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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(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3月期第3四半期 14,247 ― 2,876 ― 2,813 ― 1,545 ―

20年3月期第3四半期 12,988 17.3 2,281 33.5 2,285 30.9 2,847 48.0

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3月期第3四半期 80.46 ―

20年3月期第3四半期 148.22 ―

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3月期第3四半期 12,978 9,398 72.4 489.18
20年3月期 10,181 7,850 77.1 408.58

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,398百万円 20年3月期  7,850百万円

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3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 27.00 27.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 20,000 14.8 3,000 10.4 3,000 13.0 1,700 △41.4 88.48

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、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。  

(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、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。  

(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. 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報およ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。 
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。なお、当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から
平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等
の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用して
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  19,214,000株 20年3月期  19,214,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  423株 20年3月期  407株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  19,213,589株 20年3月期第3四半期  19,213,660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 

 当第３四半期（３ヶ月）は、米国での金融機関の破綻をきっかけに世界規模で金融の信用リスク

が高まり、その影響が実体経済の悪化を招くという負の連鎖に直面しております。国内経済も輸出

企業を中心に業績が急速に悪化し、今後は雇用の悪化さらには個人消費の低迷が懸念されておりま

す。 

一方当社の属するエンタテインメント産業の第３四半期業績は、現在のところ直接には景気減速

の影響を受けておらず、据え置き型・携帯型ゲーム機の販売が依然として好調に推移いたしました。

また各種家庭用ゲーム機に対応したゲームソフトの販売も堅調に推移いたしました。 

 当社グループ（当社及び当社子会社）の第３四半期は、ネットワーク・コンテンツ関連事業では

主に「iモード」「EZweb」「Yahoo!ケータイ」向けへのゲームコンテンツ配信のダウンロード数が

伸び悩む一方で、新規発売ソフトの販売が好調に推移いたしました。またコンシューマ・コンテン

ツ関連事業では、前期末に発売したタイトルが継続的に売上を伸ばし、かつ人気シリーズの 新版

タイトルの販売が好調に推移いたしました。その結果、全体として売上は第２四半期と比べ増加い

たしました。 

 利益面では、新作タイトルの売上に伴う原価発生やテレビＣＭなどの広告販促費の増加があり、

全体としては費用増大となりましたが、売上の増加により利益は堅調に推移いたしました。 

 以上の結果、第３四半期連結会計期間（３ヶ月）の売上高は56億91百万円、営業利益は８億19百

万円、経常利益は７億39百万円、四半期純利益は２億18百万円となりました。 

 また、第３四半期連結累計期間（９ヶ月）の売上高は142億47百万円、営業利益は28億76百万円、

経常利益は28億13百万円、四半期純利益は15億45百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

①ネットワーク・コンテンツ関連事業 

 モバイル端末向けコンテンツの制作・販売・受託事業においては、「iモード」「EZweb」

「Yahoo!ケータイ」の主要３キャリア向けにゲーム及び音楽映像コンテンツの配信を行っておりま

す。 

当社の主力コンシューマ・タイトルである「桃太郎電鉄」シリーズのモバイル版や人気漫画を素

材にした「CROWS×WORST」、「着信☆あぷり♪」などのゲームコンテンツや、着信メロディサイト

「取り放題￥100」、着うたサイト「着信★うた♪」、着うたフルサイト「着信★うた♪フル」のモ

バイル向け音楽主力サイトについては、ダウンロード数の減少により第２四半期と比べて売上が伸

び悩んだものの、安定したユーザー層の支持に支えられ継続的に収益を確保いたしました。一方、

昨年12月に発売したWii向けソフト「カラオケJOYSOUND Wii」は、クリスマスや年末年始を照準に発

売したこともあり、自宅に居ながら本格的にカラオケが楽しめるWiiの 新ソフトとして人気を博し、

好調な売上となりました。さらに、当社の保有する音楽原盤も、第２四半期に発売したアルバムが

第３四半期も継続的に売上を伸ばし順調に推移いたしました。また、新規事業である「iPhone」

「iPod touch」向けコンテンツ配信については、第３四半期も５コンテンツを配信し、今後も引き

続き配信を進めてまいります。 

 以上の結果、当事業部門の第３四半期連結会計期間（３ヶ月）の売上高は24億37百万円、営業利

益は1億89百万円となりました。 

 また、当事業部門の第３四半期連結累計期間（９ヶ月）の売上高は60億55百万円、営業利益は10

億77百万円となりました。 

 

②コンシューマ・コンテンツ関連事業 

 自社ブランドによる家庭用ゲーム機向けコンテンツの制作・販売事業においては、当期首より制

作を進めてまいりましたニンテンドーDS「桃太郎電鉄20周年」を昨年12月に発売いたしました。本

作は人気シリーズの 新作であり、かつテレビＣＭの投入など大規模な宣伝効果もあって当初の想

定通りの販売を達成し、当期間の売上に大きく貢献いたしました。「桃太郎電鉄」シリーズ20周年

の集大成として初のオンライン対戦などの新要素を満載した本作は、当四半期以降も継続的な販売

を見込んでおります。その他のタイトルとしては、Wii向け「DECA SPORTA（デカスポルタ） Wiiで

スポーツ“10”種目！」が北米では「DECA SPORTS」、欧州では「SPORTS ISLAND」という名称で販

売展開を行い、第２四半期に引き続いて好調に推移いたしました。本タイトルはワールドワイドに
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販売展開した結果、昨年３月の発売以来12月末で160万本の売上を達成し、当社の収益に貢献してお

ります。 

ダウンロードビジネスとしては、米国の100％子会社Hudson Entertainment,Inc．が展開をしてい

るXbox360向けの「Bomberman Live」が第３四半期も引き続き堅調に推移いたしました。またWii向

けのダウンロードサービスであるバーチャルコンソール、Wiiウェアが継続的に収益を獲得しており

ます。 

 RSD事業（受託制作）においても、人気シリーズコンテンツが好調で、収益に貢献いたしました。 

 以上の結果、当事業部門の第３四半期連結会計期間（３ヶ月）の売上高は32億39百万円、営業利

益は9億21百万円となりました。 

また、当事業部門の第３四半期連結累計期間（９ヶ月）の売上高は81億35百万円、営業利益は26億

32百万円となりました。 

 

③その他事業 

 その他事業におきましては、他社からのデバッグ受託業務が大半を占めております。 

当事業での第３四半期連結会計期間（３ヶ月）の売上高は14百万円、営業損失は6百万円となりま

した。 

 また、第３四半期連結累計期間（９ヶ月）の売上高は56百万円、営業損失は８百万円となりまし

た。 

 

※平成21年３月期第１四半期および第２四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、

平成21年３月期第１四半期決算短信（平成20年７月30日開示）、平成21年３月期第２四半期決算短

信（平成20年10月31日開示）を参照願います。 
 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 第３四半期連結会計期間末における総資産は129億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億

96百万円の増加となりました。主な要因としては、現金及び預金の増加２億59百万円、売掛金の増

加16億25百万円、仕掛品などたな卸資産の増加８億88百万円によるものです。また純資産は93億98

百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億48百万円の増加となりました。主な要因としては、利

益剰余金の増加15億45百万円によるものです。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年３月期決算発表時において公表した連結業績予想から変更はありません。 

 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、為替変

動等の潜在的なリスクや不確実性が含まれております。この影響のため、実際の業績が記載の見

通しとは異なる可能性があります。 

 

 

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 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の金額を期間按分して算

出する方法によっております。 

 

② 法人税等及び繰延税金資産の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降の経営環境等や一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、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・プラニングを利用して算出する方法によっております。 
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(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 当連結会計年度より「四半期連結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条）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。なお、

当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結

会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）より、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第

７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期適用しております。 

 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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

計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）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、この変更による営業利益、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軽微で

あります。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,108,855 3,849,076

売掛金 4,900,912 3,275,005

商品及び製品 28,492 20,102

コンテンツ 238,832 20,838

原材料及び貯蔵品 199,327 26,162

仕掛品 1,598,514 1,109,208

その他 1,156,077 945,966

貸倒引当金 △12,334 △14,655

流動資産合計 12,218,676 9,231,704

固定資産   

有形固定資産 293,610 352,841

無形固定資産 81,148 102,549

投資その他の資産 566,171 672,235

貸倒引当金 △181,251 △177,468

投資その他の資産合計 384,920 494,767

固定資産合計 759,678 950,157

資産合計 12,978,355 10,181,862

負債の部   

流動負債   

買掛金 333,312 54,187

未払金 1,315,495 1,264,469

未払法人税等 1,108,590 197,983

賞与引当金 167,000 －

その他 125,402 305,838

流動負債合計 3,049,800 1,822,479

固定負債   

退職給付引当金 529,724 508,896

その他 － 220

固定負債合計 529,724 509,116

負債合計 3,579,524 2,331,596
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,064,276 5,064,276

資本剰余金 3,656,643 3,656,643

利益剰余金 741,767 △804,079

自己株式 △381 △363

株主資本合計 9,462,305 7,916,475

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 － △748

為替換算調整勘定 △63,474 △65,460

評価・換算差額等合計 △63,474 △66,209

純資産合計 9,398,830 7,850,266

負債純資産合計 12,978,355 10,181,862
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 14,247,449

売上原価 8,011,365

売上総利益 6,236,083

販売費及び一般管理費 3,359,807

営業利益 2,876,276

営業外収益  

受取利息 500

賃貸料収入 14,029

持分法による投資利益 10,219

その他 7,954

営業外収益合計 32,704

営業外費用  

為替差損 92,856

その他 2,577

営業外費用合計 95,434

経常利益 2,813,546

特別利益  

固定資産売却益 258

その他 350

特別利益合計 608

特別損失  

固定資産除却損 1,918

貸倒引当金繰入額 1,462

特別損失合計 3,380

税金等調整前四半期純利益 2,810,775

法人税、住民税及び事業税 1,282,267

法人税等調整額 △17,339

法人税等合計 1,264,927

四半期純利益 1,545,847
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,691,673

売上原価 3,507,270

売上総利益 2,184,402

販売費及び一般管理費 1,364,507

営業利益 819,895

営業外収益  

受取利息 37

賃貸料収入 4,303

持分法による投資利益 3,929

その他 3,289

営業外収益合計 11,559

営業外費用  

為替差損 90,846

その他 690

営業外費用合計 91,537

経常利益 739,918

特別利益  

固定資産売却益 258

貸倒引当金戻入額 △2,306

特別利益合計 △2,047

特別損失  

固定資産除却損 1,797

貸倒引当金繰入額 1,462

特別損失合計 3,259

税金等調整前四半期純利益 734,610

法人税、住民税及び事業税 541,000

法人税等調整額 △25,318

法人税等合計 515,681

四半期純利益 218,929
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 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。なお、当第２四半期連結累計

期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで）より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を

改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きによ

り、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 

ネットワー
ク・コンテン
ツ関連事業 

(千円) 

コンシュー
マ・コンテン
ツ関連事業

(千円) 

 その他事業

(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 2,437,949 3,239,697 14,027 5,691,673 －  5,691,673

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  － － － （－） － 

計 2,437,949 3,239,697 14,027 5,691,673 （－） 5,691,673

営業利益（△営業損失） 189,691 921,038 △6,463 1,104,266 （284,371） 819,895

 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 

ネットワー
ク・コンテン
ツ関連事業 

(千円) 

コンシュー
マ・コンテン
ツ関連事業

(千円) 

その他事業

(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 6,055,453 8,135,726 56,269 14,247,449 －  14,247,449

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  － － － （－） － 

計 6,055,453 8,135,726 56,269 14,247,449 （－） 14,247,449

営業利益（△営業損失） 1,077,631 2,632,518 △8,226 3,701,923 （825,647） 2,876,276

(注) 1. 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   2. 各事業の主な製品 

(1) ネットワーク・コンテンツ関連事業…… ①携帯電話等のモバイル端末向けエンタテインメント・コン
テンツの制作・販売・受託等 

②インターネット上でのオンラインゲーム等のエンタテイン
メント・コンテンツの制作・販売・受託等 

(2) コンシューマ・コンテンツ関連事業…… ①自社ブランドによる家庭用ゲームソフト及び周辺機器 
の制作・販売、玩具等の制作・販売、版権許諾等 

②他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等 
③ 新テクノロジーの研究・技術開発（Ｒ＆Ｄ）事業、 
家庭用ゲーム機向け開発支援システム・ツール、半導体等
の開発・販売等 

(3) その他事業………………………………… 上記事業に属さない製・商品の開発・販売、版権許諾等 
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【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

全セグメントの売上高に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

全セグメントの売上高に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 625,098 367,866 1,305 44 994,314

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  5,691,673

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

11.0 6.5 0.0 0.0 17.5

 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,401,014 1,087,850 5,227 238 3,494,330

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  14,247,449

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

16.9 7.6 0.0 0.0 24.5

(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主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1) 北米……アメリカ合衆国 

(2) 欧州……ドイツ連邦共和国、フランス共和国、イタリア共和国、ギリシャ共和国、グレートブリテン

及び北アイルランド連合王国（イギリス）、オランダ王国 

(3) アジア…台湾、シンガポール共和国 

(4) その他…イスラエル国 

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。 

 

 

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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（参考資料） 

前年同四半期にかかる財務諸表 

1. 第３四半期連結損益計算書 

 

前第３四半期間 

自平成19年４月１日 

至平成19年12月31日 

区分 金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ 売上高 12,988,921 100.0

Ⅱ 売上原価 6,877,474 53.0

   売上総利益 6,111,447 47.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,829,507 29.5

    営業利益 2,281,939 17.5

Ⅳ 営業外収益 

 1.受取利息 1,571

 2.賃貸料収入 12,769

 3.保険解約返戻金 10,193

 4.持分法による投資利益 2,486

 5.その他 5,941

   営業外収益合計 32,961 0.3

Ⅴ 営業外費用 

 1.為替差損 1,317

 2.リース解約損失 1,860

 3.本社移転費用 24,528

 4.その他 2,085

   営業外費用合計 29,791 0.2

   経常利益 2,285,109 17.6

Ⅵ 特別利益 

 1.固定資産売却益 669

 2.貸倒引当金戻入益 48,364

 3.和解金 140,000

 4.その他 1,810

   特別利益合計 190,845 1.4

Ⅶ 特別損失 

 1.固定資産除却損 55,212

   特別損失合計 55,212 0.4

  税金等調整前 

四半期純利益 
2,420,742 18.6

   法人税、住民税 

及び事業税 
7,430 0.1

   法人税等調整額 △434,610 △3.4

  四半期純利益 2,847,922 21.9
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2.セグメント情報 

(1) 事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(自 平成19年 4月 1日 至 平成19年12月31日) 

 

ネットワーク
・コンテンツ
関連事業 
（千円） 

コンシューマ
・コンテンツ
関連事業 
（千円） 

その他事業
（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 5,933,108 6,985,993 69,819 12,988,921 －  12,988,921

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 － － － － －  －

計 5,933,108 6,985,993 69,819 12,988,921 －  12,988,921

  営業費用 4,978,210 4,860,317 62,365 9,900,893 806,088  10,706,981

  営業利益 954,898 2,125,676 7,453 3,088,028 （806,088） 2,281,939

 (注)1. 事業区分の方法 

     事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   2. 各事業の主な製品 

(1) ネットワーク・コンテンツ関連事業…… ①携帯電話等のモバイル端末向けエンタテインメント・コン
テンツの制作・販売・受託等 

②インターネット上でのオンラインゲーム等のエンタテイン
メント・コンテンツの制作・販売・受託等 

(2) コンシューマ・コンテンツ関連事業…… ①自社ブランドによる家庭用ゲームソフト及び周辺機器 
の制作・販売、玩具等の制作・販売、版権許諾等 

②他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等 
③ 新テクノロジーの研究・技術開発（Ｒ＆Ｄ）事業、 
家庭用ゲーム機向け開発支援システム・ツール、半導体等
の開発・販売等 

(3) その他事業………………………………… 上記事業に属さない製・商品の開発・販売、版権許諾等 

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の主なものは、当社の総務部門等管理

部門にかかる費用であります。 
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（2） 所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(自 平成19年 4月 1日 至 平成19年12月31日) 

全セグメントの売上高に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

 

（3） 海外売上高 

 前第３四半期連結会計期間(自 平成19年 4月 1日 至 平成19年12月31日) 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,634,721 166,689 12,744 1,829 1,815,984 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 12,988,921 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
12.6 1.3 0.1 0.0  14.0 

(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主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1） 北米……アメリカ合衆国 

(2)  欧州……ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北ア

イルランド連合王国（イギリス・アイルランド） 

(3)  アジア…中華人民共和国、大韓民国、台湾、シンガポール共和国 

(4)  その他…オーストラリア連邦、イスラエル国 

3.海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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