
第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成

しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)および第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,522 31,842

受取手形及び売掛金 11,687 8,045

商品及び製品 1,756 1,543

仕掛品 906 2,733

原材料及び貯蔵品 1,592 1,551

ゲームソフト仕掛品 18,888 10,952

その他 10,552 7,550

貸倒引当金 △64 △62

流動資産合計 76,841 64,156

固定資産   

有形固定資産 13,258 13,559

無形固定資産   

のれん 200 106

その他 7,709 10,722

無形固定資産合計 7,909 10,828

投資その他の資産   

その他 6,433 6,472

貸倒引当金 △78 △77

投資その他の資産合計 6,355 6,394

固定資産合計 27,523 30,783

資産合計 104,365 94,939

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,304 4,141

電子記録債務 634 3,776

短期借入金 11,194 1,052

未払法人税等 2,111 624

賞与引当金 1,679 783

返品調整引当金 187 108

その他 9,793 7,330

流動負債合計 31,905 17,817

固定負債   

長期借入金 6,000 6,000

退職給付引当金 1,697 1,839

その他 1,932 1,994

固定負債合計 9,630 9,834

負債合計 41,536 27,651
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 33,239 33,239

資本剰余金 21,328 21,328

利益剰余金 27,998 31,672

自己株式 △15,848 △18,134

株主資本合計 66,718 68,106

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 91 186

為替換算調整勘定 △3,981 △1,005

その他の包括利益累計額合計 △3,889 △818

純資産合計 62,828 67,287

負債純資産合計 104,365 94,939
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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３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 72,699 75,221

売上原価 46,000 52,097

売上総利益 26,699 23,124

返品調整引当金戻入額 － 78

返品調整引当金繰入額 24 －

差引売上総利益 26,674 23,203

販売費及び一般管理費 16,835 14,681

営業利益 9,838 8,521

営業外収益   

受取利息 57 70

受取配当金 9 10

受取補償金 － 210

為替差益 241 662

その他 110 186

営業外収益合計 419 1,140

営業外費用   

支払利息 78 80

支払手数料 45 47

支払補償費 － 128

店舗閉鎖損失 － 131

その他 80 22

営業外費用合計 203 410

経常利益 10,054 9,251

特別損失   

固定資産除売却損 144 85

事業構造改善費用 － 415

特別損失合計 144 501

税金等調整前四半期純利益 9,909 8,750

法人税、住民税及び事業税 2,180 697

法人税等調整額 1,083 2,095

法人税等合計 3,264 2,793

少数株主損益調整前四半期純利益 6,645 5,957

四半期純利益 6,645 5,957
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,645 5,957

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 41 95

為替換算調整勘定 1,045 2,975

その他の包括利益合計 1,086 3,071

四半期包括利益 7,731 9,028

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,731 9,028

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12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 9,909 8,750

減価償却費 2,324 3,278

のれん償却額 99 101

貸倒引当金の増減額（△は減少） △207 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,196 △924

受取利息及び受取配当金 △66 △81

支払利息 78 80

為替差損益（△は益） △221 △414

固定資産除売却損益（△は益） 144 85

事業構造改善費用 － 415

売上債権の増減額（△は増加） 2,403 3,746

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,030 △1,488

ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加） △3,277 6,986

仕入債務の増減額（△は減少） 2,318 844

その他の流動負債の増減額（△は減少） 323 △954

その他 △2,679 △4,583

小計 7,921 15,832

利息及び配当金の受取額 74 66

利息の支払額 △76 △82

法人税等の支払額 △3,948 △1,945

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,971 13,871

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △3,493

定期預金の払戻による収入 2,597 －

有形固定資産の取得による支出 △2,562 △1,471

有形固定資産の売却による収入 643 －

無形固定資産の取得による支出 △1,391 △373

その他 213 △55

投資活動によるキャッシュ・フロー △498 △5,393

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,550 △10,000

長期借入金の返済による支出 △357 △143

自己株式の取得による支出 △0 △2,285

配当金の支払額 △2,301 △2,283

その他 △225 △285

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,664 △14,997

現金及び現金同等物に係る換算差額 981 3,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,118 △3,368

現金及び現金同等物の期首残高 22,287 31,522

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  28,405 ※  28,153
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【注記事項】 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、

次のとおりであります。 
  

  

 
当第３四半期連結累計期間

(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日)

税金費用の計算 連結子会社の税金費用に関しては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 
 

  (自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

現金及び預金勘定 28,405百万円 31,842百万円 

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

―百万円 △3,688百万円 

現金及び現金同等物 28,405百万円 28,153百万円 
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(株主資本等関係) 

前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

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し、平成25年４月22日から平

成25年５月31日までに1,347千株、2,281百万円の自己株式を取得いたしました。 

  

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月15日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,439 25 平成24年３月31日 平成24年６月18日

平成24年10月31日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 863 15 平成24年９月30日 平成24年11月19日
 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月18日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,439 25 平成25年３月31日 平成25年６月19日

平成25年10月31日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 843 15 平成25年９月30日 平成25年11月18日
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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．「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．セグメント損益の調整額△3,132百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,132百万円が

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。  

３．セグメント損益は、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３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31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．「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．セグメント損益の調整額△2,811百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,811百万円が

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。  

３．セグメント損益は、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。 

  

      (単位：百万円) 

 
報告セグメント

その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連 
結損益計 
算書計上 
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 49,720 8,198 12,847 70,765 1,933 72,699 ― 72,699 

  セグメント間の内部 
  売上高または振替高 

― ― ― ― ― ― ― ― 

計 49,720 8,198 12,847 70,765 1,933 72,699 ― 72,699 

セグメント損益 7,322 1,271 3,701 12,295 676 12,971 △3,132 9,838 
 

      (単位：百万円) 

 
報告セグメント

その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連 
結損益計 
算書計上 
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 56,067 7,949 9,213 73,230 1,991 75,221 ― 75,221 

  セグメント間の内部 
  売上高または振替高 

― ― ― ― ― ― ― ― 

計 56,067 7,949 9,213 73,230 1,991 75,221 ― 75,221 

セグメント損益 6,919 1,242 2,450 10,612 721 11,333 △2,811 8,521 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半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。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  
第35期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)中間配当について、平成25年10月31日開催の取締

役会において、平成25年９月30日の 終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議し、配当を行いました。 

①  配当金の総額                                  843百万円 

②  １株当たりの金額                               15円00銭 

③  支払請求権の効力発生日および支払開始日   平成25年11月18日 

  

項目 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 115円40銭 105円58銭 

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額(百万円) 6,645 5,957 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 6,645 5,957 

普通株式の期中平均株式数(千株) 57,584 56,424 
 

２ 【その他】
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