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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 57,516 △15.5 7,391 29.4 5,386 53.0 3,704 114.9
23年3月期第2四半期 68,056 △24.8 5,712 △56.4 3,520 △71.1 1,723 △35.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,032百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △1,184百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 32.19 32.13
23年3月期第2四半期 14.98 14.96

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 210,302 133,997 62.9
23年3月期 206,336 135,143 64.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  132,306百万円 23年3月期  133,558百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
24年3月期 ― 10.00

24年3月期（予想） ― 20.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 130,000 3.8 10,000 36.5 10,000 85.5 5,000 ― 43.45



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)詳細は、【添付資料】Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績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等については、四 
半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
 （四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
 四半期決算補足説明資料は平成23年11月４日に当社ホームページに掲載いたします。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 115,370,596 株 23年3月期 115,370,596 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 300,420 株 23年3月期 299,594 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 115,070,580 株 23年3月期2Q 115,072,443 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループは、報告セグメントをデジタルエンタテインメント事業、アミューズメント事業、出版事業、及び

ライツ・プロパティ等事業と定め、各々のセグメントにおいて事業基盤の強化と収益力の向上に努めております。

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は57,516百万円(前年同期比15.5％減)、営業利益は7,391百万円(前

年同期比29.4％増)、経常利益は5,386百万円(前年同期比53.0％増)、四半期純利益は3,704百万円(前年同期比

114.9％増) となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の報告セグメント別の状況は次のとおりであります。 

  

○デジタルエンタテインメント事業 

ゲームを中心とするデジタルエンタテインメントコンテンツの企画、開発、販売及び運営を行っております。デ

ジタルエンタテインメントコンテンツは、顧客のライフスタイルにあわせて、家庭用ゲーム機 (携帯ゲーム機含

む)、ＰＣ、携帯電話等、多様な利用環境に対応しています。 

当第２四半期連結累計期間は、８月に欧米で発売した大型タイトル「Ｄｅｕｓ Ｅｘ : Ｈｕｍａｎ Ｒｅｖｏｌ

ｕｔｉｏｎ」の出荷本数が200万本を超えたことに加え、Ｗｅｂ、スマートフォン、ＳＮＳ等の成長分野に向けた

コンテンツの課金収入も伸長し、順調に推移いたしました。 

当事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は29,470百万円(前年同期比16.2％減)となり、営業利益は

7,781百万円(前年同期比20.0％増)となりました。 

  

○アミューズメント事業 

アミューズメント施設の運営、並びにアミューズメント施設向けの業務用ゲーム機器・関連商製品の企画、開発

及び販売を当セグメントに計上しております。 

当第２四半期連結累計期間は、前期の８月に終了したカードゲームの収益寄与が減少したものの、アミューズメ

ント施設運営は、既存店の売上高が前年同期を上回り、市場全体に回復の基調が現れております。  

当事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は21,091百万円(前年同期比10.4％減)となり、営業利益は

1,881百万円(前年同期比4.8％減)となりました。 

  

○出版事業 

コミック単行本、ゲームガイドブック、定期刊行誌等の出版を行っております。 

当第２四半期連結累計期間は、人気作品のメディアミックスの効果により、引き続きコミック単行本の販売が堅

調に推移いたしました。 

また、ＷＥＢコミック誌 「ガンガンＯＮＬＩＮＥ」等のネットワークを活用した事業展開も鋭意進めておりま

す。 

当事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は5,822百万円(前年同期比23.0％減)となり、営業利益は

1,477百万円(前年同期比28.1％減)となりました。 

  

○ライツ・プロパティ等事業 

主として当社グループのコンテンツに関する二次的著作物の企画・制作・販売及びライセンス許諾を行っており

ます。 

当第２四半期連結累計期間は、引き続き、自社コンテンツのキャラクターグッズ、サウンドトラック等の販売・

許諾を行うとともに、他社の有力コンテンツのキャラクターグッズ化による品揃えの強化や海外展開による収益機

会の多様化に努めております。 

当事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は1,134百万円(前年同期比36.3％減)となり、営業利益は212

百万円(前年同期比51.8％減)となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は170,244百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,943百万円増

加しました。これは主に現金及び預金が4,173百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が5,956百万円、コンテン

ツ制作勘定が6,475百万円増加したことによるものであります。固定資産は40,057百万円となり、前連結会計年度

末に比べ1,977百万円減少しました。 

 この結果、総資産は、210,302百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,966百万円増加しました。  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は33,275百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,770百万円増

加しました。これは主に支払手形及び買掛金が894百万円、短期借入金が2,853百万円増加したことによるものであ

ります。固定負債は43,029百万円となり、前連結会計年度末に比べ341百万円増加しました。これは主に退職給付

引当金が381百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、76,304百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,112百万円増加しました。  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は133,997百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,145百万円

減少しました。これは主に四半期純利益により3,704百万円増加したこと、剰余金の配当2,301百万円及び為替換算

調整勘定2,680百万円が減少したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は62.9%（前連結会計年度末は64.7%）となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループを取り巻く事業環境は、一般家庭へのブロードバンドの普及やデジタルエンタテインメントコンテ

ンツの利用環境の多様化によるユーザー層の拡大により、新しい事業環境への移行期にあります。当社は、このよ

うな環境変化を新たな収益を獲得するチャンスと捉え、安定した収益基盤を確立しているネットワーク関連分野の

事業推進を含め、より多くの顧客に当社コンテンツの魅力に触れて頂けるよう努めてまいります。 

平成24年３月期の通期業績予想につきましては、期初に公表いたしました業績予想に変更はありません。平成24

年３月期は、グループ再構築に全力を注ぎ、翌平成25年３月期より、本格的な業績回復を目指していく所存であり

ます。  

  

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号平成22年６月

30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号平成22年６月30

日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、この変更による影響はありません。 

   

（２）追加情報 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 111,126 106,953

受取手形及び売掛金 15,474 21,430

商品及び製品 2,992 2,339

仕掛品 287 314

原材料及び貯蔵品 427 405

コンテンツ制作勘定 19,890 26,366

その他 14,222 12,567

貸倒引当金 △120 △133

流動資産合計 164,301 170,244

固定資産   

有形固定資産 17,328 16,869

無形固定資産 10,324 9,338

投資その他の資産 14,382 13,849

固定資産合計 42,034 40,057

資産合計 206,336 210,302
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,777 8,672

短期借入金 1,338 4,191

未払法人税等 2,269 1,872

賞与引当金 1,453 1,146

返品調整引当金 1,780 2,047

店舗閉鎖損失引当金 487 327

資産除去債務 63 5

その他 13,332 15,012

流動負債合計 28,504 33,275

固定負債   

社債 35,000 35,000

退職給付引当金 3,061 3,442

役員退職慰労引当金 266 230

店舗閉鎖損失引当金 590 553

資産除去債務 657 660

その他 3,111 3,142

固定負債合計 42,687 43,029

負債合計 71,192 76,304

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,204 15,204

資本剰余金 44,444 44,444

利益剰余金 82,711 84,116

自己株式 △859 △860

株主資本合計 141,501 142,904

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △14 11

為替換算調整勘定 △7,929 △10,609

その他の包括利益累計額合計 △7,943 △10,598

新株予約権 814 944

少数株主持分 771 745

純資産合計 135,143 133,997

負債純資産合計 206,336 210,302
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 68,056 57,516

売上原価 39,112 29,549

売上総利益 28,944 27,967

返品調整引当金戻入額 4,046 1,721

返品調整引当金繰入額 4,164 2,138

差引売上総利益 28,826 27,550

販売費及び一般管理費 23,113 20,158

営業利益 5,712 7,391

営業外収益   

受取利息 128 66

受取配当金 13 2

雑収入 55 56

営業外収益合計 197 125

営業外費用   

支払利息 50 15

支払手数料 22 22

為替差損 2,298 2,086

雑損失 18 5

営業外費用合計 2,389 2,130

経常利益 3,520 5,386

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 48

関係会社株式売却益 － 195

貸倒引当金戻入額 162 －

新株予約権戻入益 96 34

為替換算調整勘定取崩額 317 －

その他 104 4

特別利益合計 681 283

特別損失   

固定資産除却損 290 265

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 462 －

その他 243 61

特別損失合計 996 327

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 3,205 5,342

匿名組合損益分配額 △5 △2

税金等調整前四半期純利益 3,211 5,345

法人税、住民税及び事業税 49 1,243

法人税等調整額 1,431 393

法人税等合計 1,481 1,636

少数株主損益調整前四半期純利益 1,730 3,708

少数株主利益 6 3

四半期純利益 1,723 3,704
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,730 3,708

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △68 26

為替換算調整勘定 △2,846 △2,701

その他の包括利益合計 △2,914 △2,675

四半期包括利益 △1,184 1,032

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,145 1,050

少数株主に係る四半期包括利益 △38 △17
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△5,242百万円には、のれん償却額△751百万円、報告セグメントに帰属しない一般

管理費△4,498百万円が含まれております。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△3,960百万円には、報告セグメントに帰属しない一般管理費△3,972百万円が含ま

れております。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  （単位：百万円） 

  

報告セグメント

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

デジタルエ
ンタテイン
メント 
事業 

アミューズ
メント 
事業 

出版
事業 

ライツ・プ
ロパティ等

事業 
計

売上高    

外部顧客への売上高  35,178  23,540  7,559  1,777  68,056  －  68,056

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 0  －  －  2  2  △2  －

計  35,178  23,540  7,559  1,780  68,059  △2  68,056

セグメント利益  6,482  1,976  2,055  440  10,955  △5,242  5,712

  （単位：百万円） 

  

報告セグメント

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

デジタルエ
ンタテイン
メント 
事業 

アミューズ
メント 
事業 

出版
事業 

ライツ・プ
ロパティ等

事業 
計

売上高    

外部顧客への売上高  29,470 21,091 5,822 1,133  57,516  － 57,516

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 － － － 0  0  △0 －

計  29,470 21,091 5,822 1,134  57,517  △0 57,516

セグメント利益  7,781 1,881 1,477 212  11,352  △3,960 7,391

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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