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1.  平成22年7月期第1四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成21年10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 ％

22年7月期第1四半期 4,449 △30.9 382 5.5 376 21.7 411 587.1
21年7月期第1四半期 6,441 ― 362 ― 309 ― 59 ―

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

22年7月期第1四半期 29.38 ―

21年7月期第1四半期 4.28 ―

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

22年7月期第1四半期 17,794 9,350 50.8 645.03
21年7月期 13,967 8,980 62.3 621.14

（参考） 自己資本   22年7月期第1四半期  9,041百万円 21年7月期  8,706百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年7月期 ―

22年7月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年7月期の連結業績予想（平成21年8月1日～平成22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

7,141 △36.0 389 △10.2 387 10.2 0 ― 0.02

通期 13,880 △27.9 1,202 105.2 1,200 132.1 606 ― 43.23



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）  有  

(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、５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） 

(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 

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、４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。 

新規 1社 （社名 株式会社ゴンゾロッソ ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年7月期第1四半期 14,017,783株 21年7月期  14,017,783株

② 期末自己株式数 22年7月期第1四半期  414株 21年7月期  414株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年7月期第1四半期 14,017,369株 21年7月期第1四半期 14,017,468株



当社グループは、平成22年７月期に取り組むべき課題として、強力なIP（Intellectual Property：知的財産）を

確立し、将来的に業界10位内メーカーとして安定したポジションを築くことを目標に、家庭用ゲーム関連事業への

重点注力および経営資源の重点投資を推し進めております。 

平成20年９月に策定した中期経営計画においては、平成23年７月期までの３ヵ年において、アミューズメント関

連資産を圧縮し、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まいりましたが、アミューズメント市場の急速な市況悪化もあり、計画よりも前倒

しで圧縮を進めました。 

その結果、主な事業の柱であった３事業（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）のうち、業務用ゲーム関連事業については平成21年３月末をもって事業廃止、アミューズメント施設

関連事業については平成21年12月１日付で新設分割による分社化及び株式譲渡（新設会社の86.0％）を行い、おお

よそアミューズメント関連資産については圧縮が完了いたしました。 

また、平成21年10月29日に発表いたしましたとおり、株式会社ゴンゾロッソの株式（54.6％）を取得し、子会社

化いたしました。 

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

は「真・女神転生 STRANGE JOURNEY」（DS）の１タイトルのみであったものの好調な販売実績をあげたこと、さら

に11月１日発売の「ペルソナ３ポータブル」（PSP）の出荷が10月であったため、当第１四半期連結会計期間での計

上となり、販売本数においても計画を大幅に上回ったことから、他事業の苦戦を補う形となりました。 

この結果、売上高44億49百万円（前年同期比30.9％減）、営業利益は３億82百万円（前年同期比5.5％増）、経常

利益は３億76百万円（前年同期比21.7％増）、四半期純利益は４億11百万円（前年同期比587.1％増）となりまし

た。 

  

当第１四半期連結会計期間の事業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「真・女神転生 STRANGE 

JOURNEY」（DS）を発売し、順調な販売実績をあげました。さらに11月１日発売の「ペルソナ３ポータブル」

（PSP）の出荷が10月であったため、当第１四半期連結会計期間での計上となり、販売本数においても計画を大幅に

上回ったことから、売上高、利益ともに大きく寄与いたしました。北米市場では、「Persona」(PSP)や「Demon's 

Soul」（PS3）等を発売し、市況は厳しいながらも堅調に推移いたしました。 

この結果、当分野の売上高は26億62百万円（前年同期比21.7％減）、営業利益４億31百万円（前年同期比46.7％

減）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、昨年の秋以降、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78.5％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17億98百万円（前年同期比26.2％減）、営業利益１億16百万円（前年同期比46.3％

減）となりました。 

なお、当事業におきましては、平成21年９月17日に発表いたしましたとおり、平成21年12月１日付けで新設分割

により分社化し、同日付けで新設会社の株式の86.0％を中小企業レジャー機構株式会社へ譲渡いたしました。 

  

当第１四半期連結会計期間の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が好調だったことから、売

上高39億７百万円（前年同期比27.1％減）、営業利益５億35百万円（前年同期比4.4％増）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５億48百万円（前年同期比50.1％減）、営業利益32百万円（前年同期比47.8％減）、

となりました。 

  

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



  

（１）財政状態 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ38億27百万円増加（前連結会計年度

末比27.4％増）し、177億94百万円となりました。主な要因としましては、アミューズメント施設関連事業の分

社化及び同社株式譲渡に係る入金があったこと（現金及び預金 39億72百万円 前連結会計年度末比13億22百万

円増）、家庭用ゲーム関連事業における新作ゲームソフトに係る売掛金が増加（25億86百万円 前連結会計年度

末比８億75百万円増）したこと等が挙げられます。 

また、負債合計は、前連結会計年度末に比べ34億56百万円増加（前連結会計年度末比69.3％増）し、84億44百

万円となりました。主な要因としましては、アミューズメント施設関連事業の分社化及び同社株式譲渡に係る前

受金の計上（28億69百万円 前連結会計年度末比28億30百万円増）、及び新規連結子会社である株式会社ゴンゾ

ロッソの短期借入金が加わったこと（３億54百万円 前連結会計年度末比３億44百万円増）等が挙げられます。

純資産は、為替換算調整勘定が減少（△５億92百万円 前連結会計年度末比56百万円減）しましたが、当期純

利益の計上（４億11百万円）による利益剰余金の増加（14百万円 前連結会計年度末比４億11百万円増）したこ

ともあり、前連結会計年度末に比し３億70百万円増加し93億50百万円となりました。 

 なお、自己資本比率は50.8％となっております。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、前年同期

比で12億80百万円増加の39億72百万円となりました。 

  なお、各キャッシュ・フローの状況及び要因等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） 

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して43百万円減少

し１億18百万円の資金の支出となりました。 

主な要因としましては、売上債権の増加額（△７億79百万円 前年同期比14億９百万円減）及びたな卸資産の

増加額（△64百万円 前年同期比３億37百万円減）が仕入債務の増加額（２億80百万円 前年同期比17億79百万

円増）を上回ったこと等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） 

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して16億25百万円

増加の16億55百万円の資金の獲得となりました。 

主な要因としましては、連結子会社である株式会社ゴンゾロッソの株式の取得支出（連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出 △４億９百万円）があったものの、アミューズメント施設関連事業の分社化及び

同社株式譲渡に係る前受金の入金（関係会社株式の売却による収入 27億円）が大幅に上回ったことが挙げられ

ます。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して２億41百万円

改善し、２億９百万円の資金の支出となりました。 

主な要因としましては、短期及び長期借入金の返済による支出額が減少（△１億83百万円 前年同期比１億97

百万円増）したこと等によるものであります。 

  

平成21年11月25日に発表いたしましたとおり、取引先に対する債権について取立不能（又は取立遅延）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「ペルソナ３ポータブル」（PSP）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予想を若干上回って推移しております。 

しかし、引き続き事業環境が不透明な状況にあることから、平成21年９月18日に発表いたしました平成22年７月

期の連結業績予想（平成21年８月１日～平成22年７月31日）からの変更はありません。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  当第１四半期連結会計期間において、株式取得により株式会社ゴンゾロッソ及び同社子会社４社（GONZO 

ROSSO(M) SDN.BHD.、GOLDSKY ACCESS SDN.BHD.、GOLDSKY ACCESS INTERNATIONAL,Inc.、Goldsky Digital 

Technology Ltd.）を連結の範囲に含めております。 

 なお、株式会社ゴンゾロッソは特定子会社に該当しております。 

  

（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たな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。 

④ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

⑤ 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

（連結の範囲に関する事項の変更） 

① 連結の範囲の変更 

当第１四半期連結会計期間より、株式取得により株式会社ゴンゾロッソ及び同社子会社である４社（GONZO 

ROSSO(M) SDN.BHD.、GOLDSKY ACCESS SDN.BHD.、GOLDSKY ACCESS INTERNATIONAL,Inc.、Goldsky Digital 

Technology Ltd.）を連結の範囲に含めております。 

なお、同社及び同社子会社４社につきましては、当第１四半期連結会計期間末の貸借対照表のみを連結して

おります。 

② 変更後の連結子会社の数 

10社 

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）

（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

（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



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21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21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,972,040 2,649,828

受取手形及び売掛金 2,644,771 1,779,876

商品及び製品 377,084 264,211

仕掛品 1,281,075 1,125,558

貯蔵品 63,544 76,692

繰延税金資産 191,817 16,922

その他 1,510,726 986,497

貸倒引当金 △336,070 △51,167

流動資産合計 9,704,991 6,848,418

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,426,870 4,402,820

機械装置及び運搬具 14,265 16,837

工具、器具及び備品 7,458,590 7,372,649

土地 207,633 207,633

リース資産 240,887 130,267

減価償却累計額 △8,681,370 △8,489,743

減損損失累計額 △670,942 △671,736

有形固定資産合計 2,995,934 2,968,727

無形固定資産   

のれん 885,038 419,923

その他 474,734 126,756

無形固定資産合計 1,359,773 546,680

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,778,141 2,796,238

その他 1,952,443 1,660,274

貸倒引当金 △996,462 △853,024

投資その他の資産合計 3,734,122 3,603,488

固定資産合計 8,089,830 7,118,896

資産合計 17,794,821 13,967,315



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,285,342 921,840

短期借入金 354,251 10,000

1年内返済予定の長期借入金 692,000 692,000

未払法人税等 36,702 184,647

前受金 2,869,894 39,212

賞与引当金 76,695 144,641

売上割戻引当金 40,186 39,027

その他 1,405,161 1,104,147

流動負債合計 6,760,234 3,135,518

固定負債   

長期借入金 1,065,100 1,224,500

その他 618,684 627,135

固定負債合計 1,683,785 1,851,635

負債合計 8,444,019 4,987,154

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 14,758 △397,023

自己株式 △245 △245

株主資本合計 9,651,008 9,239,227

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,692 3,260

為替換算調整勘定 △592,661 △535,740

評価・換算差額等合計 △609,353 △532,480

新株予約権 41,880 40,144

少数株主持分 267,267 233,269

純資産合計 9,350,802 8,980,160

負債純資産合計 17,794,821 13,967,315



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 6,441,210 4,449,324

売上原価 4,701,395 2,965,958

売上総利益 1,739,814 1,483,366

販売費及び一般管理費 1,377,402 1,101,112

営業利益 362,412 382,253

営業外収益   

受取利息 16,322 583

受取配当金 3,570 504

受取家賃 － 9,586

その他 5,065 6,269

営業外収益合計 24,957 16,943

営業外費用   

支払利息 15,281 7,726

為替差損 48,054 11,137

その他 14,481 3,758

営業外費用合計 77,817 22,622

経常利益 309,553 376,574

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 －

ポイント引当金戻入額 － 6,085

固定資産売却益 － 5,874

その他 － 2,520

特別利益合計 31,022 14,479

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 8,641

貸倒引当金繰入額 － 106,150

その他 616 9,684

特別損失合計 142,502 124,476

税金等調整前四半期純利益 198,072 266,577

法人税、住民税及び事業税 102,399 24,908

法人税等調整額 13,895 △177,373

法人税等合計 116,295 △152,464

少数株主利益 21,849 7,260

四半期純利益 59,927 411,781



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21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 198,072 266,577

減価償却費 431,475 276,329

のれん償却額 52,809 36,780

貸倒引当金の増減額（△は減少） △263 111,288

賞与引当金の増減額（△は減少） △173,861 △67,831

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △1,230

売上割戻引当金の増減額（△は減少） 78,733 3,655

受取利息及び受取配当金 △19,892 △1,087

支払利息 15,281 7,726

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 8,641

その他の損益（△は益） － 9,343

固定資産売却損益（△は益） 616 △5,533

固定資産除却損 16,846 －

売上債権の増減額（△は増加） 629,265 △779,933

たな卸資産の増減額（△は増加） 273,267 △64,362

仕入債務の増減額（△は減少） △1,498,668 280,587

未払消費税等の増減額（△は減少） 62,893 △60,333

その他の資産の増減額（△は増加） 56,813 △81,835

その他の負債の増減額（△は減少） △133,346 119,975

小計 82,929 58,756

利息及び配当金の受取額 24,065 1,087

利息の支払額 △14,573 △7,735

法人税等の支払額 △167,249 △170,116

営業活動によるキャッシュ・フロー △74,828 △118,007

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 △104,135

有形固定資産の取得による支出 △359,871 △118,541

有形固定資産の売却による収入 11,550 61,405

無形固定資産の取得による支出 △26,527 △112,610

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 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △409,138

関係会社株式の売却による収入 － 2,700,000

貸付けによる支出 △109,000 －

貸付金の回収による収入 972,320 222

その他の支出 △4,684 △361,477

その他の収入 675 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,357 1,655,724



（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21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 △10,000

長期借入金の返済による支出 △180,500 △173,000

その他の支出 △70,069 △26,055

財務活動によるキャッシュ・フロー △450,569 △209,055

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,136 △6,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △512,176 1,322,212

現金及び現金同等物の期首残高 3,203,913 2,649,828

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,691,737 3,972,040



 該当事項はありません。 

  

前第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．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 

  

   当第１四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

製品の種類・性質、販売市場の類似性及び業態により、家庭用ゲーム関連事業、アミューズメント施設関連

事業に区分しております。なお、事業区分の方法については、前連結会計年度までは３区分としておりました

が、前連結会計年度において、業務用ゲーム関連事業から撤退いたしましたので当連結会計年度から２区分と

なっております。 

２．各事業区分の主な製品及び事業内容 

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 

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 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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

  
家庭用ゲーム
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  2,651,236  1,798,088  4,449,324  －  4,449,324

（2）

  

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 10,892  －  10,892 ( )10,892  －

  計  2,662,128  1,798,088  4,460,217  ( )10,892  4,449,324

 営業利益  431,402  116,024  547,427 ( )165,173  382,253



前第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 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21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 

〔所在地別セグメント情報〕

  
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

  
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  3,900,449  548,875  4,449,324  －  4,449,324

（2）

  

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 6,677  －  6,677 ( )6,677  －

  計  3,907,126  548,875  4,456,002 ( )6,677  4,449,324

 営業利益  535,316  32,152  567,469 ( )185,215  382,253



前第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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21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。  

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  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

  北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  555,227  775  556,002

Ⅱ 連結売上高（千円）      4,449,324

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 12.48  0.02  12.50

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（事業の一部分社化並びに新設会社の株式譲渡） 

 当社は、平成21年９月17日開催の臨時取締役会において、平成21年12月１日を効力発生日として、当社のアミ

ューズメント施設関連事業を会社分割（新設分割）により新たに設立される会社へ承継させた上で、当該会社の

株式を中小企業レジャー機構株式会社へ譲渡することを決議いたしましたが、平成21年12月１日をもって株式譲

渡金額が全額入金され、株式譲渡が完了いたしました。  

（1）会社分割、株式譲渡の理由 

 当社グループは、平成20年９月に策定した中期経営計画のもと、平成23年７月期までにアミューズメント関連

資産を圧縮し、家庭用ゲーム関連事業に経営資源を集中させ、当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。 

 当社グループといたしましては、昨年秋以降の急速な景気の減退と個人消費の落ち込み等、昨今の事業環境を

鑑み、早期に家庭用ゲーム関連事業へ経営資源を集中させるべく、アミューズメント関連事業を分社化し同株式

を中小企業レジャー機構株式会社へ譲渡いたしました。 

（2）会社分割する事業内容、規模 

事業内容：アミューズメント施設の開発・運営 

事業規模：前事業年度売上高 87億88百万円 

（3）会社分割の形態 

当社を分割会社とし、新たに設立する会社を承継会社とする新設分割 

（4）会社分割に係る承継会社の名称、当該会社の資産・負債の額、従業員数等 

名称：株式会社NEWS 

資産、負債の額：資産 52億11百万円  負債 ６億15百万円（見込） 

従業員数：103名 

（5）会社分割の時期  平成21年12月１日 

（6）株式譲渡先会社の名称  中小企業レジャー機構株式会社 

（7）株式譲渡の内容 

譲渡株式数：新設分割設立会社の発行済株式（200株）のうち86.0％（172株） 

譲渡価額：44億72百万円 

（8）株式譲渡の時期 

平成21年12月１日 

（9）その他  

アミューズメント施設の購入時に調達した長期借入金の一部につきましては、新設分割及び株式譲渡代金の入

金に伴い返済いたしました。 

長期借入金返済額：12億20百万円 

（７）重要な後発事象
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