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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （金額の表示　百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年９月中間期 27,764 23.7 7,241 728.5 7,453 267.8

平成17年９月中間期 22,445 17.1 874 △81.4 2,026 △58.5

平成18年３月期 70,283 12,597 13,633

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

平成18年９月中間期 4,508 82.7 40 78

平成17年９月中間期 2,468 △10.5 22 37

平成18年３月期 20,691 187 39

（注）①期中平均株式数 平成18年９月中間期 110,555,802株 平成17年９月中間期 110,340,469株 平成18年３月期 110,419,003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

平成18年９月中間期 181,219 121,898 67.3 1,102 51

平成17年９月中間期 150,501 102,209 67.9 925 41

平成18年３月期 181,840 119,681 65.8 1,082 62

（注）①期末発行済株式数 平成18年９月中間期 110,564,016株 平成17年９月中間期 110,448,123株 平成18年３月期 110,547,484株

②期末自己株式数 平成18年９月中間期 186,092株 平成17年９月中間期 170,745株 平成18年３月期 182,139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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 53,000 10,000 5,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　49円　74銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金

中間期末 期末 年間

18年３月期 10 20 30

19年３月期（実績） 10 －  

19年３月期（予想） － 20 30

 

※　上記の業績予想につきましては、本資料発表時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素

が内在しておりますので、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。
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６．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

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  35,109   69,290    58,350   

２．売掛金  8,791   11,557    18,562   

３．たな卸資産  703   937    796   

４．コンテンツ制
作勘定

 16,139   9,389    7,306   

５. 関係会社未収
合併交付金

 －   50,173    63,285   

６．関係会社貸付
金

 2,603   2,352    2,228   

７．繰延税金資産  2,430   1,578    4,656   

８．その他  1,518   912    786   

貸倒引当金  △6   △107    △174   

流動資産合計   67,291 44.7  146,085 80.6 78,794  155,799 85.7

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物 ※１ 2,009   1,802    1,867   

(2）工具器具備
品

※１ 2,370   2,524    2,406   

(3）土地  3,625   3,622    3,622   

(4）その他 ※１ 3   2    2   

計   8,008 5.3  7,952 4.4 △56  7,899 4.3

２．無形固定資産   973 0.7  863 0.5 △110  905 0.5

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 888   961    1,152   

(2）関係会社株
式

 66,786   13,502    4,441   

(3）長期前払費
用

 346   295    318   

(4）差入保証金  2,789   2,772    2,778   

(5）繰延税金資
産

 1,572   6,547    6,482   

(6）その他  1,844   2,238    2,062   

計   74,228 49.3  26,317 14.5 △47,910  17,236 9.5

固定資産合計   83,210 55.3  35,133 19.4 △48,077  26,041 14.3

資産合計   150,501 100.0  181,219 100.0 30,717  181,840 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  2,493   2,244    3,386   

２．短期借入金  40,000   －    －   

３．未払金  1,374   1,317    1,771   

４．未払法人税等  62   117    320   

５．前受金  399   193    51   

６．賞与引当金  701   854    1,733   

７．返品調整引当
金

 817   1,040    936   

８．その他 ※２ 1,169   2,208    2,712   

流動負債合計   47,018 31.2  7,976 4.4 △39,041  10,912 6.0

Ⅱ　固定負債            

１．社債  －   50,000    50,000   

２．退職給付引当
金

 1,108   1,142    1,059   

３．役員退職引当
金

 59   67    63   

４．その他  106   134    124   

固定負債合計   1,274 0.9  51,344 28.3 50,069  51,247 28.2

負債合計   48,292 32.1  59,320 32.7 11,028  62,159 34.2

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   7,684 5.1  － － －  7,803 4.3

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  36,919   －    37,038   

２．その他資本剰
余金

 5   －    6   

資本剰余金合計   36,925 24.5  － － －  37,044 20.4

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  885   －    885   

２．任意積立金  29,522   －    29,522   

３．中間（当期）
未処分利益

 27,280   －    44,399   

利益剰余金合計   57,687 38.3  － － －  74,806 41.1

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  380 0.3  － － －  531 0.3

Ⅴ　自己株式   △468 △0.3  － － －  △506 △0.3

資本合計   102,209 67.9  － － －  119,681 65.8

負債資本合計   150,501 100.0  － － －  181,840 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 7,825 4.3 － － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 37,060  －

(2）その他資本
剰余金

 － 5  －

資本剰余金合
計

 － － 37,066 20.5 － － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 885  －

(2）その他利益
剰余金

     

別途積立金  － 29,522  －

繰越利益剰
余金

 － 46,697  －

利益剰余金合
計

 － － 77,104 42.6 － － －

４　自己株式  － － △516 △0.3 － － －

株主資本合計  － － 121,480 67.1 － － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１　その他有価証
券評価差額金

 － － 418  － － －

評価・換算差額
等合計

 － － 418 0.2 － － －

純資産合計  － － 121,898 67.3 － － －

負債純資産合計  － － 181,219 100.0 － － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

対前中間
期比

前事業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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   22,445 100.0  27,764 100.0 5,319  70,283 100.0

Ⅱ　売上原価   12,069 53.8  11,770 42.4 △299  36,756 52.3

売上総利益   10,375 46.2  15,994 57.6 5,619  33,526 47.7

返品調整引当
金戻入額

  832 3.7  936 3.4 103  832 1.2

返品調整引当
金繰入額

  817 3.6  1,040 3.7 222  936 1.3

差引売上総利
益

  10,390 46.3  15,890 57.3 5,500  33,422 47.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  9,516 42.4  8,649 31.2 △867  20,824 29.6

営業利益   874 3.9  7,241 26.1 6,367  12,597 17.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,228 5.5  211 0.8 △1,016  1,733 2.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  75 0.4  0 0.0 △75  697 1.0

経常利益   2,026 9.0  7,453 26.9 5,426  13,633 19.4

Ⅵ　特別利益 ※３  1,361 6.1  67 0.2 △1,293  1,363 1.9

Ⅶ　特別損失
※

４,５
 746 3.3  26 0.1 △720  1,139 1.6

匿名組合損益
分配前税引前
中間（当期）
純利益

  2,640 11.8  7,493 27.0 4,852  13,857 19.7

匿名組合損益
分配額

  22 0.1  9 0.0 △12  40 0.1

税引前中間(当
期)純利益

  2,618 11.7  7,484 27.0 4,865  13,817 19.7

法人税、住民
税及び事業税

 △50   △1    170   

法人税等還付
金

 △906   △113    △912   

法人税等調整
額

 1,106 150 0.7 3,090 2,975 10.7 2,825 △6,132 △6,874 △9.8

中間（当期）
純利益

  2,468 11.0  4,508 16.3 2,040  20,691 29.4

前期繰越利益   24,812   －    24,812  

中間配当額   －   －    1,104  

中間(当期)未
処分利益

  27,280   －    44,399  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
7,803 37,038 6 37,044 885 29,522 44,399 74,806 △506 119,149

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 22 22  22      44

利益処分による配当（百万

円）
      △2,210 △2,210  △2,210

中間純利益（百万円）       4,508 4,508  4,508

自己株式の処分（百万円）   △0 △0     1 1

自己株式の取得（百万円）         △12 △12

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
22 22 △0 21 － － 2,297 2,297 △10 2,330

平成18年９月30日　残高

（百万円）
7,825 37,060 5 37,066 885 29,522 46,697 77,104 △516 121,480

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
531 531 119,681

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円）   44

利益処分による配当（百万

円）
  △2,210

中間純利益（百万円）   4,508

自己株式の処分（百万円）   1

自己株式の取得（百万円）   △12

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△113 △113 △113

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△113 △113 2,217

平成18年９月30日　残高

（百万円）
418 418 121,898
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

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

法により算出しております。）

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

均法により算出しております。）

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

より算出しております。）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商製品

月別総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商製品

同左

(2）たな卸資産

商製品

同左

コンテンツ制作勘定

個別法による原価法

コンテンツ制作勘定

同左

コンテンツ制作勘定

同左

仕掛品

月別総平均法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。（ただし、

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）は定額法）を採用

しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

　主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

　主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

　主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 50年

建物附属設備 ３～18年

工具器具備品 ３～15年

建物 50年

建物附属設備 ３～18年

工具器具備品 ３～15年

建物 50年

建物附属設備 ３～18年

工具器具備品 ３～15年

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法、それ以外の無形固定資産

については、商標権は10年間、営業権は

５年間の均等償却による定額法を採用し

ております。

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法、それ以外の無形固定資産

については、商標権は10年間、のれんは

５年間の均等償却による定額法を採用し

ております。

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法、それ以外の無形固定資産

については、商標権は10年間、営業権は

５年間の均等償却による定額法を採用し

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

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

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。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、

当中間会計期間に負担すべき支給見込額

を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、

当事業年度に負担すべき支給見込額を計

上しております。

(3）返品調整引当金

出版物の返品による損失に備えるため、

当中間会計期間以前の実績に基づき必要

額を計上しております。

また、ゲームソフトの返品による損失に

備えるため、タイトル毎に将来の返品の

可能性を勘案して、返品損失の見込額を

計上しております。

(3）返品調整引当金

同左

(3）返品調整引当金

出版物の返品による損失に備えるため、

当事業年度以前の実績に基づき必要額を

計上しております。

また、ゲームソフトの返品による損失に

備えるため、タイトル毎に将来の返品の

可能性を勘案して、返品損失の見込額を

計上しております。

(4）退職給付引当金

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。数理計算上の差異は、発生の翌事

業年度に一括費用処理することとしてお

ります。過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（1年）による按分額を費用処理して

おります。

(4）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

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の見込額に

基づき計上しております。数理計算上の

差異は、発生の翌事業年度に一括費用処

理することとしております。過去勤務債

務は、そ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（1年）による按

分額を費用処理しております。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(5）役員退職引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社の内規に基づく当中間会計期間末要

支給額を計上しております。

(5）役員退職引当金

同左

(5）役員退職引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社の内規に基づく当事業年度末要支給

額を計上しております。

４．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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

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。

５．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　　同左

５．その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　　同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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　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１

０月３１日）を適用しております。これに

より税引前中間純利益は188万円減少してお

ります。

なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。

───── （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

り税引前当期純利益は229百万円減少してお

ります。

なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。

─────  （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　平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用して

おります。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は121,898百万円であります。

なお、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、中間財務諸

表等規則の改正に伴い、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　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

─────

 

─────

 

追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

─────

 

─────

 

─────

 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

     7,008百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          7,619百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          7,335百万円

※２　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

上、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２　消費税等の取扱い　　　　

同左 

　３　偶発債務

債務保証

　３　偶発債務

債務保証

　３　偶発債務

債務保証

当社は、連結子会社である

SQUARE ENIX ,INC.の

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT 

AMERICA INC.に対する一切の債務につき、

15百万米ドルを上限とする根保証を行って

おります。なお、平成17年9月末日現在、

発生している債務はありません。

当社は、連結子会社である

SQUARE ENIX ,INC.の

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT 

AMERICA INC.に対する一切の債務につき、

15百万米ドルを上限とする根保証を行って

おります。なお、平成18年9月末日現在、

発生している債務は14百万ドルであります。

また、当社グループの借入枠として、限度

額61,000百万円の当座貸越契約を設定して

おります。株式会社タイトーが使用した場

合、その使用額に対し債務を保証しており

ます。なお、平成18年９月末現在発生して

いる債務はありません。

当社は、連結子会社であるSQUARE 

ENIX,INC.のSONY COMPUTER 

ENTERTAINMENT AMERICA INC.に対する一切

の債務につき、15百万米ドルを上限とする

根保証を行っております。なお、平成18年

３月末日現在発生している債務はありませ

ん。また、当社グループの借入枠として、

限度額41,000百万円の当座貸越契約を設定

しております。株式会社タイトーが使用し

た場合、その使用額に対し債務を保証して

おります。なお、平成18年３月末現在発生

している債務はありません。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息   48百万円

受取配当金  863百万円

受取賃貸料   31百万円

為替差益    254百万円

受取利息     69百万円

受取配当金     5百万円

受取賃貸料     27百万円

為替差益     66百万円

受取利息    100百万円

受取配当金    864百万円

受取賃貸料     59百万円

為替差益    620百万円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息    12百万円

支払手数料    62百万円

 当中間会計期間における主要な営業外費用は

ありません。

支払利息     30百万円

支払手数料     93百万円

貸倒引当金繰入額     93百万円

コンテンツ廃棄損    460百万円

社債発行費    17百万円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益  1,353百万円

関係会社株式売却益  2百万円

貸倒引当金戻入額 66百万円 投資有価証券売却益  1,353百万円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産売却損  12百万円

固定資産除却損   130百万円

投資有価証券評価損   91百万円

減損損失    188百万円

課金処理修正損    302百万円

固定資産除却損     26百万円 固定資産売却損     19百万円

固定資産除却損    147百万円

投資有価証券評価損     91百万円

減損損失    229百万円

関係会社株式譲渡損    292百万円

課金処理修正損    302百万円

※５　減損損失

当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上してお

ります。

場所 用途 種類

 千葉県流山市  遊休資産  土地

 徳島県徳島市  遊休資産  土地 

当社は、各事業の種類別セグメントから生

じるキャッシュ・イン・フローが商製品や

サービスの性質、市場などの類似性等によっ

て相互補完的であることから、事業用資産

の全体を一つの資産グループとし、事業の

用に直接供していない遊休資産については

個々にグルーピングしております。また、

本社関連資産、福利厚生施設等の資産につ

いては共用資産としております。

上記の資産グループについては、遊休状態

であり、帳簿価額に対し市場価格が著しく

下落しており、今後の使用見込みが未確定

なため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（188百万円）と

して特別損失に計上いたしました。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額を適用し、時価は原則として

不動産鑑定評価により算定しております。

 

※５　減損損失

当中間会計期間において、該当事項はあり

ません。

 

※５　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しておりま

す。

場所 用途 種類 減損損失

   （百万円）

千葉県流

山市
遊休資産 土地 42

徳島県徳

島市
遊休資産 土地  146

その他    40

 合計    229

当社グループは、各事業の種類別セグメン

トから生じるキャッシュ・イン・フローが

商製品やサービスの性質、市場などの類似

性等によって相互補完的であることから、

事業用資産の全体を一つの資産グループと

し、事業の用に直接供していない遊休資産

については個々にグルーピングしておりま

す。また、本社関連資産、福利厚生施設等

の資産については共用資産としておりま

す。

上記の資産グループのうち、遊休資産につ

いては、帳簿価額に対し市場価格が著しく

下落しており、今後の使用見込みが未確定

なため、帳簿価額を回収可能限度額まで減

額し、当該減少額を減損損失（188百万円）

として特別損失に計上いたしました。なお、

当該資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額を適用し、時価は、原則として不

動産鑑定評価により算定しております。

　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    562百万円

無形固定資産    175百万円

有形固定資産    537百万円

無形固定資産    196百万円

有形固定資産  1,178百万円

無形固定資産    355百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

 自己株式の種類及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　（注） 182 4 0 186

 　　　　合計 182 4 0 186

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前会計年度
（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

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、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

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

び中間期末残高相当額

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)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具器具備品 74 57 17

合計 74 57 17

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具器具備品 74 71 2

合計 74 71 2

 

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 74 64 9

合計 74 64 9

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

　　同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

 

１年内   14百万円

１年超   2百万円

合計   17百万円

１年内    2百万円

１年超   －百万円

合計    2百万円

１年内    9百万円

１年超   －百万円

合計    9百万円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

　　同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失

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

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  7百万円

減価償却費相当額  7百万円

支払リース料   7百万円

減価償却費相当額  7百万円

支払リース料  14百万円

減価償却費相当額  14百万円

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っております。

（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。

４．減価償却費相当額の算定方法

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。

４．減価償却費相当額の算定方法

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。
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　子会社株式及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 63,074 61,710 △1,363

関連会社株式 － － －

合計 63,074 61,710 △1,363

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 該当事項はありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

　関連会社株式で時価のあるもの

 該当事項はありません。

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社は、平成17年11月9日開催の取締役会にお

いて、2010年満期円貨建転換社債型新株予約

権付社債を発行することを決議いたしました。

その概要は次のとおりであります。

イ　本新株予約権付社債の種類及び銘柄

2010年満期円貨建転換社債型新株予約権付社

債

 

ロ　本新株予約権付社債に関する事項

(ｉ）発行価格

本社債の額面金額の100％（各本社債額面金額

100,000,000円）

(ii）発行価額の総額

500億円

(iii）券面額の総額

500億円

(iv）利率

本社債には利息を付さない。

(ｖ）償還期限

2010年11月25日（ロンドン時間。以下、別段

の表示がない限り同じ。）

(vi）本新株予約権の目的となる株式の種類及

び数

(1）種類

当社普通株式

(2）数

本新株予約権の行使により当社が当社普通株

式を新たに発行又はこれに代えて当社の有す

る当社普通株式を移転（以下当社普通株式の

発行又は移転を当社普通株式の「交付」とい

う。）する数は、行使請求に係る本社債の発

行価額の総額を下記(viii）(2）記載の転換価

額（但し、下記(viii）(3）又は(4）によって

修正又は調整された場合は修正後又は調整後

の転換価額）で除して得られる最大整数とす

る。この場合に１株未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、現金による調整は行わな

い。

(vii）本新株予約権の総数

500個及び本新株予約権付社債券の紛失、盗難

又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て

発行することがある代替新株予約権付社債券

に係る本社債額面金額合計額を100,000,000円

で除した個数の合計数

(viii）本新株予約権の行使に際して払い込む

べき金額

(1）本新株予約権１個の行使に際して払込を

なすべき額は、本社債の発行価額と同額とす

る。

(2）本新株予約権の行使に際して払込をなす

べき１株あたりの金額（以下「転換価額」と

いう。）は、当初、5,100円とする。

 ───── 株式会社タイトーの増資引受について

①その旨及び理由

当社は平成18年５月17日開催の取締役会によ

り、完全子会社である株式会社タイトーの資

本増強のため、第三者割当増資の引受を決議

いたしました。

 ②引受新株発行数       19,486株

 ③引受発行価格        462,660円/株

 ④引受出資額        9,015百万円

             （資本組入額 4,507百万円）

 ⑤発行日       平成18年５月29日

 ⑥払込期日     平成18年５月29日  

 ⑦配当起算日   平成18年４月１日
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）転換価額の修正

①　2006年11月以降（当月を含む。）、毎年

11月第３金曜日（日本時間、以下本号におい

て「決定日」という。）の翌取引日以降、転

換価額は、決定日まで（当日を含む。）の10

連続取引日（但し、終値のない日は除き、決

定日が取引日でない場合には、決定日の直前

の取引日までの10連続取引日とする。以下本

号において「時価算定期間」という。）の株

式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引

所」という。）における当社普通株式の普通

取引の毎日の出来高加重平均価格の平均値の

94％に相当する金額（円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を切り捨てる。以

下本号において「修正後転換価額」という。）

に修正される。なお、時価算定期間内に、下

記(4）で定める転換価額の調整事由が生じた

場合には、修正後転換価額は、本新株予約権

付社債の要項に従い当社が適当と判断する値

に調整される。但し、かかる算出の結果、修

正後転換価額が3,400円（以下本号において

「下限転換価額」という。但し、下記(4）に

よる調整を受ける。）を下回る場合には、修

正後転換価額は下限転換価額とする。

②　上記①に加えて、2010年10月25日までの

１回に限り、当社が必要と認め、かつ本新株

予約権付社債の社債権者に事前通知（以下「事

前通知」という。）を行った場合には、通知

日の翌取引日以降で当社が指定した一定の日

（以下本号において「特約発動日」という。）

の翌取引日以降、その時点で有効な転換価額

及び上記①の下限転換価額は、特約発動日ま

で（当日を含む。）の10連続取引日（但し、

終値のない日は除き、特約発動日が取引日で

ない場合には、特約発動日の直前の取引日ま

での10連続取引日とする。以下本号において

「特約発動時価算定期間」という。）の東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引

の毎日の出来高加重平均価格の平均値の94％

に相当する金額（円位未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を切り捨てる。以下本

号において「修正後転換価額」という。）に

修正される。なお、特約発動時価算定期間内

に、下記(4）で定める転換価額の調整事由が

生じた場合には、修正後転換価額及び下限転

換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い

当社が適当と判断する値に調整される。但し、

かかる算出の結果、修正後転換価額及び下限

転換価額が1,700円（以下本号において「フロ

ア価額」という。但し、下記(4）による調整

を受ける。）を下回る場合には、修正後転換

価額及び下限転換価額はフロア価額とする。

なお、本号による転換価額の修正が行われた

場合には、特約発動日後最初に到来する11月

第３金曜日には転換価額の修正を行わず、そ

の翌年の11月第３金曜日より上記①の修正を

行うものとする。但し、本号により修正され

た上記①の下限転換価額は、特約発動日の翌

取引日以降、下記(ix）記載の本新株予約権の

行使請求期間最終日の営業終了時（預託地時

間）まで有効とする。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）転換価額は、本新株予約権付社債の発行

後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行

価額又は処分価額で当社普通株式を発行し又

は当社が保有する当社普通株式を処分する場

合には、次の算式により調整される。なお、

次の算式において、「既発行株式数」は当社

の発行済普通株式（当社が保有するものを除

く。）の総数をいう。

既発行
株式数

＋

発行・
処分株式数

×
１株当たりの
発行・処分価額

調整後
転換価
額

＝
調整前
転換価
額

×
時価

既発行株式数＋発行・処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割若し

くは併合又は当社普通株式の時価を下回る価

額をもって当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）の発行が行われる場合その他一

定の事由が生じた場合にも修正されるものと

する。

(ix）本新株予約権の行使期間

2005年11月28日から2010年11月11日の営業終

了時（預託地時間）までとする。但し、上記

本新株予約権の行使請求期間は、(A）当社が

本社債を繰上償還する場合には、当該償還日

の前営業日の営業終了時（預託地時間）まで、

(B）買入消却の場合は、当社が本社債を消却

した時又は当社の子会社が本社債を消却のた

め当社に交付した時まで、(C）当社が本社債

につき期限の利益を喪失した場合には、期限

の利益喪失時までとする（但し、いかなる場

合においても、2010年11月11日より後は本新

株予約権を行使することはできない。）。

(ｘ）本新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものと

する。

(xi）本新株予約権の行使により株券を発行す

る場合の当該株券の発行価格のうちの資本組

入額

本新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価額中資本に組入れる額は、

当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の

結果１円未満の端数を生じる場合はその端数

を切り上げた額とする。

(xii）本新株予約権の行使時に本社債の全額

の償還に代えて本新株予約権の行使に際して

払い込むべき金額の全額の払込があったもの

とする旨

商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号によ

り、本新株予約権を行使したときは、かかる

行使をした者から当該本新株予約権に係る本

社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権

の行使に際して払込をなすべき額の全額の払

込がなされたものとする旨の請求があったも

のとみなす。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（xiii）本新株予約権の譲渡に関する事項

該当なし。

 

ハ　発行方法

特定海外投資家の総額買取による。

 

ニ　買取人の名称

英国法人　Daiwa Securities SMBC Europe 

Limited

ホ　発行場所

連合王国ロンドン市

 

ヘ　新規発行による手取金の額及び使途

(ｉ）本新株予約権付社債の新規発行による手

取金の額

(1）発行総額

500億円

(2）発行諸費用の概算額

3,000万円

(3）差引手取概算額

499億7,000万円

(ii）本新株予約権付社債の手取金の使途

当社の借入金返済資金及び運転資金に充当す

る予定である。

 

ト　新規発行年月日

2005年11月25日（ロンドン時間）

 

チ　上場証券取引所の名称

該当なし。

 

リ　証券取引法施行令第１条の７に規定する

譲渡に関する制限及びその他の制限が付され

ている場合における当該制限の内容

該当なし。

 

ヌ　平成17年10月31日現在の発行済株式総数

及び資本の額

発行済株式総数　　　　　110,629,153株

資本の額　　　　　　　7,695,634,960円

　（注）　当社は、商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行し

ているため、発行済株式総数及び資本の額は

平成17年10月31日現在の数字を記載していま

す。

 

安定操作に関する事項

該当なし。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社は、平成17年12月12日開催の取締役会に

おいて、株式会社SQEXと株式会社タイトーを

合併することを決議いたしました。

（なお、当社の連結子会社である株式会社ゲー

ムデザイナーズ・スタジオは、平成17年12月

８日付けで商号を変更し株式会社SQEXとなり

ました。）その概要は次のとおりでありま

す。

１. 合併の目的

当社は、株式会社タイトーの株式に対して実

施した公開買付けの開始前より、当社と株式

会社タイトーの事業戦略を緊密かつ一体的に

推進するために、株式会社タイトーを本公開

買付け成功後早期に完全子会社化することを

企図しておりました。本公開買付けに応募し

た株式346,689株の全部の買付けを行った結果、

平成17年９月28日時点で、株式会社タイトー

の発行済株式総数370,000株の93.70％を取得

いたしました。今回、株式会社SQEXとの合併

により、当初予定通り、株式会社タイトーを

完全子会社化するものであります。

２. 合併の内容 

(１) 合併の日程

合併契約書承認取締役会 平成17年12月12日

合併契約書調印  平成17年12月12日

両社合併契約書承認株主総会 

                平成18年２月６日（予定）

合併期日        平成18年３月31日（予定）

合併登記完了    平成18年４月上旬（予定）

なお、株式会社SQEXは、合併期日をもって株

式会社タイトーに商号変更します。

(２) 合併の方式

合併の法手続き上、株式会社SQEXを存続会社

とし、株式会社タイトーは解散します。株式

会社タイトー株式は、平成18年３月７日をもっ

て上場廃止となる予定です。

(３) 合併比率

会社名      ㈱タイトー    ㈱SQEX

合併比率    0.00004        １

(４)　株式の割当交付および合併交付金

株式会社SQEXは合併に際して、普通株式14株

を発行し、株式会社タイトーの普通株式１株

につき株式会社SQEXの普通株式0.00004株を割

当交付します。

さらに、株式会社SQEXは、合併期日前日の最

終の株式会社タイトーの株主名簿に記載され

た株主（以下「対象株主」）に対して、その

所有する株式会社タイトーの株式１株につき

金181,081円の合併交付金を、合併登記完了後、

遅滞なく支払います。

なお、合併に際して対象株主に割当交付する

株式会社SQEX株式0.00004株については、株式

会社SQEXが対象株主よりこれを買受け、その

所有する株式会社タイトーの株式1株につき金

19円を対価として対象株主に支払う予定です。

この結果、株式会社タイトー株主は、株式会

社タイトー株券1株と引き換えに、181,100円

を受領することとなります。

（５）配当起算日     平成17年4月１日

───── ─────
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３. 株式会社タイトー（被合併会社）の概

要 

(１) 事業内容 

 ①屋内外娯楽機器の企画、開発、製造、

   輸出入、販売、賃貸。

 ②前号娯楽機器による遊技場の運営。

 ③電気音響機器の企画、開発、製造、

   修理、販売、賃貸。

 ④コンピューター及びコンピューターの

   周辺機器並びにコンピューターのソフト

   ウェア及びコンテンツの企画、開発、

   製造、販売、賃貸。

 ⑤インターネット等の通信網を利用した

   ソフトウェア、コンテンツ、各種情報

   提供サービス、情報通信システムの

   企画、開発、製造、販売。

 ⑥通信回線を利用した電子商取引事業

 （コンピューターネットワークを経由した

   商品の売買及びそれに付帯するサービス

   の提供）。

(２) 規模及び業績  

  平成17年９月30日現在

    総資産            69,022百万円

    負債合計          18,456百万円    

    株主資本          50,565百万円

    従業員数           1,143人

  自 平成17年４月１日  

  至 平成17年９月30日

    売上高            41,079百万円

    営業利益           1,072百万円

    経常利益           1,030百万円

    当期純損失       △3,134百万円

４．合併後の状況

(１) 商号 

    株式会社タイトー

(２) 事業内容

    屋内外娯楽機器の企画、開発、製造、

    輸出入、販売、賃貸等

(３) 本店所在地

    東京都千代田区平河町二丁目5番3号

(４) 代表者

    代表取締役社長  西垣 保男

(５) 資本金

    16百万円（平成17年９月30日現在の

    資本金10百万円に、合併により増加す

    る資本金6百万円を加えたもの）

(６) 総資産

    85,550百万円（平成17年９月30日現在の

    総資産93百万円に、合併までに増加する

    資産85,457百万円を加えたもの）

(７) 決算期

    ３月31日
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