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特別損失の計上及び業績予想の修正並びに期末配当予想の修正等に関するお知らせ 

 

近の業績の動向等を踏まえ、平成 21 年３月期(平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日)

の業績予想について、平成 20 年７月 31 日付「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信」にて

発表いたしました業績予想及び期末配当予想を下記のとおり修正いたします。 

また、特別損失を計上いたしましたので併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．特別損失の計上の理由 

 当社は、2005 年 10 月よりコンシューマーゲーム事業自社販売部門を開始し、オリジナルタ

イトルを始め、外部クリエイターとのコラボレーションによるタイトルやキャラクターを使

用したタイトルなどを開発、販売し、「ＡＱインタラクティブ」ブランドの早期確立を目指し

て参りました。しかしながら、これまで発売した主力タイトルが当社の見込みに対して、期

待以上の販売実績を残すことが出来ず、同事業部門の収益化が遅れております。これは同事

業開始時に想定していた次世代ゲーム機市場の事業環境や主力タイトルに対する見込みと市

場からの評価が大きく異なった結果であると認識しております。その為、2008 年６月には経

営体制を強化し、企画承認プロセスから制作途中のタイトル評価制度を見直すとともに、外

部の調査機関を利用した客観的なデータに基づく、より精度の高いマーケティングを実施し、

全てのタイトルについて見直しを行いました。これにより現時点でユーザーに期待を持って

受け入れられないと判断した制作中の３タイトルに関して開発を中止し、特別損失として開

発中止損 327 百万円を計上することといたしました。今後の自社販売タイトルへの取組につ

きましては、会社全体の収益状況を踏まえた投資バランスを勘案し、新たなタイトルライン

ナップ計画を策定いたします。その策定の基本となる方針といたしまして、タイトル数を厳

選し、開発人員を主力タイトルへ集中していくことで競争力ある魅力的なタイトルを創造し、

高成長・高収益を目指す所存です。 

 今後は、収益が見込まれるタイトルの開発に経営資源の集中が行える体制へと切り替えを

行い、さらに厳しく開発途上のタイトル進捗管理を行う体制を構築することで有効な開発投

資を行って参ります。 

 

 

 



２．平成 21 年３月期 第２四半期連結累計期間の見通し及び通期の連結業績予想の修正等 

(１) 第２四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日）の見通し 

（単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益

前回予想（Ａ） ３，１００ △６８ △６２ △３６

今回修正（Ｂ） ２，４７０ △５１８ △５１３ △８０１

増減額（Ｂ－Ａ） △６３０ △４５０ △４５１ △７６５

増 減 率（％） △２０．３ － － －

(ご参考) 

前期実績(平成 20年３月期中間) 
２，６２１ １５７ １６２ ２０

(２) 通期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）の修正 

（単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益

前回予想（Ａ） ７，８００ ８３０ ８５０ ４８０

今回修正（Ｂ） ６，７３６ ７０ ８０ △２９３

増減額（Ｂ－Ａ） △１，０６４ △７６０ △７７０ △７７３

増 減 率（％） △１３．６ △９１．６ △９０．６ －

(ご参考) 

前期実績(平成 20 年３月期) 
５，６６６ ７６６ ７５９ ５１７

 

 

(３) 修正理由 

 

①売上高について 

＜コンシューマーゲーム事業＞ 

上半期の自社販売部門において、７月に発売いたしましたニンテンドーＤＳ向けソフト「Ｋ

ＯＲＧ ＤＳ－１０」が計画を上回る好調な販売状況にありますが、８月発売のＰＳ３向け

ソフト「ヴァンパイアレイン －アルタードスピーシーズ－」、９月発売のニンテンドーＤＳ

向けソフト「ブルードラゴン プラス」がともに計画を下回ったことから減収となりました。

また通期につきましても上半期までの販売状況を勘案し、期初計画の下半期発売予定７タイ

トルのうち、１タイトルを商品性を勘案し翌期へ発売を延期したほか２タイトルを販売中止

としたことで発売予定４タイトルとなった影響から期初計画に対し減収となる見通しです。 

上半期の受託開発部門において海外大手パブリッシャー向けに企画提案しておりました大

型受託案件が交渉に時間を要し、成約に至っていないことから減収となりました。また下半

期につきましては、期初計画通りの受注規模を見込んでおりますが、通期においては上期中

の減収を補えず減収となる見通しです。 

以上の結果、コンシューマーゲーム事業における第２四半期累計期間売上高は期初計画

2,544 百万円から 1,787 百万円（△29.8％）となる見通しです。また通期につきましても期初

計画 5,822 百万円に対し 4,754 百万円（△18.3％）となる見通しです。 

＜アミューズメント事業＞ 

上半期の自社販売部門において、「ポケモンバトリオ」関連の売上高は期初計画に対し概ね

順調に推移しております。しかしながら通期につきましては、下半期より販売を開始する計

画となっておりました新規のアミューズメントマシンについて市場環境を勘案し、開始時期

を慎重に見直した結果、一部の売上が翌期になることから減収の見通しです。 



今期より開始いたしました受託開発部門につきましては、期初計画に対し、上半期、通期と

もに増収となる見通しです。 

以上の結果、アミューズメント事業における第２四半期累計期間売上高は期初計画 555 百

万円から 683 百万円（23.1％）となる見通しです。また通期につきましては、期初計画 1,977

百万円に対し 1,982 百万円（0.3％）となる見通しです。 

 

②営業利益について 

   ＜コンシューマーゲーム事業＞ 

上半期の自社販売部門において、「ヴァンパイアレイン －アルタードスピーシーズ－」、「ブ

ルードラゴン プラス」の売上高がともに計画を下回った減収の影響に加え、下半期に発売予

定のタイトルにかかるコンテンツ仕掛品を評価減する見通しとなったことから減益となりま

した。また通期につきましても発売タイトル数減にともなう減収の影響から販売管理費等の

費用を抑えるも上半期の減益を補えず減益となる見通しです。 

上半期の受託開発部門において海外大手パブリッシャー向けに企画提案しておりました複

数の大型受託案件が交渉に時間を要し、成約に至っていないことから売上高が減収となった

影響に加え、研究開発費が計画を上回ったことにより大幅な減益となりました。また下半期

につきましては、期初計画通りの受注を見込んでおりますが、通期においては、上期中の減

益の影響を補えず大幅な減益となる見通しです。 

以上の結果、コンシューマーゲーム事業における第２四半期累計期間部門営業利益は期初

計画△125 百万円から△509 百万円となる見通しです。また通期につきましても期初計画 535

百万円に対し△15 百万円となる見通しです。 

＜アミューズメント事業＞ 

上半期の自社販売部門において、「ポケモンバトリオ」関連の売上高は概ね順調に推移して

おりますが、７月の「ポケットモンスター ギラティナと氷空の花束 シェイミ」の映画公開

にあわせた積極的なプロモーション活動を行ったことや「ポケモンバトリオ」以外の新規ア

ミューズメントマシンを開発･販売する体制を期初から整えたことによる部門販売管理費増

から期初計画に対し減益となりました。また通期につきましても下半期より販売を開始する

計画となっておりました新規のアミューズメントマシンについて市場環境を勘案し、開始時

期を慎重に見直した結果、一部の売上が翌期になることに加え費用先行となることから減益

の見通しです。 

上半期の受託開発部門は好調に開発が進捗したことから増益となる見通しです。また通期に

つきましては、期初計画通りの進捗を見込んでおります。 

以上の結果、アミューズメント事業における第２四半期累計期間部門営業利益は期初計画

272 百万円から 204 百万円（△25.0％）となる見通しです。また通期につきましては、期初計

画 756 百万円に対し 541 百万円（△28.4％）となる見通しです。 

 

  ③経常利益について 

 期初計画に対し、第２四半期累計期間および通期とも計画外の営業外損益を見込んでおり

ませんが、営業利益の減少を受け、同様の理由により減益の見通しとなっております。 

 

④当期利益について 

 コンシューマーゲーム事業自社販売において「１．特別損失の計上の理由」に記載の通り

開発中止損を 327 百万円計上したことから大幅な減益となっております。 

 

 



 

３．平成 21 年３月期 第２四半期累計期間の見通し及び通期の個別業績予想数値の修正等 

(１) 第２四半期累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日）の見通し 

（単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

前回予想（Ａ） １，６００ △２１２ △７ △４

今回修正（Ｂ） １，５１２ △４１６ △１９５ △５３９

増減額（Ｂ－Ａ） △８８ △２０４ △１８８ △５３５

増 減 率（％） △５．５ ― ― ―

(ご参考) 

前期実績(平成 20年３月期中間) 
８１０ △１３２ △２ △２１

 

(２) 通期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）の見通し 

（単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

前回予想（Ａ） ３，８００ １４６ ３５７ ２０７

今回修正（Ｂ） ３，０３０ △１６６ ５６ △２８９

増減額（Ｂ－Ａ） △７７０ △３１２ △３０１ △４９６

増 減 率（％） △２０．３ ― △８４．３ ―

(ご参考) 

前期実績(平成 20 年３月期) 
２，２５９ １５０ ２７０ ２８６

 

(３) 修正理由  

 

①売上高について 

＜コンシューマーゲーム事業＞ 

上半期の自社販売部門において、７月に発売いたしましたニンテンドーＤＳ向けソフト「Ｋ

ＯＲＧ ＤＳ－１０」が計画を上回る好調な販売状況にありますが、８月発売のＰＳ３向け

ソフト「ヴァンパイアレイン －アルタードスピーシーズ－」、９月発売のニンテンドーＤＳ

向けソフト「ブルードラゴン プラス」がともに計画を下回ったことから減収となりました。

また通期につきましても上半期までの販売状況を勘案し、期初計画の下半期発売予定７タイ

トルのうち、１タイトルを商品性を勘案し翌期へ発売を延期したほか２タイトルを販売中止

としたことで発売予定４タイトルとなった影響から期初計画に対し減収となる見通しです。 

＜アミューズメント事業＞ 

上半期の自社販売部門において、「ポケモンバトリオ」関連の売上高は期初計画に対し概ね

順調に推移しております。しかしながら通期につきましては、下半期より販売を開始する計

画となっておりました新規のアミューズメントマシンについて市場環境を勘案し、開始時期

を慎重に見直した結果、一部の売上が翌期になることから減収の見通しです。 

 以上の結果、第２四半期累計期間における売上高は期初計画 1,600 百万円に対し 1,512 百

万円（△5.5％）となる見通しです。また、通期につきましては、期初計画 3,800 百万円に対

し 3,030 百万円（△20.3）となる見通しです。 

 

 



②営業利益について 

   ＜コンシューマーゲーム事業＞ 

上半期の自社販売部門において、「ヴァンパイアレイン －アルタードスピーシーズ－」、「ブ

ルードラゴン プラス」の売上高がともに計画を下回った減収の影響に加え、下半期に発売予

定のタイトルにかかるコンテンツ仕掛品を評価減する見通しとなったことから減益となりま

した。また通期につきましても発売タイトル数減にともなう減収の影響から販売管理費等の

費用を抑えるも上半期の減益を補えず減益となる見通しです。 

＜アミューズメント事業＞ 

上半期の自社販売部門において、「ポケモンバトリオ」関連の売上高は概ね順調に推移して

おりますが、７月の「ポケットモンスター ギラティナと氷空の花束 シェイミ」の映画公開

にあわせた積極的なプロモーション活動を行ったことや「ポケモンバトリオ」以外の新規ア

ミューズメントマシンを開発･販売する体制を期初から整えたことによる部門販売管理費増

から期初計画に対し減益となりました。また通期につきましても下半期より販売を開始する

計画となっておりました新規のアミューズメントマシンについて市場環境を勘案し、開始時

期を慎重に見直した結果、一部の売上が翌期になることに加え費用先行となることから減益

の見通しです。 

 以上の結果、第２四半期累計期間における営業利益は期初計画△212 百万円に対し△416 百

万円となる見通しです。また、通期につきましては、期初計画 146 百万円に対し△166 百万円

となる見通しです。 

 

  ③経常利益について 

 期初計画に対し、上半期および通期とも計画外の営業外損益を見込んでおりませんが、営

業利益の減少を受け、同様の理由により減益の見通しとなっております。 

 

④当期利益について 

 コンシューマーゲーム事業自社販売において「１．特別損失の計上の理由」に記載の通り

開発中止損を 323 百万円計上したことから大幅な減益となっております。 

 

４．平成 21 年３月期 配当予想の修正 

(１) 修正の内容 

 １株あたり配当金（円） 

基準日 第２四半期末 期末 年間 

前回発表予想 ― 2,000 円 2,000 円

今回修正予想 ― 0円 0 円

当期実績 ―  

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年３月期） 
― 2,000 円 2,000 円

 

(２) 修正の理由 

 当期におきましては、多額な当期純損失となる見込みであることから、誠に遺憾ながら配

当予想を無配に修正させていただきたいと存じます。 

 

 

 

 



５. 役員報酬の減額及び執行役員の減俸について 

 上述の通り、平成21年３月期決算において連結業績・個別業績ともに大幅な業績の下方修

正並びに無配となる見通しであることに鑑み、経営としての責任を明確にするべく、下記の

通り役員報酬の減額及び執行役員の減俸を行います。 

 

代表取締役   月額報酬の10％を減額 

取締役相談役  月額報酬の20％を減額 

対象期間 

平成20年9月から平成21年6月まで 

 

 取締役執行役員２名及び執行役員９名につきましては、期首計画を達成したときに支払わ

れることと設定しておりました予定年俸のうち6.2％～11.1％を、本件発表により減俸する

ことといたしました。 

 

６．今後の見通しについて 

当社は、エンターテイメント業界の急激な環境変化に対応できるよう経営体質の強化を

進めて参ります。 

コンシューマーゲーム事業につきましては、既に企画承認プロセスから制作途中のタイ

トル評価制度までを見直しておりますが、今後さらに世界のユーザーに受け入れられるブ

ランドタイトルの創造に向けて、社内の人材育成・技術力の向上はもとより、パートナー

企業とのコラボレーション等を進めて参ります。 

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」の好調な稼動を維持すると

ともに、新規のアミューズメントマシンを順次発売して参ります。 

今後、新たな中期経営計画の策定をはじめ、企業価値向上に向けた様々な取り組みに努

めて参いる所存です。 

 

 

(注)上記数値はいずれも本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので

あり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

以  上 


