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2007年３月期 
(平成19年３月期) 

９．個別中間財務諸表の概要 

 
 

 

2006年11月７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 2006年11月７日 配当支払開始日 2006年11月30日 

単元株制度採用の有無  有（１単元 100株）  
   １．2006年９月中間期の業績（2006年４月１日～2006年９月30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。

 営業収益 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
2006年９月中間期 4,727 △90.7 2,589 △50.0 2,475 △73.7 

2005年９月中間期 51,016 △12.6 5,179 709.2 9,408 155.3 

2006年３月期 122,591  14,305  19,291  
  中間（当期）純利益 １株当たり中間（当期）純利益 
 百万円 ％ 円 銭 
2006年９月中間期 2,278 △79.7 16.40 

2005年９月中間期 11,197 304.8 85.93 

2006年３月期 16,572  124.75 
 （注） ①期中平均株式数 2006年９月中間期 138,906,814株  2005年９月中間期 130,300,952株 
  2006年３月期   131,089,462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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
  （2）財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 
2006年９月中間期 171,291 144,061 84.1 1,049.89 

2005年９月中間期 203,217 149,486 73.6 1,147.20 

2006年３月期 202,303 153,339 75.8 1,092.15 
 （注） ①期末発行済株式数 2006年９月中間期 137,215,841株  2005年９月中間期 130,306,075株 
  2006年３月期   140,200,828株 
 ②期末自己株式数 2006年９月中間期  6,339,945株  2005年９月中間期  9,225,633株 
  2006年３月期    3,354,958株 
   ２．2007年３月期の業績予想（2006年４月１日～2007年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 
通期    

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  円 銭 
 （注） 当社は、2007年３月期の単独決算業績予想を開示しておりません。 
   
３．配当状況  
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

2006年３月期 27.00 27.00 54.00 

2007年３月期（実績） 27.00 ― 

2007年３月期（予想） ― 27.00 
54.00 
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10.個別中間財務諸表等 
 

 １．中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

 
(2005年９月30日) 

当中間会計期間末 
 

(2006年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(2006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 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  57,773   27,599   43,980   

２．受取手形  1   －   －   

３．売掛金  12,207   －   －   

４．たな卸資産  13,061   －   －   

５．短期貸付金  －   17,624   12,890   

６．その他 ※3 16,711   3,963   2,318   

貸倒引当金  △16   △26   △18   

流動資産合計   99,738 49.1  49,161 28.7  59,170 29.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1 3,709   72   81   

２．無形固定資産  11,767   7   3   

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  80,654   117,681   140,581   

(2)その他  7,446   4,379   2,467   

貸倒引当金  △98   △10   －   

投資その他の資産 
合計  88,001   122,050   143,048   

固定資産合計   103,478 50.9  122,130 71.3  143,132 70.7 

資産合計   203,217 100.0  171,291 100.0  202,303 100.0 

           



 

－  － 
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前中間会計期間末 

 
(2005年９月30日) 

当中間会計期間末 
 

(2006年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(2006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
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  1,448   －   －   

２．買掛金  8,710   －   －   

３．短期借入金  －   6,450   －   

４．１年以内に返済予定の長
期借入金  2,152   592   1,992   

５．１年以内に償還予定の社
債  15,000   15,000   15,000   

６．未払法人税等  573   262   6,791   

７．役員賞与引当金  －   110   －   

８．その他 ※3 7,236   849   6,867   

流動負債合計   35,120 17.3  23,264 13.6  30,651 15.2 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  15,000   －   15,000   

２．長期借入金  2,276   2,034   1,980   

３．役員退職慰労引当金  1,332   1,332   1,332   

４．預り保証金  2   599   －   

固定負債合計   18,610 9.1  3,965 2.3  18,312 9.0 

負債合計   53,730 26.4  27,230 15.9  48,963 24.2 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   47,398 23.3  － －  47,398 23.4 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  36,818   －   36,893   

２．その他資本剰余金  23,418   －   6,674   

資本剰余金合計   60,236 29.6  － －  43,568 21.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  206   －   283   

２．任意積立金  34,094   －   34,094   

３．中間(当期)未処分利益  35,716   －   38,168   

利益剰余金合計   70,018 34.5  － －  72,546 35.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1 0.0  － －  64 0.0 

Ⅴ 自己株式   △28,168 △13.8  － －  △10,238 △5.1 

資本合計   149,486 73.6  － －  153,339 75.8 

負債資本合計   203,217 100.0  － －  202,303 100.0 

           



 

－  － 
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前中間会計期間末 

 
(2005年９月30日) 

当中間会計期間末 
 

(2006年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(2006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
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  47,398 27.7  － － 

２．資本剰余金           

  （1）資本準備金  －   36,893   －   

  （2）その他資本剰余金  －   6,588   －   

資本剰余金合計   － －  43,482 25.4  － － 

３．利益剰余金           

  （1）利益準備金  －   283   －   

  （2）その他利益剰余金           

     別途積立金  －   52,094   －   

     繰越利益剰余金  －   18,441   －   

利益剰余金合計   － －  70,820 41.3  － － 

４．自己株式   － －  △17,679 △10.3  － － 

株主資本合計   － －  144,021 84.1  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額
金   － －  40 0.0  － － 

評価・換算差額等合計   － －  40 0.0  － － 

純資産合計   － －  144,061 84.1  － － 

負債純資産合計   － －  171,291 100.0  － － 

           



 

－  － 
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 ２．中間損益計算書 

  

前中間会計期間 
 

(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
 

(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 2005年４月１日 
至 2006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 
（％） 

金額 
（百万円） 

百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益 ※1          

１．売上高  51,016   －   122,591   

２．経営管理料収入 ※1 －   2,953   －   

３．受取配当金収入 ※1 － 51,016 100.0 1,773 4,727 100.0 － 122,591 100.0 

Ⅱ 売上原価   33,041 64.8  － －  75,499 61.6 

売上総利益   17,975 35.2  4,727 100.0  47,091 38.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   12,795 25.1  2,137 45.2  32,786 26.7 

営業利益   5,179 10.1  2,589 54.8  14,305 11.7 

Ⅳ 営業外収益 ※2  4,505 8.8  102 2.1  5,679 4.6 

Ⅴ 営業外費用 ※3  276 0.5  216 4.5  693 0.6 

経常利益   9,408 18.4  2,475 52.4  19,291 15.7 

Ⅵ 特別利益 ※4  5,788 11.3  － －  5,707 4.7 

Ⅶ 特別損失 ※5  25 0.0  － －  247 0.2 

税引前中間(当期)純利益   15,172 29.7  2,475 52.4  24,751 20.2 

法人税、住民税及び事業
税  697   △346   8,803   

法人税等調整額  3,277 3,974 7.8 544 197 4.2 △625 8,178 6.7 

中間(当期)純利益   11,197 21.9  2,278 48.2  16,572 13.5 

前期繰越利益   7,710   －   7,710  

合併による未処分利益受
入額 

 
  16,808   －   17,402  

中間配当額   －   －   3,518  

中間(当期)未処分利益   35,716   －   38,168  

           



 

－  － 
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 ３．中間株主資本等変動計算書 
当中間会計期間（自 2006年４月１日 至 2006年９月30日） （単位：百万円） 

 株 主 資 本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

2006年３月31日残高 47,398 36,893 6,674 43,568 283 34,094 38,168 72,546 △10,238 153,275 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注）       △3,785 △3,785  △3,785 

役員賞与（注）       △220 △220  △220 

別途積立金の積立（注）      18,000 △18,000 －  － 

中間純利益       2,278 2,278  2,278 

自己株式の取得         △7,689 △7,689 

自己株式の処分   △85 △85     248 162 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

          

中間会計期間中の変動額合計 － － △85 △85 － 18,000 △19,726 △1,726 △7,441 △9,254 

2006年９月30日残高 47,398 36,893 6,588 43,482 283 52,094 18,441 70,820 △17,679 144,021 

 

 評価・換算差額等 

 
その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産 
合計 

2006年３月31日残高 64 64 153,339 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）   △3,785 

役員賞与（注）   △220 

別途積立金の積立（注）   － 

中間純利益   2,278 

自己株式の取得   △7,689 

自己株式の処分   162 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

△23 △23 △23 

中間会計期間中の変動額合計 △23 △23 △9,278 

2006年９月30日残高 40 40 144,061 

（注）2006年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

１．資産の評価基準およ
び評価方法 

(1)有価証券 
子会社株式および関連会
社株式 
…移動平均法による原価
法 

(1)有価証券 
子会社株式および関連会
社株式 
…同左 

(1)有価証券 
子会社株式および関連会
社株式 
…同左 

 その他有価証券 
時価のあるもの 
…中間決算日の市場価
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 

その他有価証券 
時価のあるもの 
…中間決算日の市場価
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
定しております） 
時価のないもの 
…同左 

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 
…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 
製品・原材料 
…移動平均法による原価
法 
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。 

(3)  ────── (3)たな卸資産 
製品・原材料 
…移動平均法による原価
法 
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．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 

(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 

(2)無形固定資産 
同左 

 (3)長期前払費用 
定額法 

(3)  ────── (3)長期前払費用 
定額法 

３．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 

(1)貸倒引当金 
同左 

 (2)  ────── (2)役員賞与引当金 
役員に対する賞与の支出
に充てるため、支給見込額
の当中間会計期間負担額を
計上しております。 

(2)  ────── 
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項目 
前中間会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

 (3)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
ける退職給付債務および年
金資産の見込額に基づき当
中間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
事業年度の発生時の従業員
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。 

(3)退職給付引当金（前払年
金費用） 

同左 

(3)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
ける退職給付債務および年
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。 

 (4)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
規による中間会計期間末要
支給額を計上しておりま
す。 

(4)役員退職慰労引当金 
同左 

(4)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。 

４．外貨建の資産および
負債の本邦通貨への
換算基準 

外貨建金銭債権債務は、
中間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。 

同左 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。 

５．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 同左 

６．その他中間財務諸表
（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 
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。 

消費税等の会計処理 
同左 

消費税等の会計処理 
同左 
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 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当中間会計期間より、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 2002年
８月９日））および「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 2003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。 

────── （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 2002年８月
９日））および「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 2003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 2005年３月16日）お
よび「「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 2005年
３月16日）を適用しております。こ
れによる損益に与える影響は軽微で
あります。 

────── （役員賞与に関する会計基準） 
当中間会計期間より、「役員賞与
に関する会計基準」（企業会計基準
第４号 2005年11月29日）を適用し
ております。これにより営業利益、
経常利益および税引前中間純利益は
それぞれ110百万円減少しておりま
す。 

────── 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
当中間会計期間より、「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準」（企業会計基準第５号 2005
年12月９日）および「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」（企業会計基準適用
指針第８号 2005年12月９日）を適
用しております。 
従来の資本の部の合計に相当する
金額は144,061百万円であります。 
なお、中間財務諸表等規則の改正
により、当中間会計期間における中
間貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の中間財務諸表等規則に
より作成しております。 

────── 
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 表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日） 

────── （中間貸借対照表） 
「短期貸付金」は、前中間会計期間まで流動資産の
「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計
期間末において資産の総額の100分の５を超えたため、
区分掲記しました。 
なお、前中間会計期間末の「短期貸付金」の金額は、
4,121百万円であります。 

 
 
 注記事項 
 （中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（2005年９月30日） 

当中間会計期間末 
（2006年９月30日） 

前事業年度末 
（2006年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計
額 

※１．有形固定資産の減価償却累計
額 

※１．有形固定資産の減価償却累計
額 

5,734百万円 168百万円 204百万円 

 ２．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。 

 ２．  ──────  ２．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 Software 

Shanghai, Inc. 

97百万円 

(US$863千) 
 

 

 

Konami Gaming, Inc. 
352百万円 

(US$3,000千) 
 

※３．消費税等の取り扱い 
仮払消費税等および仮受消費税
等は相殺のうえ、その差額を流動
負債の「その他」に計上しており
ます。 

※３．消費税等の取り扱い 
仮払消費税等および仮受消費税
等は相殺のうえ、その差額を流動
資産の「その他」に計上しており
ます。 

※３．  ────── 
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 （中間損益計算書関係） 
前中間会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

※１．  ────── ※１．当社は、2006年3月31日に、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、
純粋持株会社へ移行しました。
これに伴い、当社の事業活動は
関係会社からの経営管理料収入
および受取配当金収入が中心と
なったため、これらを「営業収
益」として表示することとして
おります。 

※１．  ────── 

※２．営業外収益の主なもの ※２．営業外収益の主なもの ※２．営業外収益の主なもの 
  

受取利息 29百万円

受取配当金 4,394 

為替差益 4 
  

  
受取利息 87百万円

 

  
受取利息 56百万円

受取配当金 5,360 

為替差益 139 
  

※３．営業外費用の主なもの ※３．営業外費用の主なもの ※３．営業外費用の主なもの 
  

社債利息 200百万円
  

  
社債利息 145百万円

  

  
社債利息 346百万円

  
※４．特別利益の主なもの ※４．  ────── ※４．特別利益の主なもの 
  

関係会社株式
売却益 5,555百万円

  

  
 

  

  
関係会社株式
売却益 5,555百万円

  
※５．特別損失の主なもの ※５．  ────── ※５．特別損失の主なもの 
  

固定資産除売
却損 25百万円

  

  
 

  

  
固定資産除売
却損 247百万円

  
６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 
  

有形固定資産 634百万円

無形固定資産 1,352 
  

  
有形固定資産 26百万円

無形固定資産 0 
  

  
有形固定資産 1,730百万円

無形固定資産 4,276 
  

 
 
 （中間株主資本等変動計算書関係） 
 当中間会計期間（自 2006年４月１日 至 2006年９月30日） 

  

 自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数
（千株） 

当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式 3,354 3,072 87 6,339 

合計 3,354 3,072 87 6,339 

（変動事由の概要） 
増加株式数の主な内訳は、次のとおりであります。 
当社子会社の保有する自己株式の取得による増加 3,048千株 
単元未満株式の買取りによる増加          24千株 
 
減少株式数の主な内訳は次のとおりであります。 
ストックオプションの権利行使による減少      82千株 
単元未満株式の買増しによる減少          5千株 
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 

 

 

 （有価証券関係） 
 前中間会計期間末（2005年９月30日現在） 
 子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

 中間貸借対照表計上額 
（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 8,167 6,618 △1,548 

合計 8,167 6,618 △1,548 

 

 当中間会計期間末（2006年９月30日現在） 
 子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

 中間貸借対照表計上額 
（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 8,167 9,346 1,179 

関連会社株式 5,993 4,814 △1,178 

合計 14,160 14,161 1 

 

 前事業年度末（2006年３月31日現在） 
 子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

 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 8,167 7,728 △438 

関連会社株式 5,993 6,593 600 

合計 14,160 14,322 161 

 

 

 


