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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 5,666 17.8 766 45.3 759 39.8 517 62.2

19年３月期 4,809 19.2 527 95.5 543 103.6 319 836.8

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 10,109 90 9,970 64 10.2 13.1 13.5

19年３月期 7,418 47 7,302 19 12.5 17.5 11.0

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 7,748 7,011 89.6 127,737 45

19年３月期 3,829 3,183 83.1 65,054 37

（参考）自己資本 20年３月期 6,942百万円 19年３月期 3,183百万円

(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

20年３月期 △448 △1,221 3,242 3,374

19年３月期 △17 △100 940 1,806

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － － － － － － －

20年３月期 － － 2,000 00 2,000 00 108 19.8 2.1

21年３月期（予想） － － 2,000 00 2,000 00 － 22.6 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結
累計期間

3,100 18.3 △68 － △62 － △36 － △662 42

通期 7,800 37.7 830 8.4 850 12.0 480 △7.2 8,832 30
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の会計方針の変更をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 54,346株 19年３月期 48,930株

②　期末自己株式数 20年３月期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 2,259 48.8 150 206.2 270 553.4 286 724.4

19年３月期 1,518 8.1 49 － 41 － 34 －

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

円 銭 円 銭

20年３月期 5,601 14 5,523 99

19年３月期 808 53 795 85

(2）個別財政状態

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

20年３月期 6,650 6,276 94.4 115,485 68

19年３月期 2,933 2,733 93.2 55,868 29

（参考）自己資本 20年３月期 6,276百万円 19年３月期 2,733百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期
累計期間

1,600 90.5 △212 － △7 － △4 － △73 60

通期 3,800 68.2 146 △2.7 357 32.2 207 △27.6 3,808 93

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績　(1) 経営

成績に関する分析」をご覧ください。

　なお、通期の業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）適用に係る影響は反映されて

おりません。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①　業績全般

　当連結会計年度における日本経済は、堅調な輸出や持続的な企業収益の改善を背景に、民間企業の設備投資は増加

傾向にありましたが、後半にはサブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の減速や株式・為替市場の変

動、原油価格の動向等から、景気の下振れリスクが高まっております。また、設備投資や個人消費は横ばいの状況と

なっており、今後の経済の見通しにつきましては、不透明感が増してきております。

　当社グループの属するエンターテイメント業界におきましては、「ニンテンドーＤＳ」や「Ｗｉｉ」の登場により

ユーザー層の拡大が進んでおります。また、「Ｘｂｏｘ３６０」、「プレイステーション３」、「ＰＳＰ」などの普

及も進み、ユーザーの選択や嗜好が多様化するとともに各ハードとも新たなゲーム性が求められております。このよ

うな状況の中、当社グループにつきましては、コンシューマーゲーム事業として自社販売部門の拡大と受託開発部門

の収益性向上に注力するほか、新規事業としてアミューズメント事業の立ち上げに取り組んでまいりました。

　自社販売部門につきましては、海外市場への本格的な取組みとして、平成19年６月にXSEED JKS, Inc.の株式を取得

し、北米地域における自社販売の体制を構築するとともに、海外マーケティング機能の強化を図りました。受託開発

部門につきましては、前期に引き続き、国内外のパブリッシャーより受託しましたタイトルにつきまして、順調に開

発が進行するとともに、販売実績に応じて得られるロイヤリティ収入が発生したことから収益性の向上が図られまし

た。新規のアミューズメント事業につきましては、㈱タカラトミーとの共同事業としてキッズアミューズメントマシ

ン「ポケモンバトリオ」が平成19年７月より稼動開始し、３月末時点において2,750台にまで順次設置稼動台数を増加

させてまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度における売上高は5,666百万円（前年同期比17.8％増）、営業利益766百万円（前年同

期比45.3％増）、経常利益759百万円（前年同期比39.8％増）、当期純利益517百万円（前年同期比62.2％増）となり

ました。

　事業別セグメントは次の通りであります。

　なお、当社グループは平成19年７月よりアミューズメント事業を開始し、当該事業が当連結会計年度における全セ

グメントの売上高及び営業利益の金額の合計に占める割合が10％超となったため、当連結会計年度より事業の種類別

セグメントの情報の記載をしております。そのため、前年同期との比較は行っておりません。

　コンシューマーゲーム事業自社販売部門につきましては、国内においてＷｉｉ向けソフト「はじめの一歩　レボ

リューション」、Ｘｂｏｘ３６０向けソフト「バレットウィッチ」（プラチナコレクション）を６月に、プレイステー

ション２向けソフト「アルカナハート」を10月に、ＰＳＰ向けソフト「アナタヲユルサナイ」を11月に、ニンテンドー

ＤＳ向けソフト「ぽろろんっ！ドコモダケＤＳ」を12月にそれぞれ販売しております。北米地域においては、連結子

会社であるXSEED JKS, Inc.が自社タイトル「はじめの一歩　レボリューション」の海外版（Victorious Boxers 

Revolution）を含む６タイトルを販売いたしました。また欧州地域につきましては、主に自社タイトルのライセンス

販売を行い収益に貢献いたしました。結果、売上高1,618百万円となりました。

　コンシューマーゲーム事業受託開発部門につきましては、Microsoft Corporationより受託しておりましたＸｂｏｘ

３６０向けソフト「ロストオデッセイ」や㈱カプコンより受託しておりましたＷｉｉ向けソフト「バイオハザード　

アンブレラ・クロニクルズ」が発売されるなどハイエンドな商品の開発実績を積み上げております。その他国内大手

パブリッシャーからの受託タイトルにつきましても順調に開発が進行いたしました。結果、売上高3,299百万円となり

ました。

　上記の結果、コンシューマーゲーム事業としましては、売上高4,918百万円、営業利益732百万円となりました。

　アミューズメント事業につきましては、㈱タカラトミーとの共同事業として展開しております「ポケモンバトリオ」

において3月末までに第１弾パック36種類、第２弾パック42種類、第３弾パック48種類の合計126種類のパック（イベ

ントや雑誌付録等で配布されたプロモーション用パックを除く）を展開いたしました。またゲームシステムにつきま

しても平成20年３月に「ポケモンバトリオ プラス」へとアップグレードを実施し、「パックをかう」モードを追加す

るとともにより戦略性を高めたゲームに進化させることで好調な稼動状況を維持いたしました。結果、その他関連商

品等の販売とあわせ、売上高747百万円、営業利益452百万円となりました。
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　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

　当社は、平成19年６月に米国においてゲームソフトの販売業を行う連結子会社を取得したことにより、当連結会計

年度より所在地別セグメントを記載しております。そのため、前年同期との比較は行っておりません。

　日本国内は、従来から行っていた自社タイトルの販売や受託開発が順調に進行したことに加え、新たに開始したア

ミューズメント事業が寄与したことにより、売上高5,025百万円、営業利益1,170百万円となりました。

　北米地域につきましては、XSEED JKS, INC.において自社タイトルの販売に加え、他社タイトルの販売ライセンス取

得による販売が順調に推移し、売上高671百万円、営業利益13百万円となりました。

②　次期の見通し

　次期につきましても、当社グループの中心である家庭用ゲームソフト市場は、「ニンテンドーＤＳ」「Ｗｉｉ」や

「プレイステーション３」等の普及によりユーザーの選択や嗜好が多様化する一方で、ハード・ソフトともに優勝劣

敗のつきやすい厳しい競争環境が拡大すると思われます。

　このような状況の中、当社グループは、国内はもとより海外展開を視野に入れ、今後シリーズ化できるようなフラ

ンチャイズタイトルの創造や他社とのコラボレーションによるコンシューマーゲーム事業の拡大及び新規タイトルに

よるアミューズメント事業の拡大を目指してまいります。

　コンシューマーゲーム事業自社販売部門につきましては、平成20年３月期より発売を延期しておりましたニンテン

ドーＤＳ向けソフト「AWAY シャッフルダンジョン」、「BLUE DRAGON PLUS」の発売に加え、世界有数の楽器メーカー

である㈱コルグと共同開発いたしましたニンテンドーＤＳ向け音楽ツール・ソフト「KORG DS-10」の発売などを予定

しております。また海外パブリッシャーへのライセンス販売を行うための営業体制拡充やXSEED JKS, Inc.にて北米地

域における他社タイトルの取り扱いを増やすことなどにより海外市場での販売増を計画しております。

　コンシューマーゲーム事業受託開発部門につきましては、国内外の大手パブリッシャーへ企画提案型営業を行うと

ともに、技術開発力をより強化し、ハイエンドな商品の受託開発実績を積むことで今後も継続的な収益確保をはかる

計画です。

　アミューズメント事業につきましては、「ポケモンバトリオ」の高稼動率維持のための継続的な開発を行うととも

に、新規のアミューズメントコンテンツ創造に向けて、開発販売体制の強化を行うことでコンシューマーゲーム事業

と並ぶ事業となるよう早期の拡充を図ります。

 以上の取り組みにより、次期の連結業績につきましては、下記のように見込んでおります。

 売上高　　　　　　　7,800百万円　（前期比37.7％増）

 営業利益　　　　　　　830百万円　（前期比 8.4％増）

 経常利益　　　　　　　850百万円　（前期比12.0％増）

 当期純利益　　　　　　480百万円　（前期比 7.2％減）
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(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　　当連結会計年度末の資産につきましては、現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度に比べ3,919百万円増

加し、7,748百万円となりました。負債は未払法人税等の増加などにより、前連結会計年度に比べ91百万円増加し、

736百万円となりました。純資産は当期純利益の増加や公募増資による資本金及び資本剰余金の増加により、前連結

会計年度に比べ3,828百万円増加し、7,011百万円となりました。

 

②　キャッシュ・フローの状況 

　　当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,568百万円増加し、当連結会計年度末

には3,374百万円（同86.8％増）となりました。 

　　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　　　　営業活動の結果支出した資金は、448百万円（前年同期は17百万円の支出）となりました。これは主に、税金

等調整前当期純利益が762百万円、減価償却費やのれん償却額等で231百万円、未払金の増加67百万円があった

ものの、売上債権の増加469百万円、たな卸資産の増加653百万円、法人税等の支払391百万円があったことによ

るものです。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　　　　投資活動の結果支出した資金は、1,221百万円（前年同期は100百万円の支出）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出490百万円、無形固定資産の取得による支出74百万円、定期への預け入れによる

支出600百万円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） 

　　　　財務活動の結果得られた資金は、3,242百万円（前年同期比244.6％増）となりました。これは公募増資等に

よる株式の発行による収入であります。

　　当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記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 平成20年３月期

自己資本比率（％） 47.6 81.4 83.1 89.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 453.6 154.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
0.6 － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
80.9 － － －

 　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

 　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュフロー

 　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

 　　　　（注１）当社は平成17年３月期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりま

せん。

 　　　　（注２）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 　　　　（注３）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

 　　　　（注４）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 　　　　（注５）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６）平成18年３月期、平成19年３月期及び平成20年３月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び

「インタレスト・カバレッジ・レシオ」につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、

記載しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　剰余金の配当等の決定方針は、当社としては重要な経営課題と認識し、当社グループの業績が計画通りに推移し

た場合には、将来の利益に貢献する投資資金に充てると同時に、新たな事業展開に備える財務体質及び経営基盤の

強化を図りつつ、利益配当を実施する所存であります。

　当期の配当につきましては、平成19年９月18日付「平成20年３月期期末配当予想の修正に関するお知らせ」にて

開示しましたとおり、期末配当を１株当たり2,000円とさせていただきます。

なお、次期の配当につきましては、期末配当を１株当たり2,000円を予定しております。

また、内部留保金の使途につきましては、財務体質と経営基盤の強化及び事業拡大にともなう投資等に有効活用し

ていく方針であります。

(4）事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主要な事項を記載してお

ります。また、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考え

られる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社はこれらのリス

ク発生の可能性を認識した上で、発生の回避、発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資

判断は、本項目以外の記載内容を併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

　なお、本文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

１．当社グループの事業環境

①　ゲームソフト業界の動向

　当社グループが事業を展開しているゲームソフト業界は、国内のみならず北米、欧州においても既に広く消費

者に認知され、今後も新機種の投入やオンラインネットワーク化により海外を含めたゲームソフト市場は一定の

規模を維持すると想定しております。当社グループは、国内及び海外の市場動向を鑑み、エンドユーザーである

消費者の嗜好に留意し、主要なゲーム機種へソフトを供給できる体制を確立し事業の強化を図っております。し

かしながら、ゲームソフト市場の成長が当社グループの予測を下回ったり、国内及び海外におけるゲーム機種の

普及状況やパッケージの製造コストが変化したり、ゲームソフトに対する消費者の嗜好が急激に変化した場合は、

当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。

②　業績の季節変動及び事業特性に関して

　当社グループが事業を展開しているゲームソフト市場では、国内のみならず北米、欧州においても、年末商戦

時期に消費者の購入が集中する傾向があります。そのため、同時期を中心とした販売計画となりやすい傾向があ

ります。よって、開発及び発売時期に関して同時期に的確な商品供給・サービス展開ができない場合には、当社

グループの財政状態、経営成績等に重要な悪影響が生じる可能性があります。特に、発売時期が事業年度内にお

いて変更される場合でも四半期又は中間期の業績に重大な影響が生じる可能性があるとともに、当初より事業年

度末近くに発売を予定している製品については、その発売時期が翌事業年度に変更される場合には、さらに当該

事業年度及び翌事業年度の財政状態、経営成績等に重要な影響を与える可能性があります。

③　Microsoft Corporationへの依存度

　当社グループは、独創性が高く、先端技術を取り入れた高品質のゲームソフトの開発を目指しており、現在は、

Microsoft Corporationからの受託開発及び同社の家庭用据え置き型ゲーム機Ｘｂｏｘ３６０向けソフトの開発・

販売に注力しております。同社に対する売上高が連結売上高に占める割合は、平成18年３月期におきましては

59.9％、平成19年３月期におきましては61.3％となっておりました。平成20年３月期におきましては13.6％となっ

ており、依存度は減少傾向にあるものの、当社グループの売上高は同社との取引関係に大きく影響を受けており

ます。これは平成17年12月に同社のＸｂｏｘ３６０が他の次世代ゲーム機に先駆けて発売されていることにより

ます。

　今後は、平成18年11月より㈱ソニー・コンピュータエンタテインメントのプレイステーション３、平成18年12

月より任天堂㈱のＷｉｉが発売されたことを受け、自社販売タイトルのマルチプラットフォーム化や新たな販路

の開拓を常に心がけることにより、特定取引先に対する依存度を低下させる計画であります。しかしながら、販

売先の分散化が進んでいない段階でMicrosoft Corporationによる当社グループに対する取引方針が変化した場合

には当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。
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２．受託開発について

①  販売先の政策により変動する収入

　当社グループが受託開発において販売先から得るゲームソフトの企画・開発の対価は、開発業務の進行にあわ

せて受取る開発売上と、販売先からユーザーへのゲームソフト販売数量に基づき受取るロイヤリティ収入からな

ります。

　開発売上については、市場動向や制作工程の事後的な変更などにより、販売先からゲームソフトの納期や仕様

に変更の要請があった場合には、それに伴い売上の計上時期や金額が変わることがあります。当社グループでは

売上の平準化を図るため、販売先や各ゲームソフトの納入時期を分散させると同時にゲームソフトの制作工程管

理を適切に行い、受託開発契約に則した納品を行うよう努めておりますが、当初計画した見積と差異が生じた場

合には、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。また当社の技術革新や変化への対応が遅

れるなどした結果、販売先の当社グループに対する投資対効果の評価が低下した場合には、収益性の低下や開発

依頼の減少など、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

　さらに、ゲームソフトの販売数量に基づき変動するロイヤリティ収入も、販売先が実施する各種の販売活動等

により大きく影響を受け、その結果によっては、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。

②  コンテンツの瑕疵

　当社グループは販売先へ納入するゲームソフトを高い品質に保つため、当社グループの開発スタッフ以外にも

数社の検査会社への外注を活用してゲームソフトの厳しい検査を行っております。また、販売先においても納品

後、ゲームソフトの動作確認やキャラクターの描写等の細部にいたるまで検収をしており、瑕疵の発生を極小化

しております。しかしながら、当社グループが販売先に納入したゲームソフトに瑕疵が発生した場合には、ソフ

トの修正対応等に費用が発生するなど当社グループの業績に影響を与える可能性があります。さらに大規模なリ

コールなどで当社グループが多額の損害賠償請求を受けた場合には、当社グループの業績に大きな影響を与える

可能性があります。

③  情報の漏洩

　当社グループは販売先の依頼により、ゲームソフトの企画・開発を行いますが、その際、技術情報はもとより

経営に関する情報まで、販売先が保有するさまざまな機密情報の開示を受けます。そのため、社員教育やコン

ピューターシステム上でのセキュリティ対策等様々な角度から機密情報の漏洩防止策を採っておりますが、万一

機密情報が漏洩した場合には、販売先から訴訟や発注の停止等処置を受けることも考えられ、その結果によって

は、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

３．自社販売について

①  家庭用ゲーム機器メーカーとの許諾契約について

  当社グループの主要商品である家庭用ゲームソフトの開発・販売等については、対応機種ごとにメーカーとの

間で契約を締結しており、各ゲームについては、それぞれ㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント（プレイ

ステーション２、プレイステーション３及びＰＳＰ用ソフト）、任天堂㈱（ゲームボーイアドバンス、ゲーム

キューブ、ニンテンドーＤＳ及びＷｉｉ用ソフト）、Microsoft Corporation（Ｘｂｏｘ及びＸｂｏｘ３６０用ソ

フト）の審査・承認が必要となります。当社グループが企画したゲームソフトが各メーカーの承認を受けられな

かった場合には当該ゲームは開発・販売することができず、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性が

あります。また、契約の変更や新たな契約内容によっては、今後の開発・販売計画や当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。

②  ゲームソフトの販売動向等について

　国内のゲームソフト業界においては、一般に、少子化によるゲーム需要の伸び悩み、オンラインゲーム、モバ

イルコンテンツをはじめとする遊びの多様化及びユーザー層の嗜好変化等に影響を受けております。当社グルー

プの自社販売は、上記の外部環境の動向に加え、グループにおけるゲームソフトの年間開発・発売タイトル数の

多寡、発売時期、ヒット作の有無及び１タイトル当たりの売上動向等に影響を受けており、また個別のゲームソ

フトが対応するゲーム機の盛衰、その他の要因にも影響を受けております。

  当社グループにおいては、独創性が高く、先端技術を取り入れた高品質のゲームソフトを他社に先駆けて開発・

販売することにより他社との差別化及び安定収益化を確保する方針でありますが、多様化するユーザー層のニー

ズを的確に把握し、ユーザーに受け入れられるソフトを供給できなかった場合には、販売不振、競合他社との競

争上の不利等が発生する可能性があります。また、これによるゲームソフトの採算悪化が生じ、当社グループの

業績に重要な影響を与える可能性があります。さらに今後、自社販売タイトルの増加に伴い、販売不振となった

場合の影響額が大きくなることに留意する必要があります。
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③  ＸＳＥＥＤ社買収について

　当社は、かねてより海外市場での販売が営業戦略上、重要な課題であると認識しておりましたが、平成19年６

月26日に米国法人であるXSEED JKS,Inc.の株式を55.00％取得し子会社化いたしました。これにより北米地域にお

いて同社を通じて自社販売できる体制を構築いたしました。

この買収に際し、当社の主要株主である中山隼雄氏より同社株式55.00％を843,544ＵＳドルにて取得しておりま

す。なお、取得価格は、時価純資産価格ベースに第三者機関により算定したものであります。

　今後は、タイトル毎に販売地域や販売条件等を勘案し、従来通り海外のゲーム会社と販売許諾契約を締結し、

契約金及び販売実績に応じたロイヤリティ収入を得ることに加え、北米地域において同社を通じた販売をするこ

とを検討いたします。これにより同社を通じて販売するタイトルにつきましては国内の自社販売同様に販売不振

となった場合の影響を受けることとなり、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。

 

④  海外での事業展開について

　当社グループは引き続き積極的に海外における自社販売の拡大を図っていく方針であります。海外展開におき

ましては、メディア、流通など地域特性によるビジネスリスクに加え、知的財産権侵害に関するリスク、為替リ

スクなど多岐にわたり存在します。当社グループは、これらのリスクを最小限にすべく充分な検証を行い、対策

を講じたうえで海外展開を進めております。しかしながら当社グループの想定しない事態が生じた場合には、当

社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。

 

⑤  開発期間の長期化、開発費の高騰

　昨今のゲーム機の高性能化やオンラインネットワークサービス対応などにより、ゲームソフトに求められる機

能が高度化、多機能化しております。その結果、企画から制作、完成までにかかる作業量は増え、開発期間はよ

り長期化する傾向にあります。開発が長期間に渡ることにより、計画段階における開発期間と実際の開発期間に

差異が生じる可能性が高くなります。また、開発期間が当初の計画より長期化した場合や作業量が増大した場合

には、開発費が高騰し採算が悪化する可能性があります。当社グループでは、最新の技術情報の収集には努めて

おりますが、そのような努力にもかかわらず対応に遅れが生じた場合には、当社グループの業績に重要な影響を

与える可能性があります。

４．法的規制について

①  法的規制

　現在、当社グループが営む事業の中で、事業活動を直接的に規制するような法的規制はありません。しかしな

がらゲームソフトの販売においては、当社は、社団法人コンピュータエンターテインメント協会（ＣＥＳＡ）に

よる自主規制に則り、特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構（ＣＥＲＯ）に

適切な年齢別レーティングを依頼しております。ＣＥＲＯによる年齢別レーティングによって当社グループで開

発したソフト及び当社グループで取り扱う商品が一定の年齢制限を受けた場合には、これらの自主規制による流

通施策上の制限を受ける可能性があります。また、将来的にこれらの自主規制が強化された場合や、ゲームソフ

ト関連事業者を対象とした法的規制が整備された場合には、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性が

あります。

 　　 ②  知的財産権の侵害

　当社グループの取り組む事業分野では、ゲームソフトに登場する人物や架空のキャラクターに関する著作権や

技術上の特許権等多くの知的財産権が関係しております。ゲームソフトの開発に付随して知的財産の保護の対象

となる可能性のあるものについては、必要に応じて特許権等の取得を目指しております。しかしながら、当社グ

ループの技術、ノウハウが特許権などとして保護されずに他社に先んじられた場合や、他社より保有する知的財

産権を侵害していると訴訟等を提訴された場合には、損害賠償請求、社会的信用の失墜、当社商品の開発又は販

売に支障が生じるなど、その結果によっては、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。

③  個人情報保護について

  販売活動等によって得られた個人情報について、外部からの不正アクセス等によって外部流出する可能性が存

在します。個人情報が流出した場合、当社グループへの損害賠償請求、社会的信用の失墜等により、当社グルー

プの業績に重要な影響を与える可能性があります。
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 ５．その他のリスク

①  開発要員・外注業者の確保

  当社グループは、ゲームソフトの企画、開発においてデザイナーやプログラマー、音楽や効果音に取り組むコ

ンポーザーなど特殊技術を持つ数多くの人材、外注業者を活用しております。当社グループは、継続的に優秀な

人材の確保や育成に努めてまいりますが、これらの人材が当社グループより流出した場合や外注業者の確保が行

えなかった場合は、当社グループが計画していた事業活動を遂行できず、その結果によっては、当社グループの

業績に重要な影響を与える可能性があります。

②  過去との業績比較について

  当社グループは平成17年10月までにグループ再編を行い当社及び連結子会社３社からなるグループとなりまし

た。平成17年３月に㈱スカラベ（現㈱フィールプラス）を買収により完全子会社、平成17年６月に㈱アートゥー

ンを株式交換により完全子会社、平成17年10月に㈱キャビア（現㈱ＡＱインタラクティブ）から会社分割で㈱キャ

ビアを新設し、㈱キャビアを㈱ＡＱインタラクティブへと社名変更いたしました。よって㈱ＡＱインタラクティ

ブの平成18年３月期単体決算につきましては平成17年４月から平成17年９月までの㈱キャビアとしての決算及び

平成17年10月から平成18年３月までの会社分割後の㈱ＡＱインタラクティブとしての決算の通算であることに留

意する必要があります。

　現状のグループ構成になってからの期間が短いため、期間業績比較等を行うには十分な財務数値を得ることが

できません。特に連結決算における当期純利益につきましては、少数株主持分等による影響額に留意する必要が

あります。なお、平成19年６月にＸＳＥＥＤ社を買収したことにより、今後の決算においても過去との期間業績

比較をする上でこれらグループ体制の変遷に留意する必要があります。

   ③  配当政策について

　当社は、事業展開と経営体質の強化のために、事業資金の流出を避け、内部留保の充実を図ったことから、平

成12年３月設立以来、現在に至るまで利益配当は実施しておりません。今後につきましては、株主に対する利益

還元を重要な経営課題として認識しており、可能な限り株主還元策を図る所存でございます。将来の利益に貢献

する投資資金に充てると同時に、新たな事業展開に備え財務体質及び経営基盤の強化を図りつつ、利益配当を実

施していく所存であります。

   ④  ストックオプションによる株式の希薄化

　平成20年３月31日現在における新株予約権による潜在株式数は、844株であり、発行済株式総数54,346株の

1.55％に相当いたします。今後につきましても、役員及び従業員等のモチベーション向上と優秀な人材の確保を

目的としてストックオプションによる新株予約権発行を検討しており、新株予約権の行使が行われた場合、保有

株式の株式価値が希薄化する可能性があります。

   ⑤  Ｍ＆Ａについて

　当社グループは、事業拡大のスピードを速めることや優秀な人材の確保等を目的として、当社グループの事業

に関連するオンラインゲーム運営会社やゲームソフト開発会社等についてＭ＆Ａを活用することも検討しており

ます。Ｍ＆Ａ等により事業規模が拡大した場合には、当社グループの収益構造が変化し、当社グループの業績に

重要な影響を与える可能性があります。

   ⑥  主要株主について

　当社の筆頭株主である中山隼雄氏は当社の創業社長であり、平成18年３月まで取締役会長を務めておりました。

また当社の法人主要株主である株式会社アミューズキャピタルは、同氏が代表取締役を務める会社であり、中山

隼雄氏と株式会社アミューズキャピタルが保有する当社株式をあわせますと発行済株式総数に対する所有株式数

の割合は36.28％（平成20年３月31日現在）となります。当該株式の売却が行われた場合には、当社株式の流通状

況及び市場価格に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社である開発会社３社、株式会社アートゥーン、株式会社キャビア、株式会社

フィールプラス、並びに米国販社であるXSEED JKS, Inc.により構成されており、ゲームソフトの企画・開発・販売を

主たる業務として行っております。平成12年の創業以来、クオリティにこだわったエンターテイメント作品をユーザー

に提供し続けることを基本方針としております。

  当社ではコンシューマーゲーム事業、アミューズメント事業及び開発会社３社への経営指導（管理業務等の受託を

含む）を行っております。コンシューマーゲーム事業では、主に開発会社３社が制作したゲームソフトを国内で販売

するとともに、海外へはライセンス販売を行っております。

  XSEED JKS, Inc.につきましては、北米地域においてゲームソフトの販売及びマーケティングを行っております。

 

【コンシューマーゲーム事業】

（受託開発）

    ゲームソフトメーカーからの受託開発であり、Ｘｂｏｘ３６０、プレイステーション３、プレイステーション２、

Ｗｉｉ等の家庭用ゲーム機、及びニンテンドーＤＳやＰＳＰ等の携帯型ゲーム機向けソフト開発を行っておりま

す。

受託開発契約に基づく開発売上とゲームソフト販売数量に基づくロイヤリティ収入が受託開発の売上となります。

（自社販売）

    家庭用ゲーム機及び携帯型ゲーム機向けソフトの企画・開発・販売を行っております。

 自社商品売上と海外パブリッシャーへの販売許諾契約に基づくロイヤリティ収入が自社販売の売上になります。

【アミューズメント事業】

　  アミューズメント施設用機器、商品等の企画・開発・販売を行っております。

　アミューズメント施設に設置される業務用機器の販売及びお客様が機器に対価を投入することにより、遊ぶこと

のできるゲームの提供及び周辺アイテムの販売による収益がアミューズメント事業の売上となります。
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［事業系統図］
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは創業以来、企業理念として「驚きと感動を世界に」を掲げ、クオリティにこだわったエンターテイ

メント作品をユーザーに提供し続けることを基本方針としております。また、株主、顧客及び従業員の満足度向上や

信頼構築に努めるとともに、共存共栄を機軸とした経営展開を図ってまいります。

(2）目標とする経営指標

  当社グループは、企業価値の拡大と競争力の強化を図る観点から売上高営業利益率を、株主資本の事業活用効果の

観点から自己資本利益率（ROE）を重点経営指標としております。売上高営業利益率につきましては、平成20年３月期

において13.5％を計上しており、中期的な目標指標としては15.0％を掲げております。自己資本利益率（ROE）につき

ましては、平成20年３月期において10.2％を計上しており、中期的な目標指標としては20.0％を掲げております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、「ユーザーのニーズを的確にとらえるマーケティング」、「時代の流れに先行する開発」、「あ

らたなエンターテイメント・サービスの提供」を経営の基本ビジョンとしており、下記の経営戦略を掲げております

 ① 事業構造の進化

　　・ 時代のニーズに沿った事業構造の構築

　　・ 事業領域の拡大と新規事業への投資と挑戦

 ② 消費者志向の複合サービス企業の実現

  　・ 消費者満足を最大化するゲームソフトの開発と提供

  　・ 消費者を基点とした組織運営と業務フローの構築

 ③ コーポレートガバナンス体制の充実

  　・ ＣＳＲ経営の実践

  　・ 業務執行の意思決定体制の強化

　　・ 内部統制体制の強化

(4）会社の対処すべき課題

　当連結会計年度における日本経済は、堅調な輸出や持続的な企業収益の改善を背景に、民間企業の設備投資は増加

傾向にありましたが、後半にはサブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の減速や株式・為替市場の変

動、原油価格の動向等から、景気の下振れリスクが高まっております。また、設備投資や個人消費は横ばいの状況と

なっており、今後の経済の見通しにつきましては、不透明感が増してきております。　

　当社グループの属するエンターテイメント業界におきましては、「ニンテンドーＤＳ」や「Ｗｉｉ」の登場により

ユーザー層の拡大が進んでおります。

また、「Ｘｂｏｘ３６０」「プレイステーション３」「ＰＳＰ」などの普及も進み、ユーザーの選択や嗜好が多様化

するとともに各ハードとも新たなゲーム性が求められております。

そのような状況の下、当社グループといたしましては以下の点を経営課題と捉え、経営強化に取り組んでまいります。

①　技術開発力の向上

　  当社グループはゲーム自体のアイディアや独創性、面白さの追及はもちろんのこと、それぞれのハードウェア

の特性を最大限に生かしたソフト開発技術と、ワンソース・マルチプラットフォーム対応できる開発技術により

開発効率を向上させることが企業収益の向上に繋がると考えており、優秀な技術者やプロデューサーの採用、教

育システムの強化を通し、更なるソフト開発力の向上を行なっていく所存であります。

②　自社オリジナルコンテンツの制作

　  当社グループはゲームソフトの受託開発と自社オリジナルコンテンツの制作をバランスを取りながら進めてい

く所存です。受託開発で収益基盤を確保し、企業規模の効率的な拡大を目指した自社オリジナルコンテンツの制

作を進めております。世界に通用する自社オリジナルコンテンツの制作を行なうことで、そこから派生する二次

著作物等の副次収益の獲得も目指していく所存であります。
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  ③　海外展開の強化

　  ゲームソフト業界においては、北米、欧州市場等の海外市場が日本を越えるマーケット規模に成長しており、

企業成長のためには海外市場での商品力確保が必須な状況であります。当社グループとしましては、受託開発、

自社オリジナルコンテンツ制作とも、海外市場で通用する技術力と商品力を確保できる開発体制を目指しており

ます。

 ④　「ＡＱインタラクティブ」ブランドの構築

　 当社グループにおきまして「ＡＱインタラクティブ」ブランドによる販売体制を平成17年10月から開始いたしま

した。顧客満足度の高い、高品質な商品作りに連動するブランド構築を行なうことで、今後継続的に企業の知名度

アップを図り、ユーザーから支持されるエンターテイメント企業を目指していく所存であります。

⑤　アミューズメント事業の強化

  当社グループにおきましては、平成19年7月にキッズアミューズメント「ポケモンバトリオ」を㈱タカラトミー

と共同事業として開始いたしました。今後、継続的な稼働率の確保のための施策や、第２、第３のアミューズメン

トコンテンツの開発を行い、当社グループの収益基盤として当事業を拡大していく所存であります。

⑥ オンライン・ネットワークコンテンツへの対応

　当社グループでは、これまでにＸｂｏｘ３６０向けのゲームソフトにおいて「Ｘｂｏｘ Ｌｉｖｅ」への対応を

行ってまいりましたが、平成20年３月には「Ｗｉｉ　ウェア」の稼動が始まり、今後、各ハードでのオンライン対

応が急速に広がることが考えられます。当社におきましても、ユーザーの趣向やハードの特性に合った対応を行っ

ていく所存であります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　　内部管理体制の整備・運用状況の状況につきましては、別途公表しております「コーポレートガバナンスに関

　する報告書」をご参照ください。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

　１．現金及び預金   1,806,096   3,974,396   

　２．受取手形   －   26,964   

　３．売掛金   616,578   1,040,684   

　４．仕掛品   177,300   115,299   

　５．コンテンツ制作仕
掛品

  542,054   1,333,362   

　６．貯蔵品   894   777   

　７．繰延税金資産   87,024   255,041   

　８．前払費用   66,414   57,084   

　９．未収消費税等   76,451   54,645   

１０．その他   50,260   27,609   

流動資産合計   3,423,075 89.4  6,885,865 88.9 3,462,790

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  74,013   74,328    

減価償却累計額  30,330 43,682  38,352 35,975   

(2）車両運搬具  16,772   10,104    

減価償却累計額  7,971 8,800  6,535 3,569   

(3）工具器具備品  202,087   787,744    

減価償却累計額  124,526 77,561  296,831 490,912   

有形固定資産合計   130,044 3.4  530,457 6.8 400,413

２．無形固定資産         

(1）のれん   49,407   42,263   

(2）ソフトウエア   51,314   61,762   

(3）ソフトウエア仮勘
定

  －   35,784   

(4）その他   458   458   

無形固定資産合計   101,180 2.6  140,269 1.8 39,089
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）敷金   158,709   183,560   

(2）長期前払費用   16,013   8,389   

投資その他の資産合
計

  174,722 4.6  191,950 2.5 17,228

固定資産合計   405,947 10.6  862,678 11.1 456,730

資産合計   3,829,022 100.0  7,748,543 100.0 3,919,520

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   205,782   147,132   

２．未払金   19,900   178,002   

３．未払法人税等   237,006   275,517   

４．賞与引当金   10,140   20,717   

５．売上値引等引当金   －   24,246   

６．その他   173,082   91,296   

流動負債合計   645,912 16.9  736,913 9.5 91,000

負債合計   645,912 16.9  736,913 9.5 91,000

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,567,896 40.9  3,195,801 41.3 1,627,905

２．資本剰余金   1,465,930 38.3  2,869,656 37.0 1,403,726

３．利益剰余金   149,284 3.9  891,019 11.5 741,735

株主資本合計   3,183,110 83.1  6,956,476 89.8 3,773,366

Ⅱ　評価・換算差額等         

 　 　為替換算調整勘定   － －  △14,457 △0.2 △14,457

 　 評価・換算差額等合計   － －  △14,457 △0.2 △14,457

Ⅲ　少数株主持分   － －  69,610 0.9 69,610

純資産合計   3,183,110 83.1  7,011,630 90.5 3,828,519

負債純資産合計   3,829,022 100.0  7,748,543 100.0 3,919,520
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   4,809,917 100.0  5,666,773 100.0 856,856

Ⅱ　売上原価 ※１  3,020,559 62.8  3,372,409 59.5 351,850

売上総利益   1,789,358 37.2  2,294,364 40.5 505,006

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3  1,261,397 26.2  1,527,389 27.0 265,991

営業利益   527,960 11.0  766,975 13.5 239,014

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  659   6,569    

２．機材負担金  24,404   －    

３．社宅移転補償金  －   2,400    

４．開発中止精算金  －   1,702    

５．その他  6,156 31,221 0.6 2,565 13,237 0.3 △17,983

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  －   1,430    

２．為替差損  －   2,119    

３．株式交付費  15,353   17,542    

４．その他  671 16,024 0.3 － 21,093 0.4 5,068

経常利益   543,156 11.3  759,119 13.4 215,962

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ 1,798 1,798 0.0 2,928 2,928 0.1 1,129

         

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※５ 46 46 0.0 － － － △46

税金等調整前当期純
利益

  544,909 11.3  762,047 13.5 217,138

法人税、住民税及び
事業税

 289,734   401,051    

法人税等調整額  △63,945 225,788 4.7 △159,939 241,111 4.3 15,322

少数株主利益   － －  3,379 0.1 3,379

当期純利益   319,120 6.6  517,556 9.1 198,435
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,097,400 995,434 △169,835 1,922,998 1,922,998

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 470,496 470,496  940,992 940,992

当期純利益   319,120 319,120 319,120

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

470,496 470,496 319,120 1,260,112 1,260,112

平成19年３月31日　残高（千円） 1,567,896 1,465,930 149,284 3,183,110 3,183,110

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等
少数株主持
分

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,567,896 1,465,930 149,284 3,183,110 － － － 3,183,110

連結会計期間中の変動額

新株の発行 1,627,905 1,627,905  3,255,810    3,255,810

資本準備金の取崩  △224,178 224,178 －    －

当期純利益   517,556 517,556    517,556

株主資本以外の項目の連
結会計期間中の変動額
（純額）

    △14,457 △14,457 69,610 55,153

連結会計期間中の変動額合計
（千円）

1,627,905 1,403,726 741,735 3,773,366 △14,457 △14,457 69,610 3,828,519

平成20年３月31日　残高
（千円）

3,195,801 2,869,656 891,019 6,956,476 △14,457 △14,457 69,610 7,011,630
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純
利益

 544,909 762,047  

減価償却費  79,893 214,555  

のれん償却額  13,667 17,216  

賞与引当金の増加額  8,216 10,576  

受取利息  △659 △6,569  

支払利息  － 1,430  

為替差損益  385 －  

固定資産除売却損益  △1,752 △2,928  

売上債権の増加額  △341,936 △469,442  

たな卸資産の増加額  △186,333 △653,208  

仕入債務の増減額  13,222 △54,872  

未払金の増減額  △61,999 67,137  

前受金の増減額  87,750 △93,000  

その他  △21,311 146,759  

小計  134,051 △60,297 △194,348

利息の受取額  659 5,349  

利息の支払額  － △1,430  

法人税等の支払額  △152,538 △391,772  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △17,827 △448,150 △430,323
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入によ
る支出

 － △600,000  

有形固定資産の取得
による支出

 △75,637 △490,868  

有形固定資産の売却
による収入

 8,160 3,714  

無形固定資産の取得
による支出

 △32,834 △74,490  

敷金の差入による支
出

 － △27,901  

敷金の返還による収
入

 － 3,801  

新規連結に伴う子会
社株式取得による支
出

※２ － △35,870  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △100,310 △1,221,614 △1,121,304

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額
（純額）

 － 4,044  

新株式発行による収
入

 940,992 3,238,267  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 940,992 3,242,311 2,301,319

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △385 △4,245 △3,860

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 822,468 1,568,300 745,831

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 983,627 1,806,096 822,468

Ⅶ　現金及び現金同等物の
期末残高

※１ 1,806,096 3,374,396 1,568,300
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

㈱アートゥーン

㈱キャビア

㈱フィールプラス

連結子会社の数　４社

連結子会社の名称

㈱アートゥーン

㈱キャビア

㈱フィールプラス

XSEED JKS,Inc.

　すべての子会社を連結しております。

　

　すべての子会社を連結しております。

　なお、連結子会社のうち、XSEED 

JKS,Inc.は当連結会計年度に新たに株式を

取得した会社であり、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。 

２．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末日は、連結決算

日と一致しております。

同左

３．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　デリバティブ

　　時価法を採用しております。

②　たな卸資産

　イ．仕掛品

　　個別法による原価法を採用しており

ます。

　ロ．コンテンツ制作仕掛品

　　個別法による原価法を採用しており

ます。

①　デリバティブ

───────

②　たな卸資産

　イ．仕掛品

　　　　　　　同左

 

　ロ．コンテンツ制作仕掛品

　　　　　　　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

　定率法を採用しております。

 

 

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

①　有形固定資産

　　当社及び国内連結子会社は定率法、ま

た在外連結子会社は定額法を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 ３～15年

車両運搬具 ２～５年

工具器具備品 ３～６年

建物 ３～15年

車両運搬具 ２～４年

工具器具備品 ２～15年

　ただし、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３

年均等償却による方法を採用しておりま

す。

　ただし、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３

年均等償却による方法を採用しておりま

す。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （会計方針の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、平

成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却方法に変更しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益が34,572千円、そ

れぞれ減少しております。

（追加情報） 

　当社及び国内連結子会社は、法人税法

改正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益への影響は軽微で

あります。 

②　無形固定資産

　自社利用のソフトウェア 

　ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（５年）

による定額法を採用しております。

　ただし、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３

年均等償却による方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 

同左

─────── 　市場販売目的のソフトウェア（アーケー

ド用）

　見込販売収益に基づく償却額と当該ソ

フトウェア残存期間（２年）に基づく定

額法償却額とのいずれか大きい額を計上

する方法を採用しております。

(3）重要な繰延資産の処理

方法

①　株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　連結子会社の㈱アートゥーンは従業員

に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき当連結会計年度

負担額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき当連結

会計年度負担額を計上しております。

─────── ③　売上値引等引当金

　連結子会社のXSEED JKS, Inc.では製

品の販売において、将来発生する可能性

があると見込まれる売上値引等に備える

ため、その見込額を計上しております。

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

 　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円換算し、換算差額は損

益として処理しております。　　　

 　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、為替差額

は損益として処理しております。なお、在

外子会社等の資産及び負債は決算日の直物

レートにより円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めて計上しております。

(6）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。

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価の方法

については全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

５．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんの償却については、５年間の均等償

却を行っております。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　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。

同左

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 20 年３月期決算短信

－ 22 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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3,183,110

千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

　

──────

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （連結貸借対照表）

前連結会計年度において「連結調整勘定」と掲記されて

いたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示して

おります。 

 

──────

 （連結損益計算書）

前連結会計年度において区分掲記しておりました営業外

収益の「雇用奨励金」（当連結会計年度は889千円）は、

営業外収益総額の100分の10以下となったため、営業外収

益の「その他」に含めて表示しております。

前連結会計年度において営業外費用の内訳として表示し

ていた「新株発行費」は、当連結会計年度より「株式交

付費」と表示する方法に変更しております。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん

償却額」と表示しております。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

 　 該当事項はありません。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── ※１　期末仕掛品及びコンテンツ制作仕掛品は収益性低下

に基づく簿価切り下げ後の金額であり、仕掛品評価

損65,519千円が売上原価に含まれております。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 137,944千円

給料手当 233,365

賞与引当金繰入額 6,958

研究開発費 449,924

広告宣伝費 108,132

減価償却費 15,769

役員報酬      147,454千円

給料手当 276,963

賞与引当金繰入額 8,724

研究開発費 244,026

広告宣伝費 300,592

減価償却費 29,508

支払手数料 177,283

※３　研究開発費の総額 449,924千円 ※３　研究開発費の総額      244,026千円

※４　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※４　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車両運搬具 1,798千円

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

車両運搬具      2,928千円

※５　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿

工具器具備品 46千円 　　  

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 42,430 6,500 － 48,930

合計 42,430 6,500 － 48,930

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加6,500株は、公募による新株発行によるものです。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 48,930 5,416 － 54,346

合計 48,930 5,416 － 54,346

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加5,416株は、公募による新株発行によるものが5,000株、新株予約権の権利行使に

よる増加が416株です。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金残高 1,806,096千円

現金及び現金同等物の期末残高 1,806,096千円

現金及び預金残高 3,974,396千円

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金

△600,000千円

現金及び現金同等物の期末残高 3,374,396千円

────── ※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　株式の取得によりXSEED JKS,Inc.を連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにXSEED 

JKS,Inc.の取得価額とXSEED JKS,Inc.取得のための支

出（純額）との関係は次のとおりであります。

（千円）

流動資産 175,840

固定資産 4,037

のれん 10,072

流動負債 △6,410

少数株主持分 △78,059

XSEED JKS,Inc.社株式の取得価額 105,479

XSEED JKS,Inc.社現金及び現金同

等物 

69,608

差引：XSEED JKS,Inc.社取得のた

めの支出 

35,870
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．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．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（1） リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

（1） リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 5,251 2,851 2,400

合計 5,251 2,851 2,400

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 7,259 564 6,695

合計 7,259 564 6,695

（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。

同左

（2）未経過リース料期末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 950千円

１年超 1,450千円

合計 2,400千円

１年内    1,693千円

１年超      5,002千円

合計      6,695千円

（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。

（注）　　　　　　　　　同左

（3） 支払リース料及び減価償却費相当額 （3） 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,267千円

減価償却費相当額 1,267千円

支払リース料      564千円

減価償却費相当額      564千円

（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。

（4） 減価償却費相当額の算定方法

同左

　２．オペレーティング・リース取引

 　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料
１年内 3,963千円
１年超 9,127千円

合計 13,090千円

────── （減損損失について）
リース資産に配分された減損損失はありません。

（有価証券関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

 １　取引状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1） 取引内容

 　当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予

約取引であります。

──────

(2） 取引に対する取組方針

 　デリバティブ取引に対する取組方針としては、

ヘッジ目的に限定しており、投機的な取引は行わな

い方針であります。

(3） 取引の利用目的

 　外貨建金銭債権債務の決済に係る短期的な為替

レートの変動リスクを回避する目的で為替予約を利

用しております。

(4） 取引に係るリスクの内容

 　取引の相手方は、信用度の高い金融機関であり、

相手方の債務不履行による信用リスクはほとんど無

いと認識しております。

(5） 取引に係るリスク管理体制

 　デリバティブの管理体制につきましては、経理部

が決済申請を起案し、担当取締役の決済を得て実行

します。取引の実行は、経理部担当者が為替予約の

残高等を把握し、随時当社担当役員に状況報告を

行っております。

(6） 取引の時価等に関する事項についての補足説明

──────

 ２　取引の時価等に関する事項

区分 種類

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 当連結会計年度末（平成20年３月31日）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外

の取引

為替予約取引         

　売建

　　米ドル 
43,869 － 44,062 △192 － － － －

合計 43,869 － 44,062 △192 － － － －

前連結会計年度 当連結会計年度

　（注）　時価の算定方法　

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づ

き算定しております。　

　（注）　時価の算定方法　

──────

（退職給付関係）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役４名、従業員６名、子会社

取締役３名、子会社従業員11名

当社従業員７名、子会社取締役１名、

子会社従業員41名

株式の種類別のストック・オプション

数（注）
普通株式　 750株 普通株式　 710株

付与日 平成17年10月27日 平成18年４月30日

権利確定条件

権利確定条件は付与されておりません。

なお、被付与者が取締役または従業員

の地位を失った場合は原則として権利

行使をすることはできません。その他、

細目については当社と付与対象者との

間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めております 

 同左

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。  同左

権利行使期間
 平成19年11月１日から

 平成24年８月31日まで

 平成20年５月１日から

 平成25年４月30日まで

 （注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  750 －

付与  － 710

失効  100 70

権利確定  － －

未確定残  650 640

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  － －

権利確定  － －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  － －

②　単価情報

  
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 60,000 240,000

行使時平均株価 （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） － －
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役４名、従業員６名、子会社

取締役３名、子会社従業員11名

当社従業員７名、子会社取締役１名、

子会社従業員41名

株式の種類別のストック・オプション

数（注）
普通株式　 750株 普通株式　 710株

付与日 平成17年10月27日 平成18年４月30日

権利確定条件

権利確定条件は付与されておりません。

なお、被付与者が取締役または従業員

の地位を失った場合は原則として権利

行使をすることはできません。その他、

細目については当社と付与対象者との

間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めております 

 同左

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。  同左

権利行使期間
 平成19年11月１日から

 平成24年８月31日まで

 平成20年５月１日から

 平成25年４月30日まで

 （注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  650 640

付与  － －

失効  － 10

権利確定  650 －

未確定残  － 630

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  － －

権利確定  650 －

権利行使  416 －

失効  20 －

未行使残  214 －

②　単価情報

  
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 60,000 240,000

行使時平均株価 （円） 510,015 －

公正な評価単価（付与日） （円） － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

事業税 22,811千円

繰越欠損金 69,897

連結会社間内部利益消去 59,278

賞与引当金 4,167

減価償却費 3,969

その他 2,710

繰延税金資産小計 162,835

評価性引当額 △75,811

繰延税金資産合計 87,024

事業税   29,229千円

連結会社間内部利益消去 144,764

賞与引当金 8,586

減価償却費 2,829

仕掛品評価損 58,148

売上値引等引当金 8,078

その他 3,404

繰延税金資産小計 255,041

繰延税金資産合計 255,041

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

 ％

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久差異 1.8

均等割 0.4

評価性引当額 △2.9

のれん 1.0

子会社税率差異 0.3

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.4

 ％

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久差異 0.4

均等割 0.3

評価性引当額 △9.5

のれん 0.9

子会社税率差異 0.5

その他 △1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.6
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、当社グループはコンシューマーゲー

ム事業以外の事業を行っていないため、単一セグメントとなっております。このため事業の種類別セグメント情

報は作成しておりません。

　当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 
 

コンシューマー
ゲーム事業
（千円）

アミューズメン
ト事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

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
4,918,928 747,845 5,666,773 － 5,666,773

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 4,918,928 747,845 5,666,773 － 5,666,773

営業費用 4,186,852 295,703 4,482,555 417,243 4,899,798

営業利益 732,076 452,141 1,184,218 △417,243 766,975

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
     

資産 3,811,800 772,457 4,584,288 3,164,255 7,748,543

減価償却費 100,111 130,886 230,997 773 231,771

資本的支出 61,152 606,994 668,147 709 668,856

 

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

 　　　 ２．当連結会計年度より、新たにアミューズメント事業を追加しておりますが、これは新規事業の開始によるも

のであり、事業区分の変更ではありません。

３．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

コンシューマーゲー

ム事業

家庭用ゲーム機向けゲームソフト、携帯型ゲーム機向けゲームソフト

アミューズメント事

業

アミューズメント施設向けゲーム機器及び周辺グッズ

４．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（417,243千円）は当社の総務・経理部門等

の管理部門に係る費用であります。

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額（3,164,255千円）の主なものは、当社での余剰運

転資金及び管理部門に係る資産であります。

６．会計方針の変更

　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３．（2）①に記載のとおり、当連結会計年度より、当

社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い「アミューズメント事業」

における営業費用が31,969千円増加し、営業利益が同額減少しております。なお、コンシューマーゲーム事

業においての影響額は軽微であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報は作成しておりません。

　当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）  

 
日本

（千円）
北米

（千円）
計

（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

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 4,995,277 671,496 5,666,773 － 5,666,773

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
30,011 － 30,011 △30,011 －

 計 5,025,289 671,496 5,696,785 △30,011 5,666,773

 営業費用 3,854,570 657,996 4,512,567 387,231 4,899,798

 営業利益 1,170,718 13,500 1,184,218 △417,243 766,975

Ⅱ 資産 4,387,977 200,756 4,588,734 3,159,808 7,748,543

 （注）　１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 　　　　２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 　　　　　　北米・・・米国、カナダ

 　　　　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（417,243千円）は当社の総務・経理部門

等の管理部門に係る費用であります。

         ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額（3,164,255千円）の主なものは、当社での余剰

運転資金及び管理部門に係る資産であります。

 ５．会計方針の変更

　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３．（2）①に記載のとおり、当連結会計年度より、当

社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い所在地別セグメント「日

本」における営業費用が34,572千円増加し、営業利益が同額減少しております。

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 20 年３月期決算短信

－ 34 －



ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 米国 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,955,416 272,094 3,227,510

Ⅱ　連結売上高（千円）   4,809,917

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
61.4 5.7 67.1

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 米国 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,614,258 184,333 1,798,592

Ⅱ　連結売上高（千円）   5,666,773

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
28.5 3.3 31.8

　（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

欧州・・・・・イギリス　109,555千円

 　　　　　　 スペイン 　47,442千円　

              フランス　 27,336千円

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は
出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 染野　正道
東京都渋
谷区

－
当社取
締役

(被所有)
直接 0.9％

－ －

ストック
オプショ
ンの権利
行使（注
１）

6,300 － －

役員 内野　権
東京都港

区
－

当社執
行役員

(被所有)
直接 0.1％

－ －

ストック
オプショ
ンの権利
行使（注
１）

1,200 － －

個人主要株
主 

中山　隼雄
東京都港

区
－ －

(被所有)
直接 21.9％
間接 14.4％

 

－ －
 XSEED株
式取得
（注２）

104,979 － －

 （注）１．「ストックオプションの権利行使」取引は、平成17年８月26日開催の臨時株主総会及び平成17年10月27日取締

役会決議により、旧商法第280条ノ20及び280条ノ21の規定に基づき付与されたストックオプションの当連結会

計年度中の権利行使を記載しております。なお、権利行使期間及び権利行使の条件等については、「４．連結

財務諸表　ストック・オプション等関係」に記載のとおりであります。

 　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 　　　　　第三者による企業価値評価に基づき算出した株式の評価額を基に決定しております。

 　　　３．属性の役員には、執行役員も含めて記載しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 65,054.37円

１株当たり当期純利益金額 7,418.47円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
7,302.19円

１株当たり純資産額   127,737.45円

１株当たり当期純利益金額    10,109.90円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
    9,970.64円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 319,120 517,556

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 319,120 517,556

　期中平均株式数（株） 43,017 51,193

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　普通株式増加数（株） 685 715

 　（うち新株予約権）  (685)  (715)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

───── ─────

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

───────  （１）子会社株式の取得

　当社は、平成20年５月９日開催の取締役会において、株

式会社マイクロキャビン（三重県四日市市）の発行済全株

式を取得し子会社とすることを決議しました。

なお、子会社株式の取得の詳細につきましては、「５．個

別財務諸表」の重要な後発事象をご参照ください。

 

 

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 20 年３月期決算短信

－ 36 －



５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

　１．現金及び預金   1,025,868   2,720,261   

　２．受取手形   －   26,964   

　３．売掛金 ※１  542,858   769,069   

　４．コンテンツ制作仕
掛品

  589,224   1,420,922   

　５．仕掛品   －   12,256   

　６．貯蔵品   857   777   

　７．前渡金   21,000   1,050   

　８．前払費用   6,272   4,079   

　９．繰延税金資産   －   54,500   

１０．短期貸付金 ※１  －   200,000   

１１．未収入金   14,882   30,901   

１２．未収消費税等   35,395   54,645   

１３．その他   170   －   

流動資産合計   2,236,530 76.3  5,295,430 79.6 3,058,899

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  2,996   3,311    

減価償却累計額  702 2,293  1,432 1,878   

(2）工具器具備品  40,918   607,410    

減価償却累計額  8,390 32,528  153,314 454,096   

有形固定資産合計   34,821 1.2  455,974 6.9 421,153

２．無形固定資産         

(1）電話加入権   314   314   

(2）ソフトウエア   4,300   47,772   

(3）ソフトウエア仮勘
定

  －   66,350   

無形固定資産合計   4,615 0.1  114,437 1.7 109,822
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）関係会社株式   572,741   678,220   

(2）敷金   84,273   106,153   

(3）長期前払費用   127   86   

投資その他の資産合
計

  657,142 22.4  784,459 11.8 127,317

固定資産合計   696,578 23.7  1,354,872 20.4 658,293

資産合計   2,933,109 100.0  6,650,302 100.0 3,717,192

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※１  131,003   198,539   

２．未払金   2,703   138,663   

３．未払費用   3,808   5,564   

４．未払法人税等   5,052   24,459   

５．前受金   52,500   －   

６．預り金   4,213   3,121   

７．賞与引当金   －   3,770   

８．その他   192   －   

流動負債合計   199,473 6.8  374,117 5.6 174,643

負債合計   199,473 6.8  374,117 5.6 174,643

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,567,896 53.4  3,195,801 48.1 1,627,905

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  1,389,918   2,793,644    

資本剰余金合計   1,389,918 47.4  2,793,644 42.0 1,403,726

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  △224,178   286,739    

利益剰余金合計   △224,178 △7.6  286,739 4.3 510,918

株主資本合計   2,733,635 93.2  6,276,184 94.4 3,542,549

純資産合計   2,733,635 93.2  6,276,184 94.4 3,542,549

負債純資産合計   2,933,109 100.0  6,650,302 100.0 3,717,192
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．経営管理収入 ※４ 344,000   373,000    

２．製品売上高  1,174,955   1,139,610    

３．商品売上高  －   29,200    

４．アミューズメント機
器利用収入

 － 1,518,955 100.0 717,689 2,259,500 100.0 740,544

Ⅱ　売上原価         

１．当期製造原価
※

1,3,4
969,496   1,072,975    

２．当期商品仕入高  －   27,312    

３．アミューズメント機
器売上原価

 － 969,496 63.8 208,684 1,308,971 57.9 339,474

売上総利益   549,459 36.2  950,528 42.1 401,069

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3  500,212 33.0  799,747 35.4 299,535

営業利益   49,246 3.2  150,781 6.7 101,534

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息 ※４ 2,673   7,915    

２．受取配当金 ※４ －   124,970    

３．事務受託手数料 ※４ 5,400   5,400    

４．その他  921 8,995 0.6 645 138,930 6.2 129,935

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息 ※４ 603   －    

２．株式交付費  15,353   17,542    

３．為替差損  715   2,115    

４．その他  240 16,913 1.1 － 19,658 0.9 2,744

経常利益   41,328 2.7  270,053 12.0 228,725

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※５ 189 189 0.0 － － － △189

税引前当期純利益   41,517 2.7  270,053 12.0 228,535

法人税、住民税及び
事業税

 6,737   37,814    

法人税等調整額  － 6,737 0.4 △54,500 △16,685 △0.7 △23,422

当期純利益   34,780 2.3  286,739 12.7 251,958
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　労務費 ※２ 309 0.0 2,092 0.1  

Ⅱ　外注費  1,045,256 85.2 1,767,304 85.4  

Ⅲ　経費 ※３ 181,717 14.8 300,800 14.5  

当期総製造費用  1,227,283 100.0 2,070,197 100.0 842,914

期首仕掛品等たな卸高  335,281  589,224   

合計  1,562,564  2,659,421   

期末仕掛品等たな卸高  589,224  1,433,179   

他勘定振替高 ※４ 3,843  153,266   

当期製造原価  969,496  1,072,975  103,479

       

　（注）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．原価の計算方法

当社は、個別原価計算を採用しております。

１．原価の計算方法

同左

※２．労務費の主な内訳は、次のとおりであります。 ※２．労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

賃金手当・賞与 262千円 賃金手当・賞与    1,781千円

※３．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 ※３．経費の主な内訳は、次のとおりであります。

ロイヤリティ 109,676千円 ＲＯＭ製造費        153,795千円

ロイヤリティ        42,428千円

※４．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※４．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

貯蔵品 3,843千円 貯蔵品      2,061千円

研究開発費      19,600千円

ソフトウェア仮勘定     131,604千円
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 アミューズメント機器売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　外注費   － － 57,742 27.7  

Ⅱ　経費 ※１ － － 150,941 72.3  

合計  － － 208,684 100.0 208,684

       

 （注）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※１．経費の主な内訳は、次のとおりであります。

  減価償却費        142,581千円
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計繰越利益剰余

金

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,097,400 919,422 919,422 △258,959 △258,959 1,757,863 1,757,863

事業年度中の変動額        

新株の発行 470,496 470,496 470,496   940,992 940,992

当期純利益    34,780 34,780 34,780 34,780

事業年度中の変動額合計
（千円）

470,496 470,496 470,496 34,780 34,780 975,772 975,772

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,567,896 1,389,918 1,389,918 △224,178 △224,178 2,733,635 2,733,635

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計繰越利益剰余

金

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,567,896 1,389,918 1,389,918 △224,178 △224,178 2,733,635 2,733,635

事業年度中の変動額        

新株の発行 1,627,905 1,627,905 1,627,905   3,255,810 3,255,810

資本準備金の取崩  △224,178 △224,178 224,178 224,178 － －

当期純利益    286,739 286,739 286,739 286,739

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,627,905 1,403,726 1,403,726 510,918 510,918 3,542,549 3,542,549

平成20年３月31日　残高
（千円）

3,195,801 2,793,644 2,793,644 286,739 286,739 6,276,184 6,276,184
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）関係会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）関係会社株式

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1）デリバティブ

　　時価法を採用しております。

(1）デリバティブ

─────── 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

(1）仕掛品

同左

(2）コンテンツ制作仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

(2）コンテンツ制作仕掛品

同左

４．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。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 ３～15年

車両運搬具 ２～５年

工具器具備品 ３～６年

建物 ３～15年

工具器具備品 ３～15年

　ただし、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３

年均等償却による方法を採用しておりま

す。

　ただし、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３

年均等償却による方法を採用しておりま

す。

 （会計方針の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却方法に変更し

ております。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が33,869千円、それぞれ

減少しております。

（追加情報） 

　当社は、法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益への影響は軽微でありま

す。 
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2）無形固定資産

　①自社利用のソフトウェア 

　ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（５年）

による定額法を採用しております。

　ただし、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３

年均等償却による方法を採用しておりま

す。

(2）無形固定資産

　①自社利用のソフトウェア 

同左

─────── 　②市場販売目的のソフトウェア（アー

ケード用）

　見込販売収益に基づく償却額と当該ソ

フトウェア残存期間（２年）に基づく定

額法償却額とのいずれか大きい額を計上

する方法を採用しております。

５．繰延資産の処理方法 (1）株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）株式交付費

同左

６．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

同左

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権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。

(1）貸倒引当金

同左

─────── (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき当会計

年度負担額を計上しております。

８．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

９．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

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「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2,733,635

千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

──────

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （損益計算書）

　前事業年度において営業外費用の内訳として表示して

いた「新株発行費」は、当事業年度より「株式交付費」

と表示する方法に変更しております。

──────

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

※１．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

流動資産  

売掛金 181,125千円

  

流動負債  

買掛金  73,027

  

流動資産  

売掛金        201,846千円

短期貸付金         200,000

流動負債  

買掛金          129,617
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※１．　　　　　　────── ※１．期末コンテンツ制作仕掛品は収益性低下に基づく簿

価切り下げ後の金額であり、仕掛品評価損111,824

千円が当期製造原価に含まれております。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は24.1％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は　　

75.9％であります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は26.5％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は　　　　

73.5％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 81,590千円

給料手当 118,555

支払手数料 84,981

減価償却費 11,212

広告宣伝費 107,532

役員報酬       64,085千円

給料手当 188,872

賞与引当金繰入額 3,770

支払手数料 137,611

減価償却費 25,053

広告宣伝費 190,311

※３．研究開発費の総額 －千円 ※３．研究開発費の総額 21,255千円

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社からの経営指導料 344,000千円

関係会社に対する外注費 950,974

関係会社からの事務受託手数料 5,400

関係会社からの受取利息 2,560

関係会社に対する支払利息 603

関係会社からの経営指導料      373,000千円

関係会社に対する外注費 1,543,489

関係会社からの事務受託手数料 5,400

関係会社からの受取利息 3,656

関係会社からの受取配当金 124,970

※５．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※５．　　　　　　───────

車両運搬具 189千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
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（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３

月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

事業所税 273千円

事業税 1,670

繰越欠損金 69,897

繰延税金資産小計 71,841

評価性引当額 △71,841

繰延税金資産合計 －

未払事業所税    341千円

未払事業税 6,940

仕掛品評価損 45,512

賞与引当金 1,534

賞与引当金（社会保険） 171

繰延税金資産小計 54,500

繰延税金資産合計 54,500

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

 ％

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久差異 18.7

均等割 2.3

評価性引当額 △45.8

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 16.2

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

 ％

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久差異 0.8

均等割 0.4

受取配当金の益金不算入 △18.8

外国税額控除 △2.1

評価性引当額 △26.6

その他 △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △6.2
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 55,868.29円

１株当たり当期純利益金額 808.53円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
795.85円

１株当たり純資産額    115,485.68円

１株当たり当期純利益金額    5,601.14円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
   5,523.99円

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 34,780 286,739

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 34,780 286,739

　期中平均株式数（株） 43,017 51,193

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　普通株式増加額（株） 685 715

 （うち新株予約権）  (685)  (715)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

───── ─────
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

───────  （１）子会社株式の取得

　当社は、平成20年５月９日開催の取締役会において、株

式会社マイクロキャビン（三重県四日市市）の発行済全株

式を取得し子会社とすることを決議しました。

 ①株式取得の目的

　当社は創業時より行っておりますコンシューマーゲーム

事業で培ったノウハウを生かし、アミューズメント事業を

平成19年７月より開始しております。

　アミューズメント事業の主な実績としましては、㈱タカ

ラトミーとの共同事業として展開しておりますキッズア

ミューズメントマシーン「ポケモンバトリオ」となってお

りますが、今後は当該事業の領域を拡大し早期の開発体制

を構築するため、業務用機器向けソフトの開発に実績のあ

る株式会社マイクロキャビン（本社：三重県四日市市、代

表取締役社長：田中秀司）の株式を取得することといたし

ました。

　　今後は、グループ会社全体で開発ノウハウをを共有化

するなどのシナジー効果を図って参ります。

 ②株式の取得先

　氏名　　　　　大矢知　直登

　住所　　　　　三重県四日市市

　当社との関係　特になし

 ③買収する会社の概要

 名称　　株式会社マイクロキャビン

 事業内容　　アミューズメント用ソフトの企画開発

 事業規模　（平成19年５月期）

　　資本金　　　227,931千円

　　総資産　　1,282,634千円

　　売上高　　　564,192千円

 ④株式取得の時期

 平成20年５月16日（予定）

 ⑤取得した株式数、取得価額及び取得後の当社所有割合

　　取得する株式数　　　　367,887株

　　取得価額　　　　　　　640百万円

　　取得後の所有割合　　　　　100％

 

 

６．その他
(1）役員の異動

   　 代表者その他役員の異動は、開示内容が定まった時点で開示することとしております。

(2）その他

  該当事項はありません。
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