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1.  平成21年7月期第1四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成20年10月31日） 

（注）平成19年７月期は決算期変更に伴い４ヶ月の変則決算のため、平成20年７月期は前年同期との比較を行っておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年7月期第1四半期 6,441 ― 362 ― 309 ― 59 ―

20年7月期第1四半期 4,857 ― 362 ― 518 ― 517 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年7月期第1四半期 4.28 ―

20年7月期第1四半期 36.92 ―

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

21年7月期第1四半期 18,945 11,406 59.2 800.37
20年7月期 21,013 11,354 53.4 799.79

（参考） 自己資本   21年7月期第1四半期  11,219百万円 20年7月期  11,210百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年7月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年7月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7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前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 11,584 15.4 541 6.7 528 △23.9 151 △69.2 10.77
通期 23,733 1.8 1,040 △25.8 1,020 △37.7 100 △83.0 7.13

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績の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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年7月期第1四半期  14,017,783株 20年7月期  14,017,783株

② 期末自己株式数 21年7月期第1四半期  315株 20年7月期  315株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第1四半期  14,017,468株 20年7月期第1四半期  14,017,548株



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 

 当社グループは、平成20年９月に新たな中期経営計画を策定し、平成23年７月期までの今後３年間においてア

ミューズメント関連の資産を圧縮し、コンテンツ関連分野に積極投資を行うことにより、資産効率を重視した経

営スタイルへと大幅な業態転換を図ることを目指しております。そのため、当第１四半期連結会計期間では、主

として既存事業の再構築、高効率事業への経営資源の再配分、世界に通用するIP（Intellectual Property：知的

財産）の開発に重点的に取り組んでおります。特に既存事業につきましては、家庭用ゲーム関連事業を重点投資

分野と位置づけ、当社グループの牽引役としてクオリティの高い「アトラスIP」を世界へ配信すべく、コンテン

ツ開発体制の強化、コンテンツマルチユースの促進などを推し進めております。また、厳しい環境下にあります

業務用ゲーム関連事業ならびにアミューズメント施設関連事業につきましては、構造改革分野と位置づけ、生産

性・経営効率の徹底的な見直し、在庫の圧縮等に取り組んでおります。 

 当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、主に家庭用ゲーム関連事業において、国内新作ゲームソフ

ト「デビルサマナー葛葉ライドウVSアバドン王」（PS２）が当初計画を上回る販売本数を達成したこと、および

連結子会社の株式会社シーアンドシーメディアが運営するオンラインゲームが好調であったことから、売上高は

64億41百万円となりました。 

 損益面につきましては、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）の適用に伴い、厳格な

基準設定を行い継続的に運用することとし、業務用ゲーム関連事業において当第１四半期連結会計期間末に保

有していた棚卸資産の簿価切下げを行いました。そのため、簿価切下額２億83百万円を売上原価に計上しました

が、利益率の高い家庭用ゲーム関連事業が順調であったことから、営業利益は３億62百万円、経常利益３億９百

万円となりました。 

 当四半期純損益につきましては、株式市場の急激な悪化に伴う投資有価証券評価損など１億42百万円の特別損

失を計上し、四半期純利益は59百万円となりました。  

  

事業の種類別セグメントの概況  

（家庭用ゲーム関連事業） 

 当分野のパッケージソフト事業につきましては、国内市場では新作ゲームソフトとして「デビルサマナー葛葉

ライドウVSアバドン王」（PS２）を発売し、順調な販売実績をあげました。北米市場では、「ユグドラユニオ

ン」（PS２）や「スペクトラルフォース３」（XBOX360）等を発売し比較的堅調に推移しました。オンラインゲー

ム事業では、連結子会社の株式会社シーアンドシーメディアが展開するオンラインゲーム「パーフェクト ワール

ド －完美世界－」および「夢世界 －武林外伝－」のパブリッシング事業が引き続き好調に推移し、売上高およ

び利益面に大きく寄与する結果となりました。 

 この結果、当分野の売上高は33億99百万円、営業利益８億８百万円となりました。 

  

（業務用ゲーム関連事業） 

 当分野につきましては、アミューズメント施設関連市場が低迷を続けているなか、カードゲーム事業はノウハ

ウ蓄積と販売プロモーションが奏功し、前年を上回る売上を確保しております。しかしながら、主力商品である

プライズ機等の販売が苦戦を強いられております。そのため、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号）の適用に伴い設定した厳格な評価基準により、当第１四半期連結会計期間末に保有していた棚卸資

産について簿価切下げを行い、簿価切下額２億83百万円を売上原価に計上しました。 

 この結果、当分野の売上高は６億23百万円、営業損失は４億71百万円となりました。  

  

（アミューズメント施設関連事業） 

 当分野につきましては、市場全体が低迷を続けており、当社グループにおきましてもロードサイド型単独店を

中心に既存店売上高前年対比が約90%となり、大変苦戦を強いられております。また、集客に寄与する新ゲーム機

器の発売も少なく、新規顧客の創出には至りませんでした。このような状況から、運営コストの見直しなど収益

確保に努めております。 

 この結果、当分野の売上高は24億37百万円、営業利益２億16百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの概況 

（日本） 

 日本につきましては、家庭用ゲーム関連事業において、当社のパッケージソフト販売および、連結子会社の株

式会社シーアンドシーメディアが展開するオンラインゲームのパブリッシング事業が好調だったことから売上高

53億58百万円、営業利益５億12百万円となりました。 

  



（北米） 

 北米につきましては、家庭用ゲーム関連事業において、米国連結子会社のAtlus U.S.A.,Inc.のパッケージソフ

ト販売が堅調に推移し、売上高10億99百万円、営業利益61百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における総資産は18,945,037千円となり、前連結会計年度末に比べ2,068,030千円の

減少となりました。その主な要因は、現金及び預金が512,176千円、受取手形及び売掛金が652,954千円、短期貸

付金が851,440千円減少したことによるものです。 

 当第１四半期連結会計期間における負債合計は7,538,693千円となり、前連結会計年度末に比べ2,119,419千円

の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が1,469,274千円、短期借入金が200,000千円、賞与

引当金が173,861千円、長期借入金が240,500千円減少したことによるものです。 

 当第１四半期末における純資産は11,406,343千円となり、前連結会計年度末に比べ51,388千円の増加となりま

した。その主な要因は、その他有価証券評価差額金が31,457千円増加したことによるものです。 

 なお、自己資本比率は59.2％となりました。 

  
（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ512,176千円減少し、2,691,737千円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、74,828千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益198,072千

円、減価償却費431,475千円、売上債権の減少629,265千円等の資金獲得があったものの、仕入債務の減少

1,498,668千円等の資金の使用があったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は、30,357千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359,871千円、投資有価証券の取得による支出400,151千円等の資金の使用があったものの、貸付金の回収によ

る収入972,320千円等の資金獲得があったこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は、450,569千円となりました。これは、短期借入金の返済による支出200,000千

円、長期借入金の返済による支出180,500千円、配当金の支払額70,069千円の資金の使用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 

 業務用ゲーム関連事業において、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）の適用に伴う

利益の減少はありましたが、家庭用ゲーム関連事業における「デビルサマナー葛葉ライドウVSアバドン王」（PS

２）の販売が好調であったこと等から、全体といたしましては概ね予想の範囲内で推移しております。 

 なお、平成20年９月29日に発表いたしました平成21年７月期の連結業績予想（平成20年８月１日～平成21年７

月31日）からの変更はありません。 

  



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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理） 

①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められる場合には、前

連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっておりま

す。 

②連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去における簡便的な会計処理 

 連結会社相互間の債権と債務を相殺消去するにあたり、当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合に

は、合理的な範囲内で、当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去しております。 

 連結会社相互間の取引を相殺消去するにあたり、取引金額に差異がある場合で、当該差異の重要性が乏しい

ときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺消去をしております。 

③未実現損益の消去における簡便的な会計処理 

 連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産に含まれる四半期連結会計期間末における未実現損益の消

去にあたっては、前連結会計年度から取引状況に大きな変化がないと認められる場合には、前連結会計年度で

使用した損益率を使用しております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

  

（３）四半期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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日)

が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益は283,175千円、税金等調整前

四半期純利益は、294,611千円減少しております。  

③「リース取引に関する会計基準」の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,691,737 3,203,913

受取手形及び売掛金 3,659,241 4,312,196

有価証券 72,541 －

商品 222,191 235,634

製品 961,329 1,121,262

仕掛品 1,103,474 1,195,504

貯蔵品 120,841 133,070

短期貸付金 － 851,440

繰延税金資産 57,623 74,022

その他 515,556 522,878

貸倒引当金 △27,507 △27,950

流動資産合計 9,377,029 11,621,971

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,434,835 4,377,494

機械装置及び運搬具 19,439 12,899

工具、器具及び備品 7,782,421 7,610,983

土地 207,633 207,633

建設仮勘定 14,998 48,991

減価償却累計額 △7,981,079 △7,746,483

減損損失累計額 △356,317 △357,139

有形固定資産合計 4,121,932 4,154,379

無形固定資産   

のれん 791,420 844,230

その他 318,135 334,068

無形固定資産合計 1,109,556 1,178,299

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,145,817 3,178,351

その他 2,072,911 1,780,761

貸倒引当金 △882,209 △900,695

投資その他の資産合計 4,336,519 4,058,418

固定資産合計 9,568,008 9,391,096

資産合計 18,945,037 21,013,068



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,891,825 3,361,099

短期借入金 900,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 782,000 722,000

未払法人税等 77,873 123,186

賞与引当金 78,133 251,994

売上割戻引当金 147,903 74,066

その他 1,269,979 1,378,200

流動負債合計 5,147,714 7,010,548

固定負債   

長期借入金 1,751,000 1,991,500

役員退職慰労引当金 1,230 1,230

その他 638,749 654,835

固定負債合計 2,390,979 2,647,565

負債合計 7,538,693 9,658,113

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,450,002 8,450,002

資本剰余金 1,186,493 1,186,493

利益剰余金 2,060,124 2,065,835

自己株式 △205 △205

株主資本合計 11,696,414 11,702,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,654 △44,111

為替換算調整勘定 △464,548 △447,020

評価・換算差額等合計 △477,203 △491,132

新株予約権 21,320 －

少数株主持分 165,810 143,961

純資産合計 11,406,343 11,354,954

負債純資産合計 18,945,037 21,013,068



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 6,441,210

売上原価 4,701,395

売上総利益 1,739,814

販売費及び一般管理費 1,377,402

営業利益 362,412

営業外収益  

受取利息 16,322

受取配当金 3,570

その他 5,065

営業外収益合計 24,957

営業外費用  

支払利息 15,281

為替差損 48,054

その他 14,481

営業外費用合計 77,817

経常利益 309,553

特別利益  

投資有価証券売却益 20,718

賞与引当金戻入額 10,304

特別利益合計 31,022

特別損失  

固定資産除却損 16,846

たな卸資産評価損 11,436

投資有価証券評価損 113,602

その他 616

特別損失合計 142,502

税金等調整前四半期純利益 198,072

法人税、住民税及び事業税 102,399

法人税等調整額 13,895

法人税等合計 116,295

少数株主利益 21,849

四半期純利益 59,927



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 198,072

減価償却費 431,475

のれん償却額 52,809

貸倒引当金の増減額（△は減少） △263

賞与引当金の増減額（△は減少） △173,861

その他の引当金の増減額（△は減少） 78,733

受取利息及び受取配当金 △19,892

支払利息及び社債利息 15,281

たな卸資産評価損 11,436

投資有価証券売却損益（△は益） △20,718

投資有価証券評価損益（△は益） 113,602

固定資産売却損益（△は益） 616

固定資産除却損 16,846

売上債権の増減額（△は増加） 629,265

たな卸資産の増減額（△は増加） 261,830

仕入債務の増減額（△は減少） △1,498,668

未払消費税等の増減額（△は減少） 62,893

その他の資産の増減額（△は増加） 56,813

その他の負債の増減額（△は減少） △133,346

小計 82,929

利息及び配当金の受取額 24,065

利息の支払額 △14,573

法人税等の支払額 △167,249

営業活動によるキャッシュ・フロー △74,828

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △75,369

有形固定資産の取得による支出 △359,871

有形固定資産の売却による収入 11,550

無形固定資産の取得による支出 △26,527

投資有価証券の取得による支出 △400,151

投資有価証券の売却による収入 21,416

貸付けによる支出 △109,000

貸付金の回収による収入 972,320

その他の支出 △4,684

その他の収入 675

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,357



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △200,000

長期借入金の返済による支出 △180,500

その他の支出 △70,069

財務活動によるキャッシュ・フロー △450,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △512,176

現金及び現金同等物の期首残高 3,203,913

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,691,737



  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。  

  

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

  （注）事業区分の方法 

        事業の区分は、内部管理上採用している区分であり、具体的には下記のとおりであります。 

(1)家庭用ゲーム関連事業………家庭用ゲームソフトの開発・販売、オンラインゲームパブリッシング 

(2)業務用ゲーム関連事業………業務用ゲーム機器の開発・製造・販売 

(3)アミューズメント施設関連事業………アミューズメント施設の開発・運営 

  

  
家庭用ゲーム
関連事業 
（千円） 

業務用ゲーム
関連事業 
（千円） 

アミューズメ
ント施設関連

事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 3,399,955 604,202 2,437,052 6,441,210  － 6,441,210 

(2）

  

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 19,453 － 19,453 (19,453)  －

  計 3,399,955 623,656 2,437,052 6,460,663  (19,453) 6,441,210 

 営業利益（損失） 808,964 (471,276) 216,071 553,759 (191,347) 362,412 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

  （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

        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 

                 

  
日本

（千円） 
北米

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 5,343,349 1,097,860 6,441,210  － 6,441,210 

(2）

  

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
14,996 1,597 16,594 (16,594)  －

  計 5,358,345 1,099,458 6,457,804 (16,594) 6,441,210 

 営業利益 512,864 61,547 574,411 (211,999) 362,412 

〔海外売上高〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日） 

  （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．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。 

            (1)北 米………………米 国 

            (2)その他の地域………アジア、ヨーロッパ 

        ３．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。 

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 989,347 115,512 1,104,860 

Ⅱ 連結売上高（千円）     6,441,210 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
15.36 1.79 17.15 



  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  当社は、平成20年10月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、普通株式に係る配当を実施いたしました。こ

の結果、当第１四半期連結会計期間において利益剰余金が70,087千円減少し、当第１四半期連結会計期間末にお

いて利益剰余金が2,060,124千円となっております。 



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（自 平成19年８月１日  

  至 平成19年10月31日） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  4,857,969

Ⅱ 売上原価  3,487,390

売上総利益  1,370,579

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,008,230

営業利益  362,348

Ⅳ 営業外収益  188,139

Ⅴ 営業外費用  32,324

経常利益  518,163

Ⅵ 特別利益  74,403

Ⅶ 特別損失  10,230

税金等調整前四半期純利益  582,335

法人税、住民税及び事業税  12,716

少数株主利益  52,058

四半期純利益  517,560



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期

（自 平成19年８月１日  
   至 平成19年10月31日）  

区分 金額（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   582,335

減価償却費  423,288

のれん償却額  42,874

貸倒引当金の増減額(△は減少)  481

賞与引当金の増減額(△は減少)  79,457

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △95,850

受取利息及び受取配当金 △13,005

支払利息   12,507

持分法による投資損失   3,138

投資有価証券売却益  △4,403

匿名組合投資利益  △60,257

固定資産除却損   8,000

売上債権の増減額(△は増加)  366,944

たな卸資産の増減額(△は増加) △384,674

仕入債務の増減額(△は減少) △283,739

その他  △310,659

小計  366,440

利息及び配当金の受取額  12,946

利息の支払額  △7,794

法人税等の支払額  △15,706

営業活動によるキャッシュ・フロー  355,886

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出 △634,793

有形固定資産の売却による収入   30,421

無形固定資産の取得による支出  △43,448

投資有価証券の売却による収入   5,010

出資金の受取による収入  70,972

貸付による支出 △1,004

貸付金の回収による収入  12,697

その他   23,667

投資活動によるキャッシュ・フロー △536,477

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額  △1,530,000

長期借入れによる収入   1,710,000

長期借入金の返済による支出  △117,600

自己株式の取得による支出  △49

配当金の支払額  △90

財務活動によるキャッシュ・フロー  62,259

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △57,587

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） △175,918

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,965,934

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,790,015



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前年同四半期（自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日）

  

  
家庭用ゲーム
関連事業 

業務用ゲーム
関連事業 

アミューズメ
ント施設関連

事業 
計 消去又は全社 連結

売上高（千円）  1,508,622  819,976  2,534,490  4,863,090  (5,120)  4,857,969

営業費用（千円）  1,049,963  985,159  2,252,556  4,287,679  207,941  4,495,621

営業利益（損失）（千円）  458,659  (165,182)  281,934  575,410  (213,062)  362,348

〔所在地別セグメント情報〕 

前年同四半期（自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日） 

  

  日本 北米 その他の地域 計 消去又は全社 連結

売上高（千円）  4,032,889  910,763  36,072  4,979,725  (121,755)  4,857,969

営業費用（千円）  3,683,668  690,772  41,442  4,415,883  79,737  4,495,621

営業利益（損失）

（千円） 
 349,220  219,990  (5,369)  563,841  (201,492)  362,348
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