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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

※平成21年４月１日付にて普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。 
 

(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3月期第3四半期 12,310 △13.6 1,254 △56.4 1,237 △56.0 637 △58.7

21年3月期第3四半期 14,247 ― 2,876 ― 2,813 ― 1,545 ―

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3月期第3四半期 22.14 ―

21年3月期第3四半期 80.46 ―

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3月期第3四半期 11,637 9,401 80.8 326.25
21年3月期 12,641 9,593 75.9 499.31

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,401百万円 21年3月期  9,593百万円

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  有  
 

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3月期 ― 0.00 ― 27.50 27.50
22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  有  
 

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 16,000 △14.4 1,000 △66.7 1,000 △66.8 600 △65.6 20.82
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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  

(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） 

※平成21年４月１日付にて普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。 

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績 
予想のご利用に当たっての注意事項等については、５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。 
２.平成21年４月１日付にて普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。 

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3月期第3四半期 28,821,000株 21年3月期  19,214,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,906株 21年3月期  454株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 28,816,784株 21年3月期第3四半期 19,213,589株
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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３四半期連結会計期間（３ヶ月）におけるわが国経済は、政権交代による景気高揚への期待

感があったものの、デフレ経済からの打開策が見出せず、混迷の度合いを強めつつあります。 

 当社の属するエンタテインメント産業においては、据置型ゲーム機の売上が伸び悩む中、ソフト

開発各社とも収益性を見据えた開発の見直し、検討を進めつつあり、一部ヒットタイトルはあった

ものの、全体として盛り上がりに欠ける展開となりました。その反面、ソーシャルネットワーキン

グサービスにおけるモバイル向けゲーム事業は著しい成長を示しており、今後の展開が期待されて

おります。 

 当社グループ（当社及び当社子会社）の当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）は、自社ブランド

の家庭用ゲーム機向け新規タイトル販売が順調に推移したものの、RSD事業（受託制作）が伸び悩ん

だ影響で、売上及び利益とも対前年同四半期を下回りました。 

 第３四半期連結会計期間（３ヶ月）の売上高は47億63百万円（前年同期間比16.3％減）、営業利

益は５億３百万円（前年同期間比38.6％減）、経常利益は５億22百万円（前年同期間比29.4％減）、

四半期純利益は２億23百万円（前年同期間比2.1％増）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123億10百万円（前年同期間比13.6％減）、営

業利益は12億54百万円（前年同期間比56.4％減）、経常利益は12億37百万円（前年同期間比56.0％

減）、四半期純利益は６億37百万円（前年同期間比58.7％減）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。 

 

第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

売上高 営業利益 
 

前第３四

半期連結

会計期間

(百万円)

当第３四

半期連結

会計期間

(百万円)

増減率 

（％） 

前第３四

半期連結

会計期間

(百万円)

当第３四

半期連結

会計期間 

(百万円) 

増減率 

（％） 

コンシューマ・コンテンツ 

関連事業 
3,239 2,674 △17.4 921 505 △45.1

ネットワーク・コンテンツ 

関連事業 
2,437 1,974 △19.0 189 226 19.5

その他事業 14 113 711.6 △6 37 －

消去又は全社 － － － △284 △266 －

合計 5,691 4,763 △16.3 819 503 △38.6

 

 

第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

売上高 営業利益 
 

前第３四

半期連結

累計期間

(百万円)

当第３四

半期連結

累計期間

(百万円)

増減率 

（％） 

前第３四

半期連結

累計期間

(百万円)

当第３四

半期連結

累計期間 

(百万円) 

増減率 

（％） 

コンシューマ・コンテンツ 

関連事業 
8,135 6,661 △18.1 2,632 1,027 △61.0

ネットワーク・コンテンツ 

関連事業 
6,055 5,497 △9.2 1,077 976 △9.4

その他事業 56 152 170.4 △8 58 －

消去又は全社 － － － △825 △807 －

合計 14,247 12,310 △13.6 2,876 1,254 △56.4
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①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、新作タイトル

として５タイトルを発売いたしました。Wii向け「桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合！

の巻」は、定番人気タイトルの 新作としてゲームボリュームもグレードアップしたことがユーザ

ーの支持を受け、売上は好調に推移いたしました。また、Wii向け「メタルファイトベイブレード 

ガチンコスタジアム」及びニンテンドーDS向け「メタルファイトベイブレード 爆誕! サイバーペ

ガシス」は、人気TVアニメとの相乗効果により、当初の目標販売本数を超え、好調に推移いたしま

した。また既存タイトルでは、「DECA SPORTA（デカスポルタ） Wiiでスポーツ“10”種目！」が、

北米（北米版名称「DECA SPORTS」）及び欧州（欧州版名称「SPORTS ISLAND」）にて人気が継続

しており、順調に推移しております。 

 ダウンロードビジネスにおいては、コンテンツのマルチプラットフォーム展開を進めており、プ

レイステーション・ポータブル用「Bomberman ULTRA」やWiiウェア向け「Tetris Party」は引き続

き順調なダウンロード数で推移いたしました。またXbox Liveアーケード向けに本年度11月に提供を

開始したアクションゲーム「DINER DASH」につきましても 順調に推移いたしております。 

 しかしながらRSD事業（受託制作）においては、市場環境の悪化により受注先での制作見合わせ等

があったことで、好調に推移した前年同四半期と比べ売上が減少いたしました。 

 上記の結果、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、26億74百万円（前年

同期間比17.4％減）となり、営業利益は５億５百万円（前年同四半期45.1％減）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66億61百万円（前年同期間比

18.1％減）、営業利益は10億27百万円（前年同期間比61.0％減）となりました。 

 

②ネットワーク・コンテンツ関連事業 

 モバイルゲーム事業においては、㈱ディー・エヌ・エーや㈱シーエー・モバイルとの協業ゲーム

が成果を上げておりますが、一方で「桃太郎電鉄」シリーズや「着信☆あぷ♪ボンバーマン」など

の既存コンテンツが、ソーシャルネットワーキングの無料ゲームサイトの人気を受けて対前年同四

半期と比べ減収傾向となりました。 

 音楽映像事業においては、既存コンテンツである着うたサイト「着信★うた♪」、着うたフルサ

イト「着信★うた♪フル」については、前年度に実施した配信システムの改修効果でユーザー利便

性が向上したことにより、前年同四半期と比べダウンロード数が増加し好調に推移いたしました。

また前年度12月に発売し好評を博した「カラオケJOYSOUND Wii」の第２弾として、「カラオケ

JOYSOUND Wii  DX」を本年度11月に発売いたしました。原盤事業においても、当社音楽レーベル

「HUDSON MUSIC ENTERTAINMENT」から人気上昇中のアーティスト“Noa”のミニアルバム「LUCY 

LOVE-WINTER SEASON-」を含め４アルバムをリリースし、順調に推移いたしました。 

 新規事業においては、「iPhone」「iPod touch」向けコンテンツ配信とともに、「Googleケータ

イ」などのスマートフォン向けにコンテンツ配信を進めてまいりました。収益面では厳しい状況に

あるものの、新たな収益源の確保に向けて積極的展開を図ってまいります。 

 上記取り組みの結果、当事業部門の第３四半期連結会計期間（３ヶ月）売上高は、19億74百万円

（前年同期間比19.0％減）、営業利益は２億26百万円（前年同四半期比19.5%増）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54億97万円（前年同期間比

9.2％減）、営業利益は９億76百万円（前年同期間比9.4％減）となりました。 

 

③その他事業 

 その他事業は、デバッグ受託業務などによるものです。 

 当事業の第３四半期連結会計期間（３ヶ月）の売上高は、１億13百万円（前年同期間比711.6％

増）、営業利益は37百万円（前年同期間は６百万円の損失）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、１億52百万円（前年同期間

比170.4％増）、営業利益は58百万円（前年同期間は８百万円の損失）となりました。 

 

※平成22年３月期第１四半期及び平成22年３月期第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22年３月期第１四半期決算短信（平成21年７月30日開示）及び平成22年３月期

第２四半期決算短信（平成21年11月５日開示）を参照願います。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億４百万円減少の116億37

百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金が８億76百万円、売掛金が３億２百万円減

少したことによるものです。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ８億11百万円減少の22億36

百万円となりました。主な要因としては、法人税等の支払いにより未払法人税等が10億41百万円減

少したことによるものです。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億92百万円減少の94億

１百万円となりました。主な要因としては、剰余金の配当による影響で利益剰余金が１億78百万円

減少したことによるものです。 
 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 本年通期予想に関しましては、平成21年５月８日に開示いたしました業績予想数値から変更させ

ていただきました。詳細につきましては、本日（平成22年１月28日）開示の「2010年３月期連結業

績予想（通期）の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 

 

※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・プランニングを利用して算出する方法によっております。 

 
 

(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 

該当事項はありません。 
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,366,778 5,242,986

売掛金 2,719,379 3,021,460

商品及び製品 167,881 37,616

原材料及び貯蔵品 260,724 160,547

コンテンツ 161,891 113,541

仕掛品 1,848,582 1,552,199

その他 1,311,626 1,720,993

貸倒引当金 △8,279 △8,123

流動資産合計 10,828,586 11,841,221

固定資産   

有形固定資産 300,688 247,818

無形固定資産 59,834 75,905

投資その他の資産   

その他 473,157 501,858

貸倒引当金 △24,704 △25,227

投資その他の資産合計 448,452 476,630

固定資産合計 808,975 800,354

資産合計 11,637,561 12,641,576

負債の部   

流動負債   

買掛金 161,919 94,845

未払法人税等 293,632 1,335,171

賞与引当金 40,000 －

その他 1,164,096 1,077,307

流動負債合計 1,659,648 2,507,324

固定負債   

退職給付引当金 576,604 540,819

固定負債合計 576,604 540,819

負債合計 2,236,253 3,048,144

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 759,390 937,955

自己株式 △3,026 △406

株主資本合計 9,477,283 9,658,467

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △75,974 △65,035

評価・換算差額等合計 △75,974 △65,035

純資産合計 9,401,308 9,593,432

負債純資産合計 11,637,561 12,641,576
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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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 14,247,449 12,310,551

売上原価 8,011,365 7,574,320

売上総利益 6,236,083 4,736,230

販売費及び一般管理費 3,359,807 3,482,031

営業利益 2,876,276 1,254,198

営業外収益   

受取利息 500 179

賃貸料収入 14,029 13,099

持分法による投資利益 10,219 －

その他 7,954 4,271

営業外収益合計 32,704 17,550

営業外費用   

為替差損 92,856 33,713

その他 2,577 681

営業外費用合計 95,434 34,394

経常利益 2,813,546 1,237,354

特別利益   

固定資産売却益 258 －

貸倒引当金戻入額 － 312

その他 350 －

特別利益合計 608 312

特別損失   

固定資産除却損 1,918 3,494

貸倒引当金繰入額 1,462 －

特別損失合計 3,380 3,494

税金等調整前四半期純利益 2,810,775 1,234,173

法人税、住民税及び事業税 1,282,267 420,935

法人税等調整額 △17,339 175,268

法人税等合計 1,264,927 596,203

四半期純利益 1,545,847 637,969
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第３四半期連結会計期間 

(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,691,673 4,763,052

売上原価 3,507,270 2,953,332

売上総利益 2,184,402 1,809,720

販売費及び一般管理費 1,364,507 1,306,634

営業利益 819,895 503,086

営業外収益   

受取利息 37 29

賃貸料収入 4,303 3,324

持分法による投資利益 3,929 －

その他 3,289 161

営業外収益合計 11,559 3,515

営業外費用   

為替差損 90,846 △16,132

その他 690 130

営業外費用合計 91,537 △16,001

経常利益 739,918 522,603

特別利益   

固定資産売却益 258 －

貸倒引当金戻入額 △2,306 △1,948

特別利益合計 △2,047 △1,948

特別損失   

固定資産除却損 1,797 3,174

貸倒引当金繰入額 1,462 －

特別損失合計 3,259 3,174

税金等調整前四半期純利益 734,610 517,479

法人税、住民税及び事業税 541,000 282,280

法人税等調整額 △25,318 11,586

法人税等合計 515,681 293,866

四半期純利益 218,929 223,612
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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】 

前第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） 

 

 

コンシュー
マ・コンテン
ツ関連事業
(千円) 

ネットワー
ク・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 3,239,697 2,437,949 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 3,239,697 2,437,949 14,027 5,691,673 － 5,691,673

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

(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) 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 

(2) 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 

(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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当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 

コンシュー
マ・コンテン
ツ関連事業
(千円) 

ネットワー
ク・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 2,674,537 1,974,676 113,838 4,763,052 － 4,763,052

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 2,674,537 1,974,676 113,838 4,763,052 － 4,763,052

営業利益 505,426 226,686 37,829 769,942 （266,856） 503,086

(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) 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 

(2) 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 

③音楽映像コンテンツの制作・配信・受託及び周辺機器の
制作・販売、自社音楽レーベル向けの楽曲の制作・提供
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱ハドソン（4822）平成22年３月期　第３四半期決算短信

－10－



 

 

前第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） 

 

 

コンシュー
マ・コンテン
ツ関連事業 

(千円) 

ネットワー
ク・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 8,135,726 6,055,453 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 8,135,726 6,055,453 56,269 14,247,449 － 14,247,449

営業利益（△営業損失） 2,632,518 1,077,631 △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) 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 

(2) 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 

(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 

 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 

コンシュー
マ・コンテン
ツ関連事業 

(千円) 

ネットワー
ク・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 6,661,207 5,497,202 152,141 12,310,551 － 12,310,551

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 6,661,207 5,497,202 152,141 12,310,551 － 12,310,551

営業利益 1,027,758 976,131 58,295 2,062,185 （807,986） 1,254,198

(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) 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 

(2) 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 

③音楽映像コンテンツの制作・配信・受託及び周辺機器の
制作・販売、自社音楽レーベル向けの楽曲の制作・提供
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】 

前第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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 
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 4,378,323 384,729 4,763,052 － 4,763,052

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

49,488 159,722 209,211 (209,211) －

計 4,427,812 544,451 4,972,264 (209,211) 4,763,052

営業利益 756,374 6,204 762,578 (259,492) 503,086

(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。 

北米・・・・アメリカ合衆国 

 

 

前第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。 

 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 
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 11,097,346 1,213,204 12,310,551 － 12,310,551

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

186,269 210,876 397,146 （397,146） －

計 11,283,615 1,424,081 12,707,697 （397,146） 12,310,551

営業利益 1,969,766 86,210 2,055,977 （801,778） 1,254,198

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

2. 本邦以外の区分に属する国又は地域は次のとおりであります。 

北米・・・・アメリカ合衆国 
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【海外売上高】 

前第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

(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。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 478,379 135,450 1,722 35 615,588

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 4,763,052

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

10.0 2.8 0.0 0.0 12.9

(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、カナダ 

(2) 欧州……ドイツ連邦共和国、オランダ王国、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）、イタリア共和国 

(3) アジア…台湾、大韓民国、中華人民共和国 

(4) その他…イスラエル国、オーストラリア連邦 

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。 
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前第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。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 北米 欧州 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,572,820 818,132 11,625 559 2,403,138

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 12,310,551

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

12.8 6.6 0.1 0.0 19.5

(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、カナダ 

(2) 欧州……ドイツ連邦共和国、オランダ王国、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）、イタリア共和国 

(3) アジア…台湾、大韓民国、中華人民共和国 

(4) その他…イスラエル国、オーストラリア連邦 

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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