
1.業績

2018年3月期

上期予想 通期予想
1Q 2Q 上期 3Q 1-3Q 4Q 下期 通年 【進捗率】 【進捗率】

営業収入 9,965 9,553 19,519 14,252 33,771 13,511 27,764 47,283 19,400 45,000
【100.6%】 【105.1%】

営業総利益 2,221 2,473 4,695 2,698 7,393 2,667 5,366 10,061 ― ―
（利益率） (22.3%) (25.9%) (24.1%) (18.9%) (21.9%) (19.7%) (19.3%) (21.3%) ― ―

営業利益 762 529 1,291 1,083 2,375 967 2,051 3,342 1,300 4,400
（利益率） (7.6%) (5.5%) (6.6%) (7.6%) (7.0%) (7.2%) (7.4%) (7.1%) 【99.4%】 【76.0%】

経常利益 699 563 1,262 1,173 2,436 801 1,974 3,237 1,320 4,570
（利益率） (7.0%) (5.9%) (6.5%) (8.2%) (7.2%) (5.9%) (7.1%) (6.8%) 【95.7%】 【70.9%】

親会社株主に帰属する当期純利益 356 179 535 1,026 1,562 324 1,351 1,887 700 2,900
（利益率） (3.6%) (1.9%) (2.7%) (7.2%) (4.6%) (2.4%) (4.9%) (4.0%) 【76.5%】 【65.1%】

期中平均発行済株式数 17,259,563株 ― 17,261,969株 ― 17,267,223株 ― ― 17,269,765株

1株当たり純利益　 20円65銭 ― 31円02銭 ― 90円48銭 ― ― 109円29銭

総資産 33,918 ― 34,655 ― 39,375 ― ― 39,076
純資産 25,139 ― 25,384 ― 26,243 ― ― 26,604
新株予約権+非支配株主持分 1,478 ― 1,513 ― 1,554 ― ― 1,586
自己資本比率 (69.8%) ― (68.9%) ― (62.7%) ― ― (64.0%)

2019年3月期

上期予想 通期予想
1Q 2Q 上期 3Q 1-3Q 4Q 下期 通年 【進捗率】 【進捗率】

営業収入 15,979 8,199 24,178 13,807 37,985 24,000 48,500
【101%】 【78%】

（前年同期比増減） (6,013) (-1,354) (4,658) (-445) (4,213) ― ―

（前年同期比増減率） (60.3%) (-14.2%) (23.9%) -(3.1%) (12.5%) ― ―

営業総利益 2,931 1,765 4,696 2,252 6,949 ― ―
（利益率） (18.3%) (21.5%) (19.4%) (16.3%) (18.3%) ― ― ― ― ―

（前年同期比増減） (709) (-708) (1) (-445) (-444) ― ―

（前年同期比増減率） (32.0%) (-28.6%) (0.0%) -(16.5%) -(6.0%) ― ―

営業利益 1,492 287 1,780 827 2,608 1,600 3,800
（利益率） (9.3%) (3.5%) (7.4%) (6.0%) (6.9%) ― ― ― 【111.3%】 【68.6%】

（前年同期比増減） (730) (-241) (488) (-255) (232) ― ―

（前年同期比増減率） (95.8%) (-45.7%) (37.8%) -(23.6%) (9.8%) ― ―

経常利益 1,597 367 1,964 839 2,803 1,750 3,990
（利益率） (10.0%) (4.5%) (8.1%) (6.1%) (7.4%) ― ― ― 【112.2%】 【70.3%】

（前年同期比増減） (897) (-196) (701) (-333) (367) ― ―

（前年同期比増減率） (128.4%) (-34.9%) (55.5%) -(28.4%) (15.1%) ― ―

親会社株主に帰属する当期純利益 947 1,404 2,351 766 3,117 2,140 3,680
（利益率） (5.9%) (17.1%) (9.7%) (5.5%) (8.2%) ― ― ― 【109.9%】 【84.7%】

（前年同期比増減） (590) (1,225) (1,816) (-260) (1,555) ― ―

（前年同期比増減率） (165.8%) (684.0%) (339.1%) -(25.4%) (99.6%) ― ―

期中平均発行済株式数 17,277,272株 ― 17,279,904株 ― 17,287,286株 ― ― ―

1株当たり純利益　 54円82銭 ― 136円10銭 ― 180円36銭 ― ― ―

総資産 38,990 ― 40,215 ― 40,904 ― ― ―
純資産 27,360 ― 28,853 ― 29,058 ― ― ―
新株予約権+非支配株主持分 1,682 ― 1,727 ― 1,468 ― ― ―
自己資本比率 (65.9%) ― (67.5%) ― (67.5%) ― ― ―
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株式会社アミューズ

2019年3月期　第３四半期決算短信　補足資料（連結）

（単位：百万円）

※2018年3月期第2四半期（累計）連結業績予想及び通期連結業績予想は2017年5月12日に公表いたしました平成30年3月期通期連結業績予想を基にしております。

※2019年3月期第2四半期（累計）連結業績予想及び通期連結業績予想は2018年8月13日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」を基にしております。
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外部顧客への営業収入
（セグメント間の内部営業収入または振替高） 1Q 2Q 上期 3Q 1-3Q 4Q 下期 通年
AM 8,351 7,970 16,321 12,677 28,998 11,970 24,647 40,969

(25) (19) (45) (29) (74) (23) (52) (98)

MV 434 254 689 436 1,125 354 790 1,479
(29) (26) (55) (34) (90) (93) (127) (183)

CO 645 667 1,313 607 1,921 640 1,248 2,561
(45) (113) (158) (51) (209) (94) (145) (304)

PM 534 660 1,195 531 1,726 545 1,077 2,272
(15) (14) (29) (14) (44) (14) (29) (58)

売上合計 9,965 9,553 19,519 14,252 33,771 13,511 27,764 47,283
（セグメント間の内部営業収入または振替高計） (115) (173) (289) (129) (418) (225) (355) (644)

セグメント利益
（利益率） 1Q 2Q 上期 3Q 1-3Q 4Q 下期 通年
AM 963 557 1,521 1,074 2,595 976 2,050 3,572
（％） (11.5%) (7.0%) (9.3%) (8.5%) (9.0%) (8.2%) (8.3%) (8.7%)

MV -15 -44 -59 10 -49 -44 -33 -93
（％） ― ― ― (2.4%) ― ― ― ―

CO 185 251 437 254 691 229 484 921
（％） (28.7%) (37.7%) (33.3%) (41.8%) (36.0%) (35.8%) (38.8%) (36.0%)

PM -28 43 14 -22 -7 -63 -85 -70
（％） ― (6.6%) (1.3%) ― ― ― ― ―

調整額 -342 -279 -622 -232 -854 -132 -364 -986

利益合計 762 529 1,291 1,083 2,375 967 2,051 3,342
（％） (7.6%) (5.5%) (6.6%) (7.6%) (7.0%) (7.2%) (7.4%) (7.1%)

外部顧客への営業収入 通期予想
（セグメント間の内部営業収入または振替高） 1Q 2Q 上期 3Q 1-3Q 4Q 下期 通年 【進捗率】
AM 14,409 6,456 20,865 12,231 33,096 41,800

(24) (5) (30) 【79.2%】

（前年同期比増減） (6,057) (-1,514) (4,543) (-445) (4,097) ―

（前年同期比増減率） (72.5%) (-19.0%) (27.8%) -(3.5%) (14.1%) ―

MV 274 395 669 271 941 1,300
(108) (17) (125) 【72.4%】

（前年同期比増減） (-160) (140) (-19) (-164) (-183) ―

（前年同期比増減率） (-36.9%) (55.3%) (-2.8%) -(37.6%) -(16.3%) ―

CO 769 723 1,492 793 2,285 3,100
(97) (89) (186) 【73.7%】

（前年同期比増減） (123) (55) (179) (185) (364) ―

（前年同期比増減率） (19.2%) (8.3%) (13.6%) (30.5%) (19.0%) ―

PM 526 624 1,151 510 1,661 2,300
(15) (14) (29) 【72.2%】

（前年同期比増減） (-7) (-36) (-44) (-21) (-65) ―

（前年同期比増減率） (-1.5%) (-5.5%) (-3.7%) -(4.0%) -(3.8%) ―

売上合計 15,979 8,199 24,178 13,807 37,985 48,500
（セグメント間の内部営業収入または振替高計） (246) (127) (373) 【78.3%】

（前年同期比増減） (6,013) (-1,354) (4,658) (-445) (4,213) ―

（前年同期比増減率） (60.3%) (-14.2%) (23.9%) -(3.1%) (12.5%) ―

セグメント利益 通期予想
（利益率） 1Q 2Q 上期 3Q 1-3Q 4Q 下期 通年 【進捗率】
AM 1,502 441 1,943 959 2,903 3,800
（％） (10.4%) (6.8%) (9.3%) (7.8%) (8.8%) ― ― ― 【76.4%】

（前年同期比増減） (538) (-116) (421) (-114) (307) ―

（前年同期比増減率） (55.9%) (-20.9%) (27.7%) ― (11.8%) ―

MV 128 0 128 -34 94 130
（％） (46.9%) ― (19.2%) ― (10.0%) ― ― ― 【72.7%】

（前年同期比増減） (144) (43) (188) (-44) (143) ―

（前年同期比増減率） ― ― ― ― ― ―

CO 319 268 587 288 876 1,480
（％） (41.6%) (37.1%) (39.4%) (36.3%) (38.3%) ― ― ― 【59.2%】

（前年同期比増減） (134) (16) (150) (33) (184) ―

（前年同期比増減率） (72.7%) (6.5%) (34.5%) (13.4%) (26.7%) ―

PM -25 -3 -29 -85 -114 -80
（％） ― ― ― ― ― ― ― ― 【―】

（前年同期比増減） (2) (-47) (-44) (-62) (-107) ―

（前年同期比増減率） ― ― ― (0.0%) (0.0%) ―

調整額 -431 -418 -850 -300 -1,150 -1,530

利益合計 1,492 287 1,780 827 2,608 3,800
（％） (9.3%) (3.5%) (7.4%) (6.0%) (6.9%) ― ― ― 【68.6%】

（前年同期比増減） (730) (-241) (488) (-255) (232) ―

（前年同期比増減率） (95.8%) (-45.7%) (37.8%) ― (9.8%) ―

また、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。
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2.セグメント情報

2018年3月期 （単位：百万円）

2019年3月期

上記の予想は、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、その達成を当社として
約束する趣旨のものではありません。

※2019年3月期通期連結業績予想は2018年8月13日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」を基にしております。


