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平成20年12月期 第３四半期財務・業績の概況 

             平成20年11月12日 

 
上 場 会 社 名        テクモ株式会社                  上場取引所 東証第一部 
コード番号 ９６５０                         ＵＲＬ http://www.tecmo.co.jp/main.htm 

代  表  者 （役職名）  代表取締役会長兼社長 （氏 名） 柿  原  康  晴 

問合せ先責任者 （役職名）  経営管理部長       （氏 名） 向 井  規  浩 ＴＥＬ(０３)３２２２－７６４５ 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年９月30日） 
(1) 連結経営成績                         （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 四半期 (当期)純利益 

 
20年12月期第３四半期 

19年12月期第３四半期 

百万円   ％ 
 9,100    △0.1 
 9,112     41.1 

百万円   ％ 
 1,265   △24.7 
 1,679    168.4 

百万円   ％ 
1,192   △32.0 
1,753    149.7 

百万円   ％ 
314   △64.4 
883    100.1 

(参考) 19年12月期 12,047 1,886 1,975 991 
 
 

１株当たり四半期 

(当期)純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期  

(当期)純利益 

 
20年12月期第３四半期 

19年12月期第３四半期 

円  銭 
13   13 
36   19 

円  銭 
－   － 
36   15 

(参考) 19年12月期 40    68 40    62 

 

(注) 期中平均株式数  20年12月期第３四半期 23,978,140株  19年12月期第３四半期 24,418,674株   

19年12月期  24,378,921株 

 

(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 

 
20年12月期第３四半期 

19年12月期第３四半期 

百万円 
23,545 
25,528 

百万円 
20,422 
21,427 

％ 
81.4 
78.9 

円   銭 
814      04 
830      63 

(参考) 19年12月期 25,620   21,512 79.0 834      77 
(注) 期末発行済株式数   20年12月期第３四半期 23,553,322株  19年12月期第３四半期 24,255,744株   

19年12月期 24,254,225株 

 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金および現金 

同等物期末残高 

 
20年12月期第３四半期 

19年12月期第３四半期 

百万円 
△449 
1,897 

百万円 
4,801 
△1,540 

百万円 
△1,490 
△112 

百万円  
6,014 
4,581 

(参考) 19年12月期 1,898   △2,840 △155 3,232 
 

２．配当の状況 

 １株あたりの配当金 

（基準日） 第３四半期末 

 

平成19年12月期第３四半期 

円     銭  

― 

平成20年12月期第３四半期 ― 
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３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

（％表示は対前期増減率、百万円未満切捨て） 

 
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 

 
通   期 

百万円  ％ 
12,400   2.9 

百万円  ％ 
1,150 △39.0 

百万円  ％ 
1,000  △49.4 

百万円  ％ 
250 △74.8 

円  銭 
10    61 

 

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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無             ：有 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無           ：有 

 

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1. 平成20年10月14日に公表しました連結の業績予想の見直しは、おこなっておりません。 
2. 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。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結果となる可能性があります。上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・

財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期の連結業績を見ますと、ゲーム事業部門ではニンテンドーDS 向けソフト「NINJA 
GAIDEN Dragon Sword」を３月に、Xbox360向けソフト「NINJA GAIDEN 2」を 6月にそれぞれ
ワールドワイドに発売し、「NINJA GAIDEN 2」につきましては、９月に全世界への累計出荷が 100
万本を突破いたしました。また、人気アドベンチャーゲーム「零」シリーズの最新作であるWii向け
ソフト「零～月蝕の仮面～」を、テクモが開発し、任天堂株式会社がパブリッシャーとなる共同プロ

ジェクトとして７月に発売いたしました。この他、日本国内市場向けに、ニンテンドーDS向けソフ
ト「DS 山村美紗サスペンス」を６月に、「MonsterFarm DS2 甦る！マスターブリーダー伝説」を
８月に発売し、幅広い層に好評をもって受け入れられました。さらに、昨年６月に発売いたしました

PS3向けソフト「NINJA GAIDEN Σ」のリピートが売上、利益に貢献いたしました。 
 マルチコンテンツ事業部門では、オンラインゲームにつきまして、当社が開発し、株式会社ゲーム

ポットが運営する PC用オンライン育成コミュニティ「モンスターファームオンライン」の正式サー
ビスを３月に開始したことに加え、昨年サービスを開始いたしました「WarRock」が好調に推移い
たしました。さらに、オンラインゲーム運営権利金を売上計上いたしました。 
モバイルコンテンツにつきまして、７月にフジテレビにて放送中の人気番組『あいのり』を題材と

した恋愛コミュニケーションネットワークゲーム「あいのり★ラブワゴン」を、8月に著名作家・西
村京太郎氏と山村美紗氏の本格サスペンスゲームを配信する「西村＆山村サスペンス」を、携帯電話

向けサイトとしてサービスを開始いたしました。 
 ＳＰ事業部門においては、パチンコ機液晶画面ソフト「CR天空歌舞伎」「CRミニスカポリス 2」、
パチスロ機液晶画面ソフト「モグモグ風林火山」「アカネ 55」の 4タイトルを発売いたしました。 
ライツ事業部門においては、当社のオリジナルキャラクターの商品化を推進いたしました。 
アミューズメント施設運営事業部門においては、売上改善を図るため機械投資を実施し、また景品

原価率の管理徹底などコスト削減に取り組み、収益力強化を進めてまいりましたが、ガソリンや食料

品等生活関連商品の相次ぐ値上げに伴う消費マインドの低下により、全体としては軟調に推移しまし

た。 
また、円高が進んだことにより、保有している外貨建債権の評価替等において為替差損 161 百万
円が発生したため、営業外損失として計上しております。 
この結果、当社グループの第３四半期における業績は、売上高 9,100百万円（前年同期比 11百万
円減収）、営業利益 1,265百万円（同 414百万円減益）、経常利益 1,192百万円（同 561百万円減益）、
第 3四半期純利益 314百万円（同 568百万円減益）となりました。 

 

２. 連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は前期末比2,075百万円の減少となりました。これは主に、剰余金の配当、法人税の支払及び自

己株式の買付による流動資産の減少（前期末比2,210百万円減）等によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の売上高・経常利益・当期純利益については、現時点で平成20年10月14日発表の予想に変更はあり

ません。 

 

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） 

該当事項はありません。 
 

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用 
税効果会計は簡便法を適用しております。 

 
（３）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

（退職給付引当金の計算方法の変更） 
当社は、当連結会計年度より、従業員数の増加や勤続年数の増加等の現状を勘案し、退職

給付引当金の計算方法を従来の簡便法から原則法に変更しております。 
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５.（要約）四半期連結財務諸表 

（1）（要約）四半期連結貸借対照表    
        （単位：千円、％）

前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末 

（平成19年12月期 （平成20年12月期 

第３四半期末） 第３四半期末） 

増 減 
(平成19年12月期末） 科  目 

金   額 金   額 金 額 増減率 金   額 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

1. 現金及び預金 13,080,093 7,769,606 △5,310,487 △40.6 8,008,925 

2. 受取手形及び売掛金 1,782,137 1,616,146 △165,990 △9.3 2,073,186 

3. 有価証券 1,001,354 3,745,255 2,743,900 274.0 6,002,431 

4. たな卸資産 3,152,472 4,120,247 967,775 30.7 3,469,724 

5. 繰延税金資産 310,916 245,981 △64,934 △20.9 245,981 

6. その他 560,271 558,643 △1,628 △0.3  461,183 

7. 貸倒引当金 △4,564 △12,534 △7,970 174.6 △7,291 

 流動資産合計 19,882,681 18,043,345 △1,839,335 △9.3 20,254,141 

Ⅱ 固定資産      

1. 有形固定資産      

(1) 建物及び構築物 1,846,481 1,695,205 △151,275 △8.2 1,688,532 

(2) 
ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設機

器 
851,323 802,207 △49,115 △5.8 847,619 

(3) 土地 1,522,605 1,522,605 － － 1,522,605 

(4) その他 1,273,844 1,320,027 46,182 3.6 1,238,068 

(5) 減価償却累計額 △2,676,203 △2,597,851 78,352 △2.9 △2,576,311 

  計  2,818,050 2,742,194 △75,856 △2.7 2,720,514 

2. 無形固定資産 128,115 124,335 △3,780 △3.0 119,787 

3. 投資その他の資産      

(1) 繰延税金資産 189,671 164,407 △25,264 △13.3 157,040 

(2) 
再評価に係る繰延

税金資産 
1,332 1,332 － － 1,332 

(3) 敷金保証金 1,995,337 2,019,601 24,264 1.2 1,905,683 

(4) その他 514,039 450,335 △63,704 △12.4 462,858 

(5) 貸倒引当金 △623 △383 240 △38.5 △378 

   計  2,699,757 2,635,293 △64,464 △2.4 2,526,536 

  固定資産合計 5,645,923 5,501,823 △144,100 △2.6 5,366,839 

資産合計 25,528,605 23,545,168 △1,983,436 △7.8 25,620,981 
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        （単位：千円、％） 

前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末 

（平成19年12月期 （平成20年12月期 

第３四半期末） 第３四半期末） 

増 減 

(平成19年12月期末） 
科  目 

金   額 金   額 金 額 増減率 金   額 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

1. 支払手形及び買掛金 312,952 330,092 17,140 5.5 447,296 

2. 一年以内返済予定長期

借入金 
185,000 160,000 △25,000 △13.5 160,000 

3. 未払法人税等 597,826 167,607 △430,219 △72.0 502,160 

4. 前受金 1,095,440 851,085 △244,355 △22.3 1,133,717 

5. 賞与引当金 331,202 285,108 △46,094 △13.9 197,278 

6. 返品引当金 162,437 163,153 716 0.4  276,106 

7. 設備関係支払手形 2,049 17,504 15,454 754.0 12,650 

8. その他 1,068,129 853,394 △214,734 △20.1 1,044,311 

 流動負債合計 3,755,038 2,827,946 △927,092 △24.7  3,773,520 

Ⅱ 固定負債      

1. 長期借入金 240,000 80,000 △160,000 △66.7 225,000 

2. 退職給付引当金 43,575 150,435 106,860 245.2 45,312 

3. 負ののれん － 2,021 2,021 － 2,275 

4. その他 62,766 62,062 △703 △1.1 62,287 

  固定負債合計 346,341 294,520 △51,821 △15.0 334,875 

負債合計 4,101,380 3,122,466 △978,913 △23.9 4,108,396 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

1. 資本金 5,823,150 5,823,150 － － 5,823,150 

2. 資本剰余金 6,699,017 6,698,409 △607 △0.0  6,699,019 

3. 利益剰余金 8,306,525 7,498,213 △808,311 △9.7  8,414,617 

4. 自己株式 △636,998 △756,804 △119,805 18.8 △639,520 

  株主資本合計 20,191,694 19,262,969 △928,725 △4.6 20,297,266 

Ⅱ 評価・換算差額等      

1. その他有価証券評価差

額金 
24,977 11,856 △13,120 △52.5 22,624 

2. 土地再評価差額金 △1,942 △1,942 － － △1,942 

3. 為替換算調整勘定 △67,136 △99,481 △32,344 48.2 △71,312 

  評価・換算差額等合計 △44,101 △89,566 △45,465 103.1 △50,630 

Ⅲ 新株予約権 8,338 24,811 16,472 197.5  12,508 

Ⅳ 少数株主持分 1,271,293 1,224,487 △46,805 △3.7 1,253,440 

純資産合計 21,427,225 20,422,702 △1,004,523 △4.7 21,512,584 

負債・純資産合計 25,528,605 23,545,168 △1,983,436 △7.8 25,620,981 
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（２）（要約）四半期連結損益計算書    
        （単位：千円、％） 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

（平成19年12月期 （平成20年12月期 

第３四半期末） 第３四半期末） 

増 減 
(平成19年12月期） 科  目 

金   額 金   額 金 額 増減率 金   額 

Ⅰ 売上高 9,112,347 9,100,759 △11,587 △0.1 12,047,903 

Ⅱ 売上原価 5,187,693 5,865,138 677,445 13.1 7,251,868 

 売上総利益 3,924,654 3,235,621 △689,032 △17.6 4,796,035 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,244,872 1,969,968 △274,904 △12.3  2,909,345 

 営業利益 1,679,781 1,265,652 △414,128 △24.7 1,886,689 

Ⅳ 営業外収益 138,601 98,519 △40,081 △28.9 179,283 

Ⅴ 営業外費用 64,783 171,797 107,014 165.2 90,279 

  経常利益 1,753,599 1,192,374 △561,225 △32.0 1,975,693 

Ⅵ 特別利益 28,361 602 △27,759 △97.9 38,555 

Ⅶ 特別損失 29,452 496,134 466,682 1,584.5 149,166 

 
税金等調整前四半期(当

期)純利益 
1,752,508 696,842 △1,055,666 △60.2 1,865,081 

 
法人税、住民税及び事業

税 
811,489 405,083 △406,405 △50.1 607,748 

 
過年度法人税、住民税及

び事業税 
－ － － － 109,702 

 法人税等調整額 － － － － 99,146 

 
少数株主利益又は 

少数株主損失（△） 
57,422 △23,167 △80,590 △140.4 56,796 

 四半期(当期)純利益 883,596 314,926 △568,669 △64.4 991,687 
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（３）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 
 

前第３四半期（自平成 19年１月１日 至平成 19年９月 30日）                   （単位：千円） 

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 

平成18年12月31日 残高 5,823,150 6,698,985 7,785,158 △293,586 20,013,708 

当第３四半期中の変動額           

剰余金の配当     △368,374   △368,374 

当第３四半期純利益     883,596   883,596 

自己株式の取得       △343,779 △343,779 

自己株式の処分   31   366 398 

連結子会社の合併に伴う増加   6,144  6,144 

株主資本以外の項目の当第３四半期中
の変動額（純額） 

          

当第３四半期中の変動額合計          － 31 521,366 △343,412 177,986 

平成19年９月30日 残高 5,823,150 6,699,017 8,306,525 △636,998 20,191,694 

 
 
 

評価・換算差額等 

  そ の 他有
価 証 券評
価差額金 

土地再評
価差額金 

為替 換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年12月31日 残高 30,287 △1,942 △55,836 △27,491 － 1,213,987 21,200,203 

当第３四半期中の変動額        

剰余金の配当       △368,374 

当第３四半期純利益       883,596 

自己株式の取得       △343,779 

自己株式の処分       398 

連結子会社の合併に伴う増加       6,144 

株主資本以外の項目の当第３四半期
中の変動額（純額） 

△5,309 － △11,299 △16,609 8,338 57,305 49,034 

当第３四半期中の変動額合計 △5,309 － △11,299 △16,609 8,338 57,305 227,021 

平成19年９月30日 残高 24,977 △1,942 △67,136 △44,101 8,338 1,271,293 21,427,225 
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当第３四半期（自平成 20年１月１日 至平成 20年９月 30日）                   （単位：千円） 
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 

平成19年12月31日 残高 5,823,150 6,699,019 8,414,617 △639,520 20,297,266 

当第３四半期中の変動額           

剰余金の配当     △606,355   △606,355 

当第３四半期純利益     314,926   314,926 

自己株式の取得         △743,025 △743,025 

自己株式の処分  △24  182 157 

自己株式の消却  △618 △624,940 625,559 － 

自己株式処分差損の振替  33 △33  － 

株主資本以外の項目の当第３四半期中
の変動額（純額） 

          

当第３四半期中の変動額合計          － △609 △916,403 △117,283 △1,034,297 

平成20年９月30日 残高 5,823,150 6,698,409 7,498,213 △756,804 19,262,969 

 
 
 

評価・換算差額等 

  そ の 他有
価 証 券評
価差額金 

土地再評
価差額金 

為替 換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成19年12月31日 残高 22,624 △1,942 △71,312 △50,630 12,508 1,253,440 21,512,584 

当第３四半期中の変動額        

剰余金の配当       △606,355 

当第３四半期純利益       314,926 

自己株式の取得       △743,025 

自己株式の処分       157 

自己株式の消却       － 

自己株式処分差損の振替       － 

株主資本以外の項目の当第３四半期
中の変動額（純額） 

△10,767 － △28,168 △38,936 12,303 △28,952 △55,585 

当第３四半期中の変動額合計 △10,767 － △28,168 △38,936 12,303 △28,952 △1,089,882 

平成20年９月30日 残高 11,856 △1,942 △99,481 △89,566 24,811 1,224,487 20,422,702 
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（参考）前連結会計年度（自平成 19年１月１日 至平成 19年 12月 31日）             （単位：千円） 

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 

平成18年12月31日 残高 5,823,150 6,698,985 7,785,158 △293,586 20,013,708 

連結会計年度中の変動額           

剰余金の配当     △368,374   △368,374 

当期純利益     991,687   991,687 

自己株式の取得       △345,934 △345,934 

自己株式の処分   33    33 

連結子会社の合併に伴う増加   6,144  6,144 

株主資本以外の項目の連結会計年度の
変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計          － 33 629,458 △345,934 283,558 

平成19年12月31日 残高 5,823,150 6,699,019 8,414,617 △639,520 20,297,266 

 
 
 

評価・換算差額等 

  そ の 他有
価 証 券評
価差額金 

土 地再評
価差額金 

為替 換算
調整勘定 

評価・換算
差 額 等 合
計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年12月31日 残高 30,287 △1,942 △55,836 △27,491 － 1,213,987 21,200,203 

連結会計年度中の変動額        

剰余金の配当       △368,374 

当期純利益       991,687 

自己株式の取得       △345,934 

自己株式の処分       33 

連結子会社の合併に伴う増加       6,144 

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額） 

△7,662 － △15,476 △23,138 12,508 39,453 28,822 

連結会計年度中の変動額合計 △7,662 － △15,476 △23,138 12,508 39,453 312,381 

平成19年12月31日 残高 22,624 △1,942 △71,312 △50,630 12,508 1,253,440 21,512,584 
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（4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  

前年同四半期 

（平成19年12月期 

第３四半期） 

当四半期 

（平成20年12月期 

第３四半期） 

（参考）前期 

（平成19年12月期） 

区分 金額 金額 金額 

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 1,752,508 696,842 1,865,081 

減価償却費 246,743 183,259 329,506 

のれん償却額 － △1,069 － 

貸倒引当金の増（△減）額 △3,671 5,454 △ 1,092 

賞与引当金の増（△減）額 63,661 87,830 △70,263 

返品引当金の増（△減）額 △53,643 △103,991 62,380 

退職給付引当金の増（△減）額 △2,776 105,123 △1,038 

役員退職慰労引当金の増（△減）額 △416,800 － △ 416,800 

受取利息及び受取配当金 △112,648 △74,246 △ 153,142 

支払利息 5,817 2,741 6,953 

為替差損（△益） 31,293 190,263 90,741 

固定資産売却損 2,800 367 3,088 

固定資産売却益 △4,165 △602 △ 5,396 

固定資産除却損 15,663 59,522 81,997 

固定資産評価損 － － 597 

投資有価証券売却益 － － △ 3,999 

投資有価証券評価損 － 3,821 42,404 

組合持分損（△益） △785 2,284 2,708 

売上債権の減（△増）額 1,196,072 388,825 893,063 

たな卸資産の減（△増）額 △930,684 △655,433 △ 1,244,455 

仕入債務の増（△減）額 △215,621 △127,180 △ 92,146 

未払消費税等の増（△減）額 70,571 △186,742 77,368 

その他の増（△減）額 782,190 △361,370 925,320 

小計 2,426,528 215,700 2,392,876 

利息及び配当金の受取額 105,122 100,086 122,864 

利息の支払額 △5,844 △2,473 △ 6,980 

法人税等の支払額 △628,203 △762,574 △ 610,595 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,897,602 △449,261 1,898,164 
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（単位：千円） 

  

前年同四半期 

（平成19年12月期 

第３四半期） 

当四半期 

（平成20年12月期 

第３四半期） 

（参考）前期 

（平成19年12月期） 

区分 金額 金額 金額 

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 △9,500,000 △5,300,000 △ 9,820,032 

定期預金の払戻による収入 9,000,000 8,685,408 8,000,000 

有価証券の取得による支出 － △6,700,000 △10,000,000 

有価証券の売却による収入 － 8,500,000 10,000,000 

有形固定資産の取得による支出 △451,276 △171,093 △ 483,022 

有形固定資産の売却による収入 23,329 1,612 24,423 

有形固定資産の除却に伴う支出 △13,182 △48,070 △ 3,712 

無形固定資産の取得による支出 △36,034 △29,532 △ 53,134 

投資有価証券の取得による支出 △450 △453 △ 604 

投資有価証券の売却による収入 － － 4,000 

関係会社株式の取得による支出 － △5,000 △ 15,000 

敷金保証金の預入による支出 △588,008 △190,714 △ 591,990 

敷金保証金の返還による収入 18,996 80,530 97,223 

その他投資の増加による支出 － △52,839 △ 4,935 

その他投資の減少による収入 6,113 31,159 5,800 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,540,512 4,801,006 △ 2,840,983 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出 △400,000 △145,000 △ 440,000 

セールアンドリースバックによる収入 997,561 － 997,561 

自己株式の売却による収入  398 157 405 

自己株式の取得による支出 △343,779 △743,025 △ 346,306 

配当金の支払額 △366,612 △603,102 △ 367,119 

財務活動によるキャッシュ・フロー △112,432 △1,490,970 △ 155,458 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差

額 
△26,843 △78,678 △32,589 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増（△減）額 217,814 2,782,095 △ 1,130,868 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 4,337,398 3,232,765 4,337,398 

Ⅶ 非連結子会社の合併による現金及

び現金同等物の増加額 
26,234 － 26,234 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 4,581,448 6,014,861 3,232,765 
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（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 

 

 
１．事業区分については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点から「ゲーム事業」、「オンラインゲーム事業」、「モバ

イルコンテンツ事業」、「業務用機器・ソフト事業」、「ライツ事業」及び「アミューズメント施設運営事業」の６分類に

区分しておりましたが、事業の実態を反映したより適正なセグメントとすべく、当第1四半期連結会計期間より「ゲー

ム事業」、「マルチコンテンツ事業」、「ＳＰ事業」、「ライツ事業」及び「アミューズメント施設運営事業」の５分類に区

分変更しております。 
 

 
 
 
 

前四半期（平成19年12月期第３四半期）  （単位：千円） 

  ゲーム事業 
オンライン
ゲーム事業 

モバイル 
コンテンツ
事業 

業務用機器・
ソフト事業 

ライツ事業 
アミューズ
メント施設
運営事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高 3,177,132 587,503 686,886 1,105,692 103,190 3,451,941 9,112,347 － 9,112,347 

営業費用 2,456,668 207,813 468,647 521,728 55,249 3,166,464 6,876,572 555,993 7,432,566 

営業利益 720,464 379,689 218,238 583,964 47,940 285,477 2,235,774 （555,993）1,679,781 

当四半期（平成20年12月期第３四半期）  （単位：千円） 

  ゲーム事業 
マルチコンテ
ンツ事業 

ＳＰ事業 ライツ事業 
アミューズメ
ント施設運営
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高 4,451,049 1,205,656 261,668 85,128 3,097,256 9,100,759 － 9,100,759 

営業費用 3,272,949 784,680 203,564 56,141 3,041,400 7,358,736 476,370 7,835,107 

営業利益 1,178,100 420,976 58,104 28,987 55,855 1,742,023 （476,370）1,265,652 

（参考）前期（平成19年12月期）  （単位：千円） 

  ゲーム事業 
オンライン
ゲーム事業 

モバイル 
コンテンツ
事業 

業務用機器・
ソフト事業 

ライツ事業 
アミューズ
メント施設
運営事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高 4,439,903 642,961 900,983 1,373,993 161,900 4,528,162 12,047,903 － 12,047,903 

営業費用 3,591,919 289,339 645,370 643,797 89,880 4,211,402 9,471,708 689,504 10,161,213 

営業利益 847,984 353,622 255,612 730,196 72,019 316,759 2,576,194 （689,504） 1,886,689 
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〔所在地別セグメント情報〕 

 

前四半期（平成19年12月期第３四半期） （単位：千円） 

  日本 北米 計 消去又は全社 連結 

売上高 8,596,278 1,893,504 10,489,782 （1,377,434） 9,112,347 

営業費用 6,206,050 1,985,015 8,191,065 （758,498） 7,432,566 

営業利益 2,390,228 △91,510 2,298,717 （618,935） 1,679,781 

 

 

当四半期（平成20年12月期第３四半期） （単位：千円） 

  日本 北米 計 消去又は全社 連結 

売上高 8,612,139 915,805 9,527,944 （427,184） 9,100,759 

営業費用 6,735,336 1,051,198 7,786,535 48,571  7,835,107 

営業利益 1,876,802 △135,393 1,741,408 （475,756） 1,265,652 

 
 

（参考）前期（平成19年12月期） （単位：千円） 

  日本 北米 計 消去又は全社 連結 

売上高 11,209,270 2,472,287 13,681,558 （1,633,654） 12,047,903 

営業費用 8,555,427 2,612,610 11,168,038 （1,006,824） 10,161,213 

営業利益 2,653,843 △140,323 2,513,520 （626,830） 1,886,689 
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〔海外売上高〕 

 

前四半期（平成19年12月期第３四半期） （単位：千円） 

  北米 その他 計 

海外売上高 1,412,571 938,704 2,531,276 

連結売上高 － － 9,112,347 

海外売上高の連結売上に占める割合(％) 15.5 10.3 25.8 

 

 

当四半期（平成20年12月期第３四半期） （単位：千円） 

  北米 その他 計 

海外売上高 2,192,928 1,368,508 3,561,437 

連結売上高 － － 9,100,759 

海外売上高の連結売上に占める割合(％) 24.1 15.0 39.1 

 
 

（参考）前期（平成19年12月期） （単位：千円） 

  北米 その他 計 

海外売上高 2,515,953 966,604 3,482,557 

連結売上高 － － 12,047,903 

海外売上高の連結売上に占める割合(％) 20.9 8.0 28.9 

 
 




