1,598,463  1,682,311  1,020,035 
 

 4. その他 419,744  551,925  390,164 
 

    貸倒引当金 △114,607  △40,598  △49,474  

   流動資産合計 5,270,233 78.4 5,343,609 89.7 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  ※1 550,014  33,360  33,389  

 (2) 工具器具備品    ※1 219,412  247,402  232,937  

 (3) その他          ※1 270,194  11,071  11,759  

 1,039,620  291,833  278,086  

 2. 無形固定資産 72,159  71,280  69,892  

 3. 投資その他の資産       

(1) 関係会社長期貸付金 640,000  ―  1,000  

 (2) その他 602,231  482,047  507,870  

     貸倒引当金 △905,071  △231,546  △244,109  

 337,160  250,501  264,760  

   固定資産合計 1,448,940 21.6 613,616 10.3 612,740 12.5 

   資産合計 6,719,174 100.0 5,957,225 100.0 4,887,893 100.0 
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   (単位：千円) 

前中間連結会計期間末 

平成17年9月30日現在 

当中間連結会計期間末 

平成18年9月30日現在 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

平成18年3月31日現在 科目 

金額 構成比 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 23,068  35,164  47,511  

2. 短期借入金      ※2 2,200,000  500,000  600,000  

3. 一年以内返済予定  

長期借入金 
15,520  －  －  

4.  未払金 719,616  697,085  844,716  

5.  事業所閉鎖引当金 813,000  －  －  

6. その他          ※3 312,990  351,370  334,917  

流動負債合計 4,084,194 60.8 1,583,620 26.6 1,827,144 37.4 

Ⅱ 固定負債       

1.  長期借入金 10,879  2,700  2,964  

2. 退職給付引当金 388,223  444,207  422,415  

3. その他 2,949  266  2,949  

固定負債合計 402,052 6.0 447,174 7.5 428,329 8.7 

負債合計 4,486,247 66.8 2,030,794 34.1 2,255,474 46.1 

(資本の部)       

Ⅰ 資本金 5,064,276 75.4 － － 5,064,276 103.6 

Ⅱ 資本剰余金 3,656,643 54.4 － － 3,656,643 74.8 

Ⅲ 利益剰余金 △6,474,745 △96.4 － － △6,058,835 △123.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 2,755 0.0 － － － － 

Ⅴ 為替換算調整勘定 △15,770 △0.2 － － △29,432 △0.6 

Ⅵ  自己株式 △231 △0.0 － － △231 △0.0 

  資本合計 2,232,927 33.2 － － 2,632,418 53.9 

  負債及び資本合計 6,719,174 100.0 － － 4,887,893 100.0 
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前中間連結会計期間末 

平成17年9月30日現在 

当中間連結会計期間末 

平成18年9月30日現在 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

平成18年3月31日現在 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

1.資本金 － － 5,064,276 85.0 － － 

2.資本剰余金 － － 3,656,643 61.4 － － 

3.利益剰余金 － － △4,765,465 △80.0 － － 

4.自己株式 － － △231 △0.0 － － 

株主資本合計 － － 3,955,221 66.4 － － 

Ⅱ 評価・換算差額等       

1.繰延ヘッジ損益 － － △315 △0.0 － － 

2.為替換算調整勘定 － － △28,475 △0.5 － － 

評価・換算差額等合計 － － △28,790 △0.5 － － 

純資産合計 － － 3,926,430 65.9 － － 

負債純資産合計 － － 5,957,225 100.0 － － 
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２．中間連結損益計算書 

   (単位：千円) 

前中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

前連結会計年度の 
要約損益計算書 

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 金額 百分比 

  ％  ％  ％ 

Ⅰ 売上高 7,223,183 100.0 6,259,046 100.0 14,439,728 100.0 
Ⅱ 売上原価 5,219,950 72.3 3,364,939 53.8 9,908,499 68.6 

   売上総利益 2,003,233 27.7 2,894,106 46.2 4,531,228 31.4 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 1,481,643 20.5 1,807,382 28.8 3,631,541 25.2 

   営業利益 521,589 7.2 1,086,723 17.4 899,686 6.2 
Ⅳ 営業外収益       
  １ 受取利息 256  200  483  

  ２  受取配当金 1,198  2,694  －  
  ３ 為替差益 29,968  4,702  62,692  
  ４  賃貸料収入 10,339  15,868  19,839  

  ５  持分法による投資利益 －  3,768  －  
  ６  その他 3,753  1,805  7,267  

 45,517 0.6 29,039 0.4 90,284 0.6 
Ⅴ 営業外費用       

  １  支払利息 18,133  2,261  25,644  
  ２  持分法による投資損失 6,341  －  8,398  

 ３ 新株発行費 8,215  －  －  

４  製品廃棄損失引当金繰入額 20,000  －  17,000  

５  リース解約損失 －  1,832  －  

６  原状回復費 10,982  739  13,991  

７  たな卸資産廃棄損 10,870  －  29,473  
  ８  その他 521  383  16,745 

 
 

 75,065 1.0 5,217 0.1 111,254 0.7 
   経常利益 492,041 6.8 1,110,545 17.7 878,716 6.1 

Ⅵ 特別利益      
  １  固定資産売却益     ※2 2,516  －  2,516  
  ２ 投資有価証券売却益 3,921  －  6,418  

  ３ 貸倒引当金戻入益 －  16,788  －  

  ４  その他 3,978  －  82,662  

 10,417 0.2 16,788 0.3 91,596 0.6 
Ⅶ 特別損失       

  １ 固定資産売却損    ※3 24  124  24  
  ２  固定資産除却損    ※4 9,589  3,834  31,197  
 ３ 減損損失       ※5 2,999  －  2,999  

  ４  たな卸資産評価損 101  －  26,141  

  ５  投資有価証券評価損 13,000  －  13,000  

６  退職給付会計基準変更時 
差異処理額 

18,636  －  34,166  

  ７  訴訟和解解決金 98,000  －  98,000  
  ８ 貸倒引当金繰入額 30,965  －  15,208  
 ９  その他 ※6 21,295  －  21,981  

 194,613 2.7 3,959 0.0 242,720 1.7 

   税金等調整前 
      中間(当期)純利益       

307,844 4.3 1,123,374 18.0 727,592 5.0 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

4,378 0.1 6,907 0.1 8,216 0.0 

   法人税等調整額 2,021 0.0 △176,902 △2.8 2,021 0.0 

   中間(当期)純利益 
     

301,444 4.2 1,293,369 20.7 717,354 5.0 
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３．中間連結剰余金計算書 
    (単位：千円) 

前中間連結会計期間 
自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 
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   
 

 

   増資による新株式の発行 717,000 717,000 717,000 717,000 

Ⅲ 資本剰余金 
    中間期末（期末）残高 

 3,656,643 
 

3,656,643 

（利益剰余金の部）   
 

 

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △6,772,101  △6,772,101 

Ⅱ  利益剰余金増加高     

     中間（当期）純利益 301,444 301,444 717,354 717,354 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

   連結除外による減少 4,088 4,088 4,088 4,088 

Ⅳ 利益剰余金 
中間期末（期末）残高 

 △6,474,745  △6,058,835 

     

 

４．中間連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

株主資本 評価・換算差額等  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合計 

繰延 

ヘ ッ ジ

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計 

純資産 

合計 

前連結会計年度

末残高 

5,064,276 3,656,643 △6,058,835 △231 2,661,851 ― △29,432 △29,432 2,632,418 

当中間連結会計

期間中の変動額          

中間純利益   1,293,369  1,293,369    1,293,369 

株主資本以外の

項目の中間連結

会計期間中の変

動額（純額）       △315 957 642 642 

当中間連結会計

期間中の変動額

合計 ― ― 1,293,369 ― 1,293,369 △315 957 642 1,294,011 

当中間連結会計

期間末残高 5,064,276 3,656,643 △4,765,465 △231 3,955,221 △315 △28,475 △28,790 3,926,430 
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５．中間連結キャッシュ・フロー計算書 
   (単位：千円) 

前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 
科目 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

1. 税金等調整前中間純利益 307,844 1,123,374 727,592 

 2. 減価償却費 69,301 54,986 125,607 

 3. 貸倒引当金の増加額（減少は△） 37,226 △16,788 15,036 

 4. 退職給付引当金の増加額 8,185 21,792 42,376 

 5. 受取利息及び受取配当金 △1,455 △2,894 △1,702 

 6. 支払利息 18,133 2,261 25,644 

 7. 為替差損（差益は△） △2,057 △1,618 22,007 

8. 持分法による投資損失（利益は△） 6,341 △3,768 8,398 

  9. 有形固定資産除売却損 9,614 3,959 31,222 

 10.  事業所閉鎖引当金戻入益 － － △78,682 

 11.  ゲームソフト等事業化権償却 20,649 － 99,808 

 12. 売上債権の減少額(増加は△) △101,725 △13,883 104,287 

 13. たな卸資産の減少額(増加は△) 1,103,650 △662,275 1,643,399 

 14. その他の流動資産の減少額 44,656 33,521 42,295 

15.  投資その他の資産の減少額 26,638 8,941 9,811 

16. 仕入債務の減少額 △92,032 △12,346 △67,589 

17.  その他の流動負債の減少額 △390,242 △125,645 △232,206 

18.  訴訟和解解決金 98,000 － 98,000 

19. その他 49,365 △4,041 51,373 

    小計 1,212,094 405,573 2,666,680 

 20. 利息及び配当金の受取額 1,500 2,895 1,748 

 21. 利息の支払額 △11,871 △2,327 △17,170 

 22.  訴訟和解解決金の支払額 △98,000 － △98,000 

 23. 法人税等の支払額 △13,111 △8,375 △15,852 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,090,613 397,765 2,537,405 
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前中間連結会計期間 

自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日 

当中間連結会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

科目 

金額 金額 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 1. 定期預金の払戻による収入 100,000 － 100,000 

 2. 有形固定資産の取得による支出 △83,375 △58,152 △175,899 

 3. 有形固定資産の売却による収入 110,467 476 180,467 

 4. 無形固定資産の取得による支出 △24,813 △16,355 △38,879 

 5. 投資有価証券の売却による収入 95,250 ― 99,593 

  6. 貸付けによる支出 △560 ― △560 

  7. 貸付金の回収による収入 1,477 438 2,113 

8.  その他 △69 ― 249 

   投資活動によるキャッシュ・フロー 198,375 △73,593 167,083 

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 △2,720,000 △100,000 △4,320,000 

 2. 長期借入金の返済による支出 △135,392 △264 △158,827 

 3. 配当金の支払額 △134 △121 △298 

  4.  株式発行による収入 1,425,784 ― 1,425,784 

   財務活動によるキャッシュ・フロー △1,429,743 △100,386 △3,053,341 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,942 2,525 △46,038 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額） △148,697 226,311 △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 ― △4,897 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期首残高 1,332,980 933,192 1,332,980 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
1,179,386 1,159,503 933,192 
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６．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数    1社 

Hudson Entertainment,Inc. 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数    １社 

   Hudson Entertainment,Inc. 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 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㈱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㈱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、当連結会計

年度に特別清算手続きに入っ

たため、連結の範囲から除い

ております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

   ㈱未来蜂歌留多商会 

   (連結の範囲から除いた理由) 

    非連結子会社は平成17年3

月18日に解散決議を行い、特

別清算の手続き中のため、連

結の範囲から除いておりま

す。 

なお、前中間連結会計期間

まで持分法非適用の非連結子

会社であった㈱スティール・

アットマークは役員構成の異

動により支配力及び影響力が

低下したため、前連結会計年

度末より、連結及び持分法適

用の範囲から除いておりま

す。 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

  該当事項はありません。 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

             同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 

１社 

   ジェイビートゥビー㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 

１社 

   ジェイビートゥビー㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 

１社 

   ジェイビートゥビー㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称 

    ㈱来蜂歌留多商会 

(持分法を適用しない理由) 

    持分法非適用会社は平成17

年3月18日に解散決議を行い、

特別清算の手続き中のため、

持分法の範囲から除いており

ます。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称 

該当事項はありません 

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社の名称 

同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

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。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 

  ① 有価証券 

   その他有価証券 

   時価のあるもの 

        …中間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 

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 

  ① 有価証券 

   その他有価証券 

   時価のあるもの 

          …中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法        

(評価差額は全部純資産直入

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 

…同左 

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 

  ① 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 

…同左 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

…同左 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

   ａ商品・製品・原材料・貯蔵

品 

    総平均法による原価法    

  ③ たな卸資産 

   ａ商品・製品・原材料・貯蔵

品 

   …同左  

  ③ たな卸資産 

   ａ商品・製品・原材料・貯蔵

品 

    当社：同左 

   ｂコンテンツ 

    個別法による原価法 

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。 

   ｂコンテンツ 

同左 

   ｂコンテンツ 

    同左 
 

   ｃ仕掛品 

    個別法による原価法 

   ｃ仕掛品 

    同左 

   ｃ仕掛品 

同左    

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 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、

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 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

    同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  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。 

  ② 無形固定資産 

    同左 

  ② 無形固定資産 

    同左 

 

（3）繰延資産の処理方法 

新株発行費は支出時に全額費

用処理をしております。 

 

―――――― 

 

(3)繰延資産の処理方法 

新株発行費は支出時に全額費用

処理をしております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

 ① 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。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

   同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

    同左 

② 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、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められ

る額を計上しております。な

お、会計基準変更時差異

(249,381千円)については、５

年による按分額を費用処理す

ることとし、当中間連結会計期

間では年間の費用処理額の２

分の１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。 

 ② 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、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる

額を計上しております。なお、

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。 

 ② 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。 

 

③ 事業所閉鎖引当金 

    事業構造改革に伴い統合さ 

れる事業所について、改革後

の体制における固定資産の活

用可能性を検討した結果、処

分することを決定した固定資

産の今後発生が見込まれる損

失について、合理的に見積も

られる額を計上しておりま

す。 

 

――――― 

 

――――― 

④ 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。 

④ 製品廃棄損失引当金 

同左 

④ 製品廃棄損失引当金 

同左 

 

――――― 

  

――――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

    同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

    同左 

(6)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段：先物為替予約取 

引 

   ヘッジ対象：外貨建予定取引 

  ③ヘッジ方針 

    内部規程で定めるリスク管理

方法に基づき、為替変動リスク

をヘッジしております。 

  ④ヘッジの有効性評価の方法 

先物為替予約取引について

は、将来の取引予定に基づくも

のであり、取引金額等が一致し

ており、実行の可能性が極めて

高いため有効性の判定を省略

しております。 

(6)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 

 

 

  ③ヘッジ方針 

同左 

 

 

  ④ヘッジの有効性評価の方法 

   同左 

   

(6)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 

 

 

  ③ヘッジ方針 

同左 

 

 

  ④ヘッジの有効性評価の方法 

   同左 

   

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

   消費税等の会計処理の方法 

    消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

 

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

   消費税等の会計処理の方法 

    同左 

 (7) その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 

  消費税等の会計処理の方法 

   同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

   中間連結キャッシュ・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。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

   同左 

５ 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。 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

７.会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 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、当中間連結会計期間より

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12,573千円、

営業利益は24,249千円増加してい

ますが、経常利益及び中間純利益

に与える影響はありません。 

 

 

――――― 

１ 前連結会計年度まで営業外収益

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、当中間連結会計期間より

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6,999千円、営 

  業利益は11,509千円増加していま 

すが、経常利益及び中間純利益に 

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。 

３ 固定資産の減損に係る会計基準 

 当中間連結会計期間から「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中間純

利益は2,999千円減少しておりま

す。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。 

 

 
――――― 

３  固定資産の減損に係る会計基準 

当連結会計年度より、「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。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に

基づき各資産の金額から直接控除

しております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  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

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

当だ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

当期純利益はそれぞれ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

会計期間は従来の方法によっており

ます。従って、当中間連結会計期間

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。 

 

――――― 

５   当中間連結会計期間より「貸借

対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月9日 企業会

計基準第5号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月9日 

企業会計適用指針第8号）を適用

しております。従来の資本の部に

相当する金額は3,926,745千円で

あります。 

 

―――――― 
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８．表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日) 

（中間連結貸借対照表） 

１ 前中間連結会計期間まで「短期借入金」に含めて表示

していた「一年以内返済予定長期借入金」については、

記載の明瞭化の観点から、当中間連結会計期間より区分

掲記することといたしました。なお、前中間連結会計期

間における「一年以内返済予定長期借入金」は115,920

千円であります。 

 

（中間連結損益計算書） 

１  前連結会計期間において、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」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、当中間 

連結会計期間より区分掲記することといたしました。な 

お、前中間連結会計期間における「たな卸資産廃棄損」 

は3,106千円であります。 

２  前連結会計期間において、営業外費用「その他」に 

含めて表示していた「原状回復費」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、当中間連 

結会計期間より区分掲記することといたしました。 

なお、前中間連結会計期間における「原状回復費用」 

は2,321千円であります。 

３  前中間連結会計期間において、特別損失「その他」 

に含めて表示していた「貸倒引当金繰入額」は特別損失

の総額の100分の10を超えることとなったため、当中間

連結会計期間より区分掲記することといたしました。な

お、前中間連結会計期間における「貸倒引当金繰入額」

は494千円であります。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 前中間連結会計期間までそれぞれ区分掲記して 

いた「有形固定資産売却損」（当中間会計連結期間24千

円）及び「有形固定資産除却損」（当中間連結会計期間

9,589千円）は、金額的重要性が少なくなったため、当

中間連結会計期間より「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 前中間連結会計期間まで区分掲記していた「有形 

固定資産売却益」（当中間連結会計期間△2,516千円）

は、金額的重要性が少なくなったため、当中間連結会計

期間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 前中間連結会計期間まで区分掲記していた「投資 

有価証券売却益」（当中間連結会計期間△3,921千円）

は、金額的重要性が少なくなったため、当中間連結会

計期間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 前中間連結会計期間まで区分掲記していた「投資 

有価証券の取得による支出」（当中間連結会計期間△89

千円）は、金額的重要性が少なくなったため、当中間連

結会計期間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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９．追加情報 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

――――― 

 

 

従来、支払時に費用計上していた

前払家賃につきましては、期間損益

の適正化を図るため前連結会計年度

の下期から前払費用に計上し、発生

月の費用とする方法に変更しまし

た。 

 従って、前中間連結会計期間は従

来の方法によっており、当中間連結

会計期間と同一の方法を採用した場

合と比べ、前中間連結会計期間の営

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。 

 

――――― 

 

 

 

１０．注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
平成17年9月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成18年9月30日現在 

前連結会計年度末 
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 

1,778,274千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,114,714千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,128,224千円 

※２ 当社は、運転資金の効率的な 

調達を行うため、取引銀行3行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越 

限度額 
8,800,000千円

借入実行残高 2,200,000千円

差引額 6,600,000千円
 

※２ 当社は、運転資金の効率的な 

調達を行うため、取引銀行3行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越 

限度額 
6,300,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 5,800,000千円
 

※２ 当社は、運転資金の効率的な 

調達を行うため、取引銀行3行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当中間連

結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越 

限度額 
10,300,000千円

借入実行残高 600,000千円

差引額 9,700,000千円
 

※３  消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

※３  消費税等の取扱い 

同左 

 

――――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額 

広告販促費 199,936千円

給料及び手当 311,492千円

退職給付費用 8,705千円

販売手数料 378,296千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額 

広告販促費 392,524千円

給料及び手当 321,948千円

退職給付費用 7,706千円

販売手数料 426,627千円

支払手数料 182,343千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額 

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 固定資産売却益の内訳は次の 

とおりであります。  

有形固定資産 

「その他」 
2,516千円

 

 

――――― 

 

※２ 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

 
※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。  

有形固定資産 

「その他」 
24千円

 

※３ 固定資産売却損の内訳は次

のとおりであります。  

有形固定資産 

「工具器具備品」
124千円

 

※３ 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

 

※４ 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 2,707千円

建物及び 

構築物 
6,882千円

計 9,589千円
 

※４ 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 3,834千円
 

※４ 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
 

※５ 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 

北海道

石狩郡 

遊休 土地 2,999 

（千円） 

（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。 

 

――――― 

 

※５ 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 

北海道

石狩郡 

遊休 土地 2,999 

（千円） 

（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。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※６ 特別損失の「その他」の内訳

は次のとおりであります。 

版権料償却額 10,853千円

その他 10,442千円

計 21,295千円

 
 

 

――――― 

 

 

――――― 

 

 
（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
当中間連結会計期間( 自 平成 18年４月１日  至 平成 18年 9月 30日 ) 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 19,214,000 ― ― 19,214,000 

２．自己株式関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 332 ― ― 332 

３．新株予約権等に関する事項 

     該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

     該当事項はありません。 

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

     該当事項はありません。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関

係  （平成17年9月30日現在） 

現金及び 
預金勘定 

1,179,386千円

現金及び 
現金同等物 

1,179,386千円

 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関

係  （平成18年9月30日現在） 

現金及び 
預金勘定 

1,159,503千円

現金及び 
現金同等物 

1,159,503千円

 

１ 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 

（平成18年3月31日現在） 

現金及び 
預金勘定 

933,192千円

現金及び 
現金同等物 

933,192千円
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１１．セグメント情報 

(1)事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30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 3,685,271 3,511,721 26,190 7,223,183 ― 7,223,183 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ― 

計 3,685,271 3,511,721 26,190 7,223,183 (―) 7,223,183 

  営業費用 3,148,206 2,977,308 31,423 6,156,938 544,655 6,701,594 

  営業損益 537,064 534,412 △5,232 1,066,244  （544,655） 521,589 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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 3,695,766 2,526,087 37,192 6,259,046 ― 6,259,046 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ― 

計 3,695,766 2,526,087 37,192 6,259,046 (―) 6,259,046 

  営業費用 2,561,684 2,025,133 35,640 4,622,458 549,864 5,172,322 

  営業損益 1,134,082 500,953 1,551 1,636,587 (549,864) 1,086,723 

 
前連結会計年度(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 

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

(1) 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 

(2) 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、玩具等の開発・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開発支援システム・ツール・半導体
等の開発・販売等 

(3) その他事業………………………………… 上記事業に属さない製・商品の開発・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、当社の総務部門
等管理部門にかかる費用であり、前中間連結会計期間は544,655千円、当中間連結会計期間は

549,864千円、前連結会計年度は1,060,938千円であります。 

 

   (2) 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日), 当中間連結会計期間(自 平成18年４月

１日 至 平成18年９月30日)、および前連結会計年度(自 平成17年４月１日至 平成18年３月31日)において、全

セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が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 

      前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

（単位：千円） 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 689,660 95,239 26,359 1,340 812,600 

Ⅱ 連結売上高     7,223,183 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
9.5 1.3 0.4 0.0 11.2 

（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、スペイン国、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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

（単位：千円） 

 北米 アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 976,160 41,904 34,105 1,657 1,053,828 

Ⅱ 連結売上高     6,259,046 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
15.6 0.7 0.5 0.0 16.8 

(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） アジア…中華人民共和国、大韓民国、シンガポール共和国 

（3） 欧州……ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ギリシャ共和国、グレートブリテン-北アイルラ

ンド連合王国（イギリス・アイルランド） 

（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。 
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前連結会計年度(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、スペイン国、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。 

     

１２．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。 

 

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） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

区分 
取得 

原価 

中間連

結貸借

対照表

計上額 

差額 
取得原

価 

中間連

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 

株式 1,845 4,601 2,755 ― ― ― ― ― ― 

合 計 1,845 4,601 2,755 ― ― ― ― ― ― 
(注)減損処理にあたっては、中間会計期間末または期末における時価が取得価格に比べ50%以上下落した場合は全

て減損処理を行っております。 

 

 (2) 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） 

前中間連結会計期間 

（平成17年９月30日現在） 

当中間連結会計期間 

（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 区分 

中間連結貸借対照表計上額 中間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    

非上場株式 1,551 1,000 1,000 

合計 1,551 1,000 1,000 

 

１４.デリバティブ取引関係 

EDINETによる開示を行なうため記載を省略しております。 

 

１５.重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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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) 
前中間連結会計期間 
自 平成17年 4月１日 
至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年 4月１日 
至 平成18年 9月30日 

金額 金額 
区分 

    

ネットワーク・コンテンツ関連事業 2,511,569  1,617,330  

コンシューマ・コンテンツ関連事業 2,185,392  1,352,116  

その他事業 31,408  35,520  

合計 4,728,369  3,004,967  

      (注) 1. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

          2. 金額は、製造原価によっております。 

 
 (2)仕入実績 

    (単位：千円) 
前中間連結会計期間 
自 平成17年 4月１日 
至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年 4月１日 
至 平成18年 9月30日 

金額 金額 
区分 

    

ネットワーク・コンテンツ関連事業 13,253  17,659  

コンシューマ・コンテンツ関連事業 478,311  342,312  

その他事業 15  ―  

合計 491,580  359,971  

      (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) 
前中間連結会計期間 
自 平成17年 4月１日 
至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年 4月１日 
至 平成18年 9月30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 

44,794  94,867 △75.2 30,712  34,900 △63.2 

コンシューマ・ 
コンテンツ関連事業 

2,178,548  1,530,509 60.9 1,490,991  1,220,826 △20.2 

合計 2,223,343  1,625,376 21.9 1,521,703  1,255,726 △22.7 

      (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) 

前中間連結会計期間 
自 平成17年 4月１日 
至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年 4月１日 
至 平成18年 9月30日 

金額 金額 
区分 

    

ネットワーク・コンテンツ関連事業 3,685,271  3,695,766  

コンシューマ・コンテンツ関連事業 3,511,721  2,526,087  

その他事業 26,190  37,192  

合計 7,223,183  6,259,046  

      (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) 

前中間連結会計期間 
自 平成17年 4月１日 
至 平成17年 9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年 4月１日 
至 平成18年 9月30日 相手先 

金額 割合 金額 割合 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 2,142,781 
％ 

30.0 
2,129,831 

％ 

34.0 

コナミ株式会社 1,857,224 
 

25.7 ― ― 

株式会社コナミデジタルエンタテインメント ― ― 1,210,595 
 

19.3 

任天堂株式会社 726,106 10.1 430,601 6.9 

（注）コナミ株式会社は平成18年3月においてデジタルエンタテインメント事業を、株式会社コナミデジタルエン

タテインメントとして会社分割し純粋持株会社へ移行しております。 


