
  

１．報告セグメントの概要 

  

(1) 報告セグメントの決定方法 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

 当社は、取り扱う製品・サービスについての国内および海外の包括的な戦略を立案する複数の事業

統括を設置し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業統括を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「デジタルコンテンツ事業」、「アミューズメント施設事業」および「アミューズメント機器事業」

の３つを報告セグメントとしております。 

  

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

「デジタルコンテンツ事業」は、ユーザー向けのゲームおよびモバイル向けコンテンツの開発・販

売をしております。「アミューズメント施設事業」は、ゲーム機を設置した店舗の運営をしておりま

す。「アミューズメント機器事業」は、店舗運営業者等に販売するゲーム機や遊技機等を開発・製

造・販売しております。 

  

(3) 報告セグメントの変更等に関する事項 

当連結会計年度より、近年激変する市場環境に対応するため、効率的な開発および管理体制を整備

すべく、プラットフォームにとらわれないビジネス展開を目指す事業活動に合わせた組織一体化を行

いました。それにより、報告セグメントの区分を変更し「モバイルコンテンツ事業」を「コンシュー

マ・オンラインゲーム事業」に変更しております。 

また、この再編に伴い、報告セグメントの名称を「コンシューマ・オンラインゲーム事業」から

「デジタルコンテンツ事業」に変更しております。 

なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分方法により作成しており、「３．

報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の前連

結会計年度に記載しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

  

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。 

 事業セグメントの利益は営業利益をベースとした数値であります。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャラクターコンテンツ事業等を

含んでおります。 

   ２．調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント損益の調整額△4,125百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,125百万

円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(2) セグメント資産の調整額27,471百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産27,471百万円

が含まれております。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額143百万円は、本社の設備投資額であります。 

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

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

連結財務諸
表計上額 
(注)３デジタル 

コンテンツ
アミューズ
メント施設

アミューズ
メント機器

計

売上高

  外部顧客への売上高 59,810 11,729 7,663 79,202 2,862 82,065 ― 82,065

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 59,810 11,729 7,663 79,202 2,862 82,065 ― 82,065

セグメント損益 12,888 1,787 890 15,566 877 16,444 △4,125 12,318

セグメント資産 51,543 8,006 8,294 67,844 2,931 70,776 27,471 98,247

その他の項目

  減価償却費 747 1,380 114 2,242 276 2,518 605 3,123

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の 
 増加額

2,331 936 232 3,500 509 4,009 143 4,153
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当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

 
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャラクターコンテンツ事業等を

含んでおります。 

   ２．調整額は以下のとおりであります。 

(1) セグメント損益の調整額△4,253百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,253百万

円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

(2) セグメント資産の調整額35,076百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産35,076百万円

が含まれております。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額197百万円は、本社の設備投資額であります。 

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

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

連結財務諸
表計上額 
(注)３デジタル 

コンテンツ
アミューズ
メント施設

アミューズ
メント機器

計

売上高

  外部顧客への売上高 63,636 10,944 16,783 91,363 2,711 94,075 ― 94,075

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 63,636 10,944 16,783 91,363 2,711 94,075 ― 94,075

セグメント損益 7,062 1,709 4,892 13,664 740 14,405 △4,253 10,151

セグメント資産 44,950 7,046 13,054 65,051 4,236 69,288 35,076 104,365

その他の項目

  減価償却費 1,067 1,186 235 2,489 253 2,743 663 3,406

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の 
 増加額

6,091 698 278 7,068 1,458 8,526 197 8,724
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前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
(注) １．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

  (1) 北米……………アメリカ合衆国 

  (2) 欧州……………ヨーロッパ諸国 

  (3) その他の地域…アジア、その他 

  

(2) 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載し

ておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
(注) １．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国または地域 

  (1) 北米……………アメリカ合衆国 

  (2) 欧州……………ヨーロッパ諸国 

  (3) その他の地域…アジア、その他 

  

(2) 有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 
  

(関連情報)

(単位：百万円)

日本 北米 欧州 その他 合計

56,311 17,334 5,623 2,796 82,065

(単位：百万円)

日本 北米 欧州 その他 合計

63,531 19,012 8,312 3,218 94,075

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

フィールズ株式会社 12,513 アミューズメント機器
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前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 
  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 
  

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

アミューズメント 
施設

計

減損損失 80 80 ― ― 80

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

アミューズメント 
施設

計

減損損失 58 58 ― ― 58

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

デジタルコンテン
ツ

計

当期償却額 112 112 ― ― 112

当期末残高 291 291 ― ― 291

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 全社・消去 合計

デジタルコン
テンツ

アミューズメ
ント機器

計

当期償却額 118 14 132 ― ― 132

当期末残高 200 ― 200 ― ― 200

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

 
  

   ３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

 
  

当社は、平成25年４月18日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

１．理由 

経営環境の変化に対応して、機動的な資本政策の遂行を可能とするため 

２．取得する株式の種類 

普通株式 

３．取得する株式の総数 

150万株(上限) 

４．取得価額の総額 

25億円(上限) 

５．自己株式取得期間 

平成25年４月22日から平成25年５月31日まで 

６．取得方法 

市場買付 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 1,030.70円 1,091.08円

１株当たり当期純利益金額 116.10円 51.64円

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 59,352 62,828

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 59,352 62,828

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数

(千株) 57,584 57,583

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当期純利益 (百万円) 6,723 2,973

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 6,723 2,973

普通株式の期中平均株式数 (千株) 57,913 57,584

(重要な後発事象)
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