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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

決算年月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月

売上高 (千円) 13,227,576 11,820,622 14,439,728 15,510,689 17,427,436

経常利益金額又は

経常損失金額(△)
(千円) 1,385,434 △1,364,440 878,716 1,804,487 2,654,312

当期純利益金額又

は当期純損失金額

(△)

(千円) 828,738 △8,239,274 717,354 2,352,304 2,902,451

純資産額 (千円) 9,229,841 508,118 2,632,418 4,986,014 7,850,266

総資産額 (千円) 15,069,895 8,292,640 4,887,893 7,186,870 10,181,862

1株当たり

純資産額
(円) 569.26 31.33 137.01 259.50 408.58

1株当たり

当期純利益金額又

は純損失金額(△)

(円) 51.11 △508.17 37.76 122.43 151.06

潜在株式調整後

1株当たり

当期純利益金額

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 61.2 6.1 53.9 69.4 77.1

自己資本利益率 (％) 9.2 － 45.7 61.8 45.2

株価収益率 (倍) 19.0 － 19.7 15.4 11.1

営業活動による

キャッシュ・フ

ロー

(千円) △1,399,088 △926,419 2,537,405 1,186,816 2,986,645

投資活動による

キャッシュ・フ

ロー

(千円) △12,166 157,014 167,083 △209,897 △362,542

財務活動による

キャッシュ・フ

ロー

(千円) 144,911 312,848 △3,053,341 △603,091 △134

現金及び現金同等

物の期末残高
(千円) 1,786,310 1,332,980 933,192 1,312,192 3,849,076

従業員数

（他、平均臨時雇

用者数）

(名)
538

(165)

490

(145)

463

(181)

477

(196)

487

(211)

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第33期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されているため

記載しておりません。

３　第32期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当社は新株予約権方式によるストックオプ

ション制度を採用しておりますが新株予約権の行使価格が期中平均価格を上回っており希薄化しておらず、

また、新株予約権付社債を発行していないため、記載しておりません。

        ４  第34期、第35期及び第36期の潜在株式調整後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。
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５　従業員数は、就業人員数を表示しております。

６　株価収益率は第33期は当期純損失が計上されているため記載しておりません。

７  第35期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日

 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

決算年月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月

売上高 (千円) 13,116,307 11,605,757 13,749,264 14,176,461 16,214,793

経常利益金額又は

経常損失金額(△)
(千円) 1,405,985 △1,133,858 867,874 1,700,389 2,981,996

当期純利益金額又は

当期純損失金額(△)
(千円) 1,130,777 △8,382,557 704,304 2,255,855 3,287,889

資本金 (千円) 4,347,276 4,347,276 5,064,276 5,064,276 5,064,276

発行済株式総数 (千株) 16,214 16,214 19,214 19,214 19,214

純資産額 (千円) 9,604,030 744,725 2,901,357 5,157,212 8,444,221

総資産額 (千円) 15,417,322 8,511,974 5,126,669 7,273,324 10,688,924

1株当たり純資産額 (円) 592.33 45.93 151.00 268.41 439.49

1株当たり配当額 (円) 28.0 － － － －

（内1株当たり中間

配当額）
(円) (－) (－) (－) (－） (－）

1株当たり

当期純利益金額又は

純損失金額(△)

(円) 69.74 △517.00 37.07 117.41 171.12

潜在株式調整後

1株当たり

当期純利益金額

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 62.3 8.7 56.6 70.9 79.0

自己資本利益率 (％) 12.2 － 38.6 56.0 48.3

株価収益率 (倍) 13.9 － 20.1 16.1 9.8

配当性向 (％) 40.2 － － － －

従業員数

（他、平均臨時雇用

者数）

(名)
532

(165)

480

(143)

442

(171)

441

(182)

460

(202)

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第33期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されているため

記載しておりません。

３　第32期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当社は新株予約権方式によるストックオプ

ション制度を採用しておりますが新株予約権の行使価格が期中平均価格を上回っており希薄化しておらず、

また、新株予約権付社債を発行していないため、記載しておりません。

        ４  第34期、第35期及び第36期の潜在株式調整後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。

５　従業員数は、就業人員数を表示しております。

６　株価収益率は第33期は当期純損失が計上されているため記載しておりません。

７  第35期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日

 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。
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２【沿革】

昭和48年 5月 通信機器の販売及び美術写真の販売を目的として、札幌市豊平区に有限会社ハドソンを設立。

昭和48年 9月 アマチュア無線機器の販売店「CQハドソン」を開店。

昭和50年 9月 パソコン機器の販売を開始。

昭和53年 3月 パソコン用パッケージゲームソフトの開発・販売を開始。

昭和57年 3月 東京事業所を東京都千代田区に開設。

昭和59年10月 株式会社メディアを買収、株式会社ハドソン販売に商号変更。

昭和59年11月 有限会社ハドソンから株式会社ハドソンに組織変更。

昭和60年 6月 東京事業所を東京都新宿区に移転。

昭和61年 3月 株式会社ハドソン（法律上の消滅会社、実質上の存続会社）、株式会社ハドソン（法律上の存続会

社、本店札幌市北区、休眠会社を買収し商号変更したもの）及び株式会社ハドソン販売の三社合

併。

昭和63年 7月 コンピュータソフトの商標権・版権管理を目的としてハニービー音楽出版株式会社（連結子会

社）を設立。

昭和63年12月 R＆D業務（市場開発や技術・商品のサポート、新規事業開発）とMD業務（ライセンス管理等）

を目的として未来計画株式会社（子会社）を設立。

平成 3年 4月 コンピュータプログラマー、デザイナーの養成を目的としてハドソンコンピュータデザイナーズ

スクール株式会社（子会社）を設立。

平成 4年 9月 札幌市南区芸術の森に中央研究所を開設。

平成 9年 2月 ハドソンコンピュータデザイナーズスクール株式会社を株式会社フューチャービーに商号変更、

会社の目的を、未来の玩具の企画、デザイン及び販売、トレーディングショップの管理運営に変更。

平成10年 3月 株式会社フューチャービーを株式会社未来蜂歌留多商会（連結子会社）に商号変更。

平成10年 5月 任天堂ゲーム機の開発環境整備等を目的として、任天堂株式会社と合弁で招布株式会社（関連会

社）を設立。

平成11年 5月 東京事業所を東京都中央区に移転。

平成12年 2月 保有していた未来計画株式会社の全株式を三菱商事株式会社に売却。

平成12年 3月 招布株式会社の第三者割当増資を引受け、同社を当社の子会社（増資後資本金150百万円　出資比

率　当社60％、任天堂株式会社40％）に変更。

平成12年12月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場に株式を上場。

平成13年 8月 コナミ株式会社が当社の第三者割当増資（5,606千株）を引受け、筆頭株主となる。

平成13年12月 株式会社コナミコンピュータエンタテインメントスタジオより、同社の札幌事業所を分割型吸収

分割により承継。

平成14年 7月 中央研究所をコア・テクノロジーセンタに、東京事業所を東京支社に改称。

平成14年 9月 所期の目的を達成・終了したため、招布株式会社を清算。

平成15年11月 米国での事業拡大を目的にHudson Entertainment,Inc.（連結子会社）を設立。

  平成17年 4月 コナミ株式会社が当社の第三者割当増資（3,000千株）を引受け、親会社となる。

平成17年 5月 ハニービー音楽出版株式会社（連結子会社）を当社に吸収合併。

平成17年 7月 札幌市豊平区から東京都中央区に本社を移転。

平成18年 3月 株式会社未来蜂歌留多商会（連結子会社）を清算。

平成19年 6月 東京都中央区から東京都港区に本社を移転。

EDINET提出書類

株式会社ハドソン(E05158)

有価証券報告書

 5/97



３【事業の内容】

　当社グループは、株式会社ハドソン(以下当社という)、子会社１社（連結子会社１社）、持分法適用関連会社１社及び

親会社１社、親会社の子会社2社により構成されており、主に携帯電話及びネットワーク・ユーザーを対象とするゲー

ム等のコンテンツを制作・販売するネットワーク・コンテンツ関連事業、家庭用ゲーム機に供給する一般消費者向け

ゲーム等のコンテンツを制作・販売するコンシューマ・コンテンツ関連事業及び上記事業に属さないその他事業を

営んでおります。

　なお、次の3部門は 「セグメント情報  事業の種類別セグメント情報」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区

分と同一であります。

区分 主な事業内容 主な会社

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ーテインメン
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
ターテインメント・コンテンツの制作・販売・受託等

当社

Hudson Entertainment, Inc.

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）最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

当社

㈱コナミ

デジタルエンタテインメント

Konami

Digital Entertainment, Inc.

その他事業 上記事業に属さない製品・商品の開発・販売、版権許諾等
当社

ジェイビートゥビー㈱

　

　事業の系統図は、以下のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業の内容

議決権の所有（被所有）
割合

関係内容
所有割合
（％）

被所有割合
（％）

（連結子会社） 　  　   　

Hudson Entertainment,

Inc.

米国

カルフォルニア州

US＄

500

コンシューマ・コンテ

ンツ関連事業

ネットワーク・コンテ

ンツ関連事業

100.0 －

米国におけるモバイル

コンテンツの配信、

ゲームソフトの制作・

販売を委託しておりま

す。

なお、当社より資金援

助を受けております。

役員の兼任 1名

（持分法適用関連会社） 　  　   　

ジェイビートゥビー㈱ 東京都中央区
千円

372,500
その他事業 25.7 －

　

役員の兼任なし。

（親会社） 　  　   　

コナミ㈱（注）２ 東京都港区
千円

47,398,773
 － － 54.0 役員の兼任 １名

　（注）１　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　有価証券報告書を提出しております。

３　特定子会社に該当する会社はありません。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年3月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

ネットワーク・コンテンツ関連事業 183　 (82)　

コンシューマ・コンテンツ関連事業 221  (105)

その他事業 0 (―）　

全社共通 83 （24）　

合計 487
（211）

　

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

460（202）　 34.4 7.7 5,393

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、全体として回復基調ではあったものの、サブプライム問題に端を発した米

国経済の減速感や原油価格の高騰などの不安定要因により個人消費が盛り上がりを欠き、先行きの経済成長に不透

明感を与えております。当社の属するエンターテインメント産業は、据え置き型・携帯型ゲーム機の普及やイン

ターネット環境の整備に伴うオンラインゲームの普及により市場規模1兆円超の産業に発展しつつあるも、人口減

などの要因で将来的には飽和状態になる国内需要を見据え、今後の市場拡大のためには市場規模が国内を上回る北

米・欧州を中心とした海外への事業強化を進めていくことや、新通信媒体を利用したゲームソフトおよびコンテン

ツの制作を積極的に進める必要に迫られております。

 そのような状況のもと当社グループ（当社及び当社子会社）は、モバイル端末向けコンテンツの制作・販売・受

託を中心とするネットワーク・コンテンツ関連事業と、家庭用ゲームソフト及び周辺機器の制作・販売・受託を中

心とするコンシューマ・コンテンツ関連事業を運営し、両事業とも新作ソフト・コンテンツの制作を積極的に進め

るとともに、過去の人気ゲームを再活用し、新時代の媒体に合わせ発売、配信するなど、新たな収益の獲得に注力し

てまいりました。その結果、当連結会計年度においては、ネットワーク・コンテンツ関連事業では、「ｉモード」「

EZweb」「Yahoo!ケータイ」向けを中心にコンテンツ配信が概ね順調に推移いたしました。コンシューマ・コンテ

ンツ関連事業では、新作ゲームソフトを国内で18タイトル、海外で14タイトルを発売し好調に推移し、また過去の人

気タイトルを活かしたコンテンツ配信事業も順調に推移いたしました。  

 以上の結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は174億27百万円（前年同期比12.4％増）、営業利益は27億17

百万円（前年同期比53.6％増）、経常利益は26億54百万円（前年同期比47.1％増）、当期純利益は29億２百万円（前

年同期比23.4％増）となりました。

　

　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。　

　

（ネットワーク・コンテンツ関連事業）

  当社はモバイル端末向けコンテンツの制作・販売・受託事業においては、「ｉモード」「EZweb」「Yahoo!ケー

タイ」の主要３キャリア向けにゲーム及び音楽映像コンテンツの配信を行っております。 

 ゲームコンテンツでは、当社の主力コンシューマ・タイトルである「桃太郎電鉄」シリーズがモバイル端末向け

（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）でも好調で、本年度11タイトルを配信し売上に貢献いたしました。また人気漫

画を素材にした「CROWS×WORST」（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）も売上が順調に推移いたしました。

  音楽映像コンテンツでは、着信メロディサイト「取り放題￥100」は市場動向の影響を受けて減少いたしました

が、着うたフルサイト「着信★うた♪フル」（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）は好調に推移いたしました。ま

た、着うたサイト「着信★うた♪」（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）も堅調に推移いたしました。

　その他のコンテンツの制作では、他社ブランドの受託制作が順調に推移いたしました。　

  以上の結果、当事業部門の売上高は76億13百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は11億19百万円（前年同期比

49.5％減）となりました。

　

（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用コンテンツの制作・販売事業においては、平成19年４月に発売したニンテ

ンドーDS向け「桃太郎電鉄DS～TOKYO&JAPAN」が高い支持を受け、発売本数が35万本に達し売上に貢献いたし

ました。その他「桃太郎電鉄」シリーズは、平成19年7月にWii向け「桃太郎電鉄16　北海道大移動の巻」を、平成19年

12月にはXbox360向け「桃太郎電鉄16　GOLD」を発売いたしました。また、平成20年3月に発売したWii向け「デカス

ポルタ」の初回販売本数が10万本を記録し、平成19年3月に発売したWii向け「めざせ!!釣りマスター」も販売本数

が10万本を超え、売上に貢献いたしました。また定番コンテンツの「ボンバーマンランド」は、ニンテンドーDS、

Wii、プレイステーション2用に国内・北米・欧州向けに展開し、安定した売上を維持しております。その他リピート

受注も順調に推移いたしました。

　ダウンロードビジネスとしては、米国の100％子会社Hudson Entertainment,Inc．が展開しているXbox360向けの「

Bomberman Live」が、平成19年7月に米国で配信開始以来、累計29万ダウンロードを突破しており順調に推移いたし

ました。またWii向けのダウンロードサービスであるバーチャルコンソールも随時タイトルを配信し順調に推移した

他、平成20年３月にはWiiウェアの配信がスタートいたしました。

  他社ブランドの家庭用ゲーム機用コンテンツの受託制作においても、人気シリーズコンテンツが好調で、順調に

推移いたしました。

　以上の結果、当事業部門の売上高は97億20百万円（前年同期比31.6％増）、営業利益は27億８百万円（前年同期比

277.0％増）となりました。
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（その他事業）

　その他事業におきましては、他社からのデバッグ受託業務が大半を占めております。

当事業の売上高は93百万円（前年同期比38.4％増）、営業利益は7百万円（前年同期は1百万円の損失）となりまし

た。

　

 なお、各セグメントの営業損益のほかに、管理部門に係る費用を11億18百万円（前年同期間比4.0％減）計上して

おります。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ25億36百万円増加

の38億49百万円になりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果得られた資金は29億86百万円（前年同期比17億99百万円の増加）となりました。主な要因とし

ては、税金等調整前当期純利益27億23百万円や減価償却費1億58百万円及びその他流動資産の減少2億60百万円に

よる収入と、売上債権の増加3億65百万円の支出によるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は3億62百万円（前年同期比1億52百万円の増加）となりました。主な要因として

は、有形及び無形固定資産の取得による支出2億63百万円や、敷金の純支出80百万円によるものであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は134千円（前年同期比6億2百万円の減少）となりました。前年度と比べ支出が大

きく減少した要因としては、短期借入金の返済が終了したことによるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績

区分

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

ネットワーク・コンテンツ関連事業 4,348,083 117.4

コンシューマ・コンテンツ関連事業 3,669,608 96.2

その他事業 84,964 123.8

合計 8,102,656 106.8

　（注）１　金額には、消費税等は含まれておりません。

２　当社グループでは生産活動は行っておりません。従って、生産実績は製造原価で表示しております。

(2)仕入実績

区分

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

ネットワーク・コンテンツ関連事業 84,230 168.2

コンシューマ・コンテンツ関連事業 1,407,714 100.3

その他事業 － －

合計 1,491,944 102.6

　（注）１　金額は仕入価格によっております。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。

(3)受注実績

区分

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

受注高（千円）
前年同期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同期比
（％）

ネットワーク・コンテンツ関連事業 10,544 10.7 1,103 3.4

コンシューマ・コンテンツ関連事業 1,984,708 107.6 1,530,613 412.4

合計 1,995,252 102.7 1,531,716 379.5

　（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績

区分

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

ネットワーク・コンテンツ関連事業 7,613,901 94.5

コンシューマ・コンテンツ関連事業 9,720,415 131.6

その他事業 93,119 138.4

合計 17,427,436 112.4

　（注）１　金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

任天堂株式会社 1,446,211 9.3 4,132,295 23.7

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ
4,386,825 28.3 3,938,638 22.6

株式会社コナミデジタル

エンタテインメント
3,681,140 23.7 3,417,193 19.6
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３【対処すべき課題】

　当社グループは、企業理念として「デジタルエンターテインメントコンテンツ」を通じ世界中の人々を幸せにする

企業集団を目指すことを掲げております。

　平成20年３月期までに行った財務基盤の立て直しと事業基盤の再構築による復活期から、今後は新たな飛躍期に入

り、「攻めと守りのバランス」を重視しつつ「コンテンツ」と「ビジネスモデル」の新規創造によって企業価値の増

大を目指し株主、顧客および従業員の満足度向上や信頼性構築に努めます。

　①事業運営の強化

　1）コンテンツ創出の強化

　当社グループは、ネットワーク・コンテンツ関連事業、コンシューマ・コンテンツ関連事業それぞれにおいてゲーム

事業を展開しております。今後はプロデューサー制の強化を基盤に、制作からプロモーションまでの一貫した施策を

講じ、新たなオリジナルブランドの創出と既存ブランドの拡充を目指してまいります。

　2）ビジネスモデル創造へのチャレンジ

　当社グループが従来から行ってまいりましたネットワーク・コンテンツ事業、コンシューマ・コンテンツ事業を基

盤として、コンテンツを多面的に展開し新たなビジネスモデルの創造やユーザーへの提供機会の拡大を目指してまい

ります。

　また、新規プラットフォームに対するコンテンツ提供を積極的に進め将来の飛躍への布石を打ってまいります。

　音楽事業につきましては、携帯コンテンツ市場が年々拡大する中で音源競争は激化しておりますが、当社自らも原盤

権の獲得を進め利益率の向上を目指すとともに、今までに培ったノウハウを活用し、他社とのコラボレーションのも

と新たな音楽事業の展開を図ってまいります。

  3） 企業価値の創造

　上記施策により得られた経営資源を収益性・成長性の高い事業へ機動的に重点配分し社員一人当たりの付加価値を

上げ、営業利益率の向上を目指してまいります。

  ② 財務体質の改善

　引き続きプロジェクトの採算性の見極め、生産性の向上、経営の効率化を進め、利益の拡大とキャッシュ・フローの

確保を図り、事業投資の基盤作りを図ってまいります。
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４【事業等のリスク】

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼし得るリスクには以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

(1）会社の事業全般に関するリスク

①　関係会社について

　Hudson Entertainment,Inc.について

　当社グループは米国におけるネットワーク・コンテンツ関連事業及びコンシューマ・コンテンツ関連事業の

推進を図るため、100％子会社であるHudson Entertainment,Inc.を設立しております。  

  同社の主要事業であるネットワーク・コンテンツ関連事業においては米国における音楽等の版権を取得す

ることが重要であり、同社の動向によっては、当社グループの損益、キャッシュ・フローに影響を与える可能性

があります。

　

②　カントリーリスク及び為替リスク

　海外進出対象国（米国・EU等）における経済、政治、法律、文化、ビジネス習慣、競合企業の存在、為替、その他さ

まざまなカントリーリスク等によって、当社の事業戦略及び経営成績に悪影響を受ける可能性があります。

(2）会社の個別事業に関するリスク

①　ネットワーク・コンテンツ関連事業に関するリスク

イ　システムトラブルリスク

　ネットワーク・コンテンツ関連事業におきましては、そのサービス提供は通信ネットワークに依存している

ため、自然災害、事故及びテロ等により通信ネットワークが切断された場合には、当事業の業績に大きな影響が

生じる可能性があります。また、当社が有するサーバー群に関しましては、常に正常なサービス供給を旨として

万全な監視に努めておりますが、外部からの不正な手段による侵入や攻撃、当社、または契約先の役職員の過誤

等によりサービス提供が中断される可能性があり、このような場合、当事業の業績に大きな影響が生じる可能

性があります。

　

ロ　法規制

　現状、ネットワーク・コンテンツの制作・販売及び配信の分野においては、大きな法規制はありませんが、今

後当分野について、何らかの法規制がなされる事態も充分予想されます。これらの法規制に準拠した対応を余

儀なくされる場合には、当事業の業績に大きな影響が生じる可能性があります。

　

ハ　個人情報の取り扱い

　ネットワーク・コンテンツ関連事業においては、利用者の個人情報を扱う場合があります。当社では、これら

のデータがハッキング等により社外へ流出する事がないよう、個人情報管理規程の制定と規程に基づく社内管

理体制の整備を行っております。今後、万が一個人情報漏洩等の問題が発生した場合には、当社への損害賠償請

求や信用低下を招き、当社の業績及び事業展開に大きな影響が生じる可能性があります。

　

ニ　特定取引先への依存

  株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの「iモード」、株式会社KDDIの「EZweb」、ソフトバンクモバイル株式

会社の「Yahoo！ケータイ」という移動体通信事業者（以下「キャリア」という。）各社にコンテンツを提供

しておりますが、現状では株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する売上比率が、他キャリアに対するそれ

に比較し、高くなっております。従いまして、特に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの方針変更や事業動向

は、当社の事業戦略及び経営成績に大きな影響を与える可能性があります。当社グループは現在まで培った

キャリアとの信頼関係をさらに強化するとともに魅力あるサイトを提供することによりリスクを最小限に抑

えるよう対処いたします。
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ホ　キャリアの課金体制に依存

　当社のモバイル事業は、キャリアが提供する「公式コンテンツ」としての審査・認可を受けることにより、利

用者からの情報料回収を行っています。現在、この公式メニューでの課金収益が当事業売上げの大半を占めて

いることから、今後キャリアの事業方針及びビジネスモデルに変更等がある場合、それにより当事業の経営成

績に影響を与える可能性があります。

　

ヘ　国内コンテンツ市場の飽和感

　国内の携帯電話向けコンテンツ市場規模は今後も拡大するとの推測がある一方で、携帯電話の普及率には飽

和感があり、それと連動している携帯電話コンテンツ市場の拡大は、今後鈍化していくとの予測もなされてお

ります。当社もこれらの動きに迅速に対応すべく、新規のビジネスプラン提案や当社の特長を生かしたコンテ

ンツの提供など、市場シェアを獲得すべく種々の方策を打っておりますが、それらの方策が功を奏しなかった

場合、当事業の業績に大きな影響が生じる可能性があります。

　

ト　コンテンツの陳腐化

　携帯コンテンツは、技術革新や消費者嗜好の変化の影響を受け易いため、必ずしもライフサイクルが長いとは

言えず、投下資本を回収できない可能性があります。

　

チ　人気コンテンツへの依存

　当社は、複数の有料コンテンツを提供しておりますが、一部のコンテンツに顧客が集中する傾向は否めませ

ん。これらの人気コンテンツに不具合が生じたり、競争環境に変化が生じたりした場合は、会員数の減少等を招

き、当社の事業戦略及び経営成績に大きな影響を受ける可能性があります。

　

②　コンシューマ・コンテンツ関連事業に関するリスク

　自社ブランドによる家庭用ゲームソフト制作につきましては、プロジェクト毎の事業規模が大きく、また国内に

おける販売実績によっては、キャラクターの商品化許諾等の著作権ビジネスにも発展し得る可能性を内包してお

り、ヒット作の有無により、当社グループの業績が大きく変動する可能性があります。さらに、当事業には、制作期

間中の市場の変化、プラットフォームの変更、制作要員確保の可否、技術の革新等、様々な要因に起因する制作中

止や計画段階における制作工程数・期間と実際のそれとの差異等により、制作費の回収が困難となる制作投資リ

スクが存在します。

　また、他社ブランドの家庭用ゲームソフト制作につきましては、一般的な下請け的受託とは異なり、発注元から

はキャラクターやゲームの世界観等の提供を受けて、これに当社の企画力・技術開発力及び要素技術を融合させ

た上で、高品質のコンテンツとして発注元に納品するものであります。当事業は、発注先との請負契約締結を前提

とするビジネスであり、ソフトの販売動向に左右されずに一定の売上を計上できることから、安定的な収入が見

込めます。また、契約条件によっては、販売数量が一定数を超えた場合には、ロイヤリティ収入が見込める場合が

あります。しかし、契約上定められた納期を遵守できない場合には、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。

　

イ  特定の販売先への依存について

   当社の属するコナミグループの株式会社コナミデジタルエンタテインメントに対する販売実績は平成19年3

月期連結会計年度は36億81百万円、平成20年3月期連結会計年度は34億17百万円であり、それぞれの連結会計年

度の総販売実績に対する割合は、23.7％、19.6％となっております。株式会社コナミデジタルエンタテインメン

トの親会社であるコナミ株式会社は当社の議決権の54.0％を有する大株主であり、当社は同社の子会社という

関係であります。

  株式会社コナミデジタルエンタテインメントの取締役2名が当社の取締役となっており、当社の業務遂行に

関与しております。また、コナミグループの監査役が当社の監査役となり、当社取締役の業務執行に関する監督

を行なっております。

  当社グループの株式会社コナミデジタルエンタテインメントに対する主な販売のうち、自社ブランドによる

家庭用テレビゲームソフトの販売は、コナミグループとの販売基本契約に基づき当社グループが制作した家庭

用ゲームソフトの販売を委託しているものであります。また、同社ブランドの家庭用テレビゲームソフトの制

作受託は、同社グループよりキャラクターやゲームの世界観等の提供を受けて、これに当社グループの企画力

・技術開発力及び要素技術を融合させた上で、高品質のコンテンツとして同社グループに納品しているもので

あります。同社グループとの関係は今後も現在と同様に良好に継続するものと考えております。
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ロ　新製品開発力

　一般的にゲームソフト制作・販売会社は、新製品制作によるヒット作の有無により、経営成績に強い影響を受

ける可能性があります。

　

ハ　コンテンツ開発期間の長期化

　コンテンツの制作期間は短いものでも6ヶ月、長いものでは１、２年となっております。制作期間の長いものが

増加した場合には、制作費用の増加と制作費用を回収するまでの期間が長期化する可能性があります。この制

作期間の長期化は当社グループのキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。

　

ニ　国内市場規模の飽和感

　国内家庭用ゲームソフト市場においては、少子化やユーザーの生活嗜好の多様化による市場の飽和感は否め

ない状況であり、ヒット作の有無や競合他社の発売動向等により、売上が大きく変動する可能性があります。

　

ホ　ロイヤリティ収入

　当社が受託制作したソフトの販売数量は、最終的には発注元の販売力・営業力に大きく左右されるものであ

ります。ロイヤリティ収入の見込める契約において実際の販売数量が当社の予測したそれを下回った場合、見

込んでいたロイヤリティ収入が得られない結果として、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

(1）技術受入契約

会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

㈱ハドソン 任天堂㈱

日本

家庭用テレビ

ゲーム機「

GAME CUBE」
用ゲームソフト

家庭用テレビゲーム機「

GAME CUBE」用ゲームソ
フトの開発・製造・販売に

関する商標権及び技術情報

の供与（受）

許諾地域：日本

平成13年10月15日より
1年間、以降1年ごとの
自動更新（注）

日本

携帯型テレビ

ゲーム装置「ニ

ンテンドー

DS」用ゲーム
ソフト

携帯型テレビゲーム装置

「ニンテンドーDS」用ゲー
ムソフトの開発・製造・販

売に関する知的財産権、商

標権、開発ツール、技術情報

及び営業情報の供与（受）

許諾地域：日本

平成16年12月15日より
1年間、以降1年ごとの
自動更新(注）

日本 

家庭用テレビ

ゲーム機「

Wii」用ゲーム
ソフト 

 家庭用テレビゲーム機「

Wii」用ゲームソフトの開
発・製造・販売に関する知

的財産権、商標権、技術情報

の供与 

平成18年10月2日より1
年間、以降1年ごとの自
動更新 

㈱ハドソン

㈱ソニー・コン

ピュータエンタテイ

ンメント

日本

家庭用テレビ

ゲーム装置「プ

レイステーショ

ン２」用ゲーム

ソフト

家庭用テレビゲーム装置

「プレイステーション２」

用ゲームソフトの開発・製

造・販売に関する商標権及

び技術情報の供与（受）

許諾地域：日本

平成11年9月7日より平
成14年3月31日まで、以
降1年ごとの自動更新
（注）

日本

携帯型テレビ

ゲーム装置

「PSP」用ゲー
ムソフト

携帯型テレビゲーム装置「

PSP」用ゲームソフトの開
発・製造・販売に関する知

的財産権、商標権、開発ツー

ルの供与（受）

許諾地域：日本

平成16年11月15日より
平成17年3月31日まで、
以降1年ごとの自動更
新（注）

㈱ハドソン
㈱エヌ・ティ・ティ

・ドコモ
日本

「iモード」向
けコンテンツ

携帯電話機「iモード」向け
コンテンツの配信供与

（受）

許諾地域：日本

平成13年5月30日より
平成14年3月31日まで、
以降1年ごとの自動更
新（注）

㈱ハドソン KDDI㈱ 日本
「EZweb」向け
コンテンツ

携帯電話機「EZweb」向け
コンテンツの配信供与

（受）

許諾地域：日本

平成17年2月2日より発
効

㈱ハドソン ソフトバンク㈱ 日本

携帯電話「

yahoo！ケータ
イ」向けコンテ

ンツ

携帯電話機「yahoo！ケ－
タイ」向けコンテンツの配

信提供（与）

平成15年11月28日より
平成16年3月31日まで、
以降半年ごとの自動更

新（注）

㈱ハドソン Microsoft Corporation 米国

家庭用テレビ

ゲーム機「

Xbox360」用
ゲームソフト

家庭用テレビゲーム機「

Xbox360」用ゲームソフト
の開発・製造・販売に関す

る商標権及び技術情報の供

与（受）

許諾地域：日本

平成17年10月10日より
3年間

　（注）　提出日現在において契約を更新しております。
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(2）業務委託契約等

会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

㈱ハドソン

コナミ㈱

（㈱コナミデジタ

ルエンタテインメ

ント）

日本 売買基本契約

当社が制作、製造する商品

を日本国内で非独占的に配

給する権利の許諾

平成13年9月１日より1
年間、以降1年ごとの自
動更新（注）

　（注）　提出日現在において契約を更新しております。
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６【研究開発活動】

　当社グループの研究開発活動は、個別のコンテンツ開発に直接には関係しない基礎技術研究のみを狭義の研究開発

と把握しております。当連結会計年度には、主に新型ゲーム機の機能分析及びこれらのゲーム機のためのコンテンツ

を制作するために必要な開発ツールの制作のための研究開発を行い、当該に係る研究開発費は50,488千円であります。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成20年6月19日）現在において当社グループが判断し

たものであります。将来の見通しに関するこれらの判断で予想したものとは大きく異なる可能性があります。

(1）当社における事業環境の分析

  当社の事業環境については、事業及び財務面において約３年半に及ぶ負の遺産の整理が一定の成果を収め、全体

として利益を確実に出しうる経営基盤が確立したと判断しております。今後は「復活期」から「新たな飛躍期」へ

向けて、攻めと守りのバランスを重視しながら、「コンテンツ」創出の強化と「ビジネスモデル」の新規創造によ

り企業価値の増大を目指してまいります。

　当社の事業環境については、それぞれ以下のように分析しております。

ネットワーク・コンテンツ事業環境

　当社は安定した経営基盤を背景に第36期を「次期以降への投資期」と判断いたしております。第36期は音楽事業

のシステム改修を行い、着メロから着うた・着うたフルへの移行をスムーズにするインフラ整備や「

HUDSON MUSIC　ENTERTAINMENT」の設立など音楽・映像原盤事業及びPC向けオンラインゲームへの新規投資

を行いました。また北米・欧州向けの事業展開基盤の整備のため、北米モバイル事業の仕掛品の見直しも行いまし

た。

　このような取り組みにより今後は成長戦略に向けたビジネスモデルを創造し、多様化が進むネットワーク媒体お

よび環境に対応する事業展開を行ってまいります。

コンシューマ・コンテンツ事業環境

  第36期は新規コンテンツを含むゲームソフトの制作・販売に一定の成果が出せた期と判断いたしております。

「桃太郎電鉄」シリーズや「ボンバーマン」シリーズ、加えて新たな「釣りマスター」シリーズなど既存ブランド

のコンテンツについては安定した収益体制を確立することができました。またWii向け「デカスポルタ」のような新

規の自社ブランドコンテンツの創出も可能にする体制作りができました。

　このような取り組みにより今後はさらなるコンテンツ創出の強化を進めてまいります。特に過去の人気シリーズ

に匹敵するような自社ブランドコンテンツを制作していくことは、将来の業績に密接に関わることであり、新規コ

ンテンツの制作を促進する新たな土壌への確立に努めてまいります。
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(2）経営成績

売上高

　売上高は、前連結会計年度（155億10百万円）に比べて19億16百万円（12.4％）増加し、174億27百万円となりまた。

この増加の主な原因は、コンシューマ・コンテンツ関連事業における新作ゲームソフトが好評で売上に貢献したこ

とによるものです。

売上原価

　売上原価は、前連結会計年度（90億43百万円）に比べて5億51百万円（6.1％）増加し、95億94百万円となりました。

この増加の主な原因は、ネットワーク・コンテンツ関連事業でのコンテンツ制作費の増加によるものなどでありま

す。

販売費及び一般管理費

　販売費及び一般管理費は、前連結会計年度（46億98百万円）に比べて4億16百万円（8.9％）増加し、51億15百万円

となりました。この増加の主な原因は、テレビCMなどの広告宣伝費の増加や人員増による人件費の増加によるもの

です。

営業利益

　上記の結果、営業利益は、前連結会計年度（17億68百万円）に比べて9億48百万円（53.6％）増加し、27億17百万円

となりました。

営業外収益

　営業外収益は、為替差益や賃貸料収入の減少により前連結会計年度（47百万円）に比べて2百万円（4.7％）減少

し、45百万円となりました。

営業外費用

　営業外費用は、期中において為替差損や本社移転費用の発生があり、前連結会計年度（12百万円）に比べて96百万

円（784.7％）増加し、1億8百万円となりました。

経常利益

　上記の結果、経常利益は、前連結会計年度（18億4百万円）に比べて8億49百万円（47.1％）増加し、26億54百万円と

なりました。

特別利益

　特別利益は、訴訟の和解金収入により前連結会計年度（33百万円）に比べて１億52百万円（456.0％）増加し、１億

85百万円となりました。

特別損失

　特別損失は、固定資産除却損や減損損失の計上及び海外連結子会社の事業再構築引当金の計上により、前連結会計

年度（11百万円）に比べて１億４百万円（878.0％）増加し、１億16百万円となりました。

税金等調整前当期純利益

　税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度（18億26百万円）に比べて8億97百万円（49.2％）増加し、27億23百万

円となりました。

税効果会計と法人税

　「法人税、住民税及び事業税」、「法人税等調整額」の合計は、前連結会計年度（△５億26百万円）に比べて3億47

百万円減少し、△1億78百万円となりました。

当期純利益

　当期純利益は、前連結会計年度（23億52百万円）に比べて5億50百万円（23.4％）増加し、29億2百万円となりまし

た。当社グループは、株主に対する利益還元を経営上の重要な課題の一つとして位置付けておりますが、繰越損失を

解消するに至らず、当連結会計年度は前連結会計年度に引き続き配当を行わないことといたしました。なお次期に

つきましては業績の見通しを基に1株27円の配当を予定しております。
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(3）各事業セグメントの業績分析

①ネットワーク・コンテンツ関連事業

 当社は、モバイル端末向けコンテンツの制作・販売・受託事業において、「ｉモード」「EZweb」「Yahoo!ケータ

イ」の主要3キャリア向けにゲーム及び音楽映像コンテンツの配信を行っております。

ゲームコンテンツでは、当社の主力コンシューマ・タイトルである「桃太郎電鉄」シリーズがモバイル端末向け

（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）でも好調で、本年度11タイトルを配信し売上に貢献いたしました。また人気漫

画を素材にした「CROWS×WORST」（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）も売上が順調に推移いたしました。

音楽映像コンテンツでは、着信メロディサイト「取り放題￥100」は市場動向の影響を受けて減少いたしましたが、

着うたフルサイト「着信★うた♪フル」（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）は好調に推移いたしました。また、着

うたサイト「着信★うた♪」（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）も堅調に推移いたしました。

その他のコンテンツの制作では、他社ブランドの受託制作が順調に推移いたしました。

　以上の結果、当事業部門の売上高は76億13百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は11億19百万円（前年同期比

49.5％減）となりました。

②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用コンテンツの制作・販売事業においては、平成19年４月に発売したニンテ

ンドーDS向け「桃太郎電鉄DS～TOKYO&JAPAN」が高い支持を受け、発売本数が35万本に達し売上に貢献いたし

ました。その他「桃太郎電鉄」シリーズは、平成19年7月にWii向け「桃太郎電鉄16　北海道大移動の巻」を、平成19年

12月にはXbox360向け「桃太郎電鉄16　GOLD」を発売いたしました。また、平成20年3月に発売したWii向け「デカス

ポルタ」の初回販売本数が10万本を記録し、平成19年3月に発売したWii向け「めざせ!!釣りマスター」も販売本数

が10万本を超え、売上に貢献いたしました。また定番コンテンツの「ボンバーマンランド」は、ニンテンドーDS、

Wii、プレイステーション2用に国内・北米・欧州向けに展開し、安定した売上を維持しております。その他リピート

受注も順調に推移いたしました。

　ダウンロードビジネスとしては、米国の100％子会社Hudson Entertainment,Inc．が展開しているXbox360向けの「

Bomberman Live」が、平成19年7月に米国で配信開始以来、累計29万ダウンロードを突破しており順調に推移いたし

ました。またWii向けのダウンロードサービスであるバーチャルコンソールも随時タイトルを配信し順調に推移した

他、平成20年３月にはWiiウェアの配信がスタートいたしました。

　他社ブランドの家庭用ゲーム機用コンテンツの受託制作においても、人気シリーズコンテンツが好調で、順調に推

移いたしました。

　以上の結果、当事業部門の売上高は97億20百万円（前年同期比31.6％増）、営業利益は27億８百万円（前年同期比

277.0％増）となりました。

　

③その他事業

その他事業におきましては、他社からのデバッグ受託業務が大半を占めております。

 当事業の売上高は93百万円（前年同期比38.4％増）、営業利益は7百万円（前年同期は1百万円の損失）となりま

した。

 なお、各セグメントの営業損益のほかに、管理部門に係る費用を11億18百万円（前年同期間比4.0％減）計上して

おります。
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(4）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ25億36百万円増加

の38億49百万円になりました。

①　キャッシュ・フロー等に重要な影響を与える要因等について

　当社の経営成績はネットワーク・コンテンツ関連事業の課金者数及びダウンロード数の状況、コンシューマ・

コンテンツ関連事業におけるヒット作の有無により大きく左右され、当社のキャッシュ・フローの状況に大きな

影響を与えることとなります。また、ゲーム機器及び携帯電話の性能の向上はこれらに用いられるコンテンツの

開発期間の長期化、開発費用の増加につながり、キャッシュ・フローの減少要因となります。外的要因としては携

帯電話、家庭用ゲーム機メーカーの開発動向、同業他社の発売動向等も当社のキャッシュ・フローに影響を与え

ます。

②　翌連結会計年度の重要なキャッシュ・フローの変動要因について

　翌期には、新たなコンテンツの制作に伴なう支出も増加するものと思われます。

　これにつきましては、手許流動資金で賄う予定です。当社グループの主要事業であるネットワーク・コンテンツ

や家庭用ゲームソフトは、消費者の嗜好の変化・多様化等によるいわゆるヒット作の有無、当社の開発時期の変

更及び競業他社の発売動向等により、売上が大きく変動する可能性があります。このように営業収入は不確定な

要因が存在しますが、平成20年3月31日現在で38億49百万円の資金を有していることに加え、金融機関との関係も

良好に推移していることから大きな流動性リスクがあるとは考えておりません。

営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動の結果得られた資金は29億86百万円（前年同期比17億99百万円の増加）となりました。主な要因とし

ては、税金等調整前当期純利益27億23百万円や減価償却費1億58百万円及びその他流動資産の減少2億60百万円に

よる収入と、売上債権の増加3億65百万円の支出によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果使用した資金は3億62百万円（前年同期比1億52百万円の増加）となりました。主な要因として

は、有形及び無形固定資産の取得による支出2億63百万円や、敷金の純支出80百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は134千円（前年同期比6億2百万円の減少）となりました。前年度と比べ支出が大

きく減少した要因としては、短期借入金の返済が終了したことによるものであります。
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(5）財政状態

　当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末（71億86百万円）に比べて29億94百万円（41.7％）増加の101億

81百万円となりました。

　流動資産は前連結会計年度末（65億２百万円）と比べ27億29百万円（42.0％）増加の92億31百万円となりました。

流動資産の増加の主な原因は、業績が好調に推移したことで当期純利益が増加したことによる現預金の増加や、繰

延税金資産の計上によるものです。

　固定資産は前連結会計年度末（6億84百万円）に比べて2億65百万円（38.8％）増加の9億50百万円となりました。

固定資産の増加の主な原因は、投資有価証券の増加や、繰延税金資産の計上によるものです。

　流動負債は前連結会計年度末（17億35百万円）に比べて86百万円（5.0％）増加の18億22百万円となりました。流

動負債の増加の主な原因は、未払法人税等の増加や、事業再構築引当金の計上によるものです。

　固定負債は前連結会計年度末（4億64百万円）に比べて44百万円（9.5％）増加の5億9百万円となりました。固定負

債の増加の主な原因は、退職給付引当金の計上によるものです。

　純資産は前連結会計年度末（49億86百万円）に比べて28億64百万円（57.4％）増加の78億50百万円となりました。

純資産の増加の主な原因は、業績が好調に推移したことにより、利益剰余金が増加したことによるものです。

 (退職給付引当金について）

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。な

お、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

（製品廃棄損失引当金について）

　返品等により発生した製品のうち、販売が不可能と考えられる分について、廃棄処分をした場合に発生する損失に

備えて、当該製品の帳簿価額相当額を計上しております。

（事業再構築引当金について）　

　海外連結子会社の事業再構築に伴い発生する損失に備えるため、従業員の退職費用支出相当額を計上しておりま

す。

(6）研究開発、特許及びライセンス

　当社グループにおける研究開発については、個別のコンテンツ開発に直接には関係しない基礎技術研究のみを狭

義の研究開発と把握しております。当連結会計年度は、すでに発売された新型ゲーム機の機能分析及びこれらの

ゲーム機のためのコンテンツを制作するために必要な開発ツールの制作のための研究開発を行い、50百万円を計上

しております。
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(7）次期の見通し

①ネットワーク・コンテンツ関連事業

　ネットワーク・コンテンツ関連事業におきましては、「ｉモード」「EZweb」「Yahoo!ケータイ」向けに引き続

きコンテンツ配信を進めていくとともに、モバイル端末向けゲーム開発の老舗として培ってきたノウハウをもと

に多様なネットワーク媒体および環境でのコンテンツ配信も進めてまいります。現状では平成19月12月に開始し

た「iPod touch」（米アップル社の携帯音楽プレーヤー）へのコンテンツ配信やグーグル携帯向けゲームの制作

を進めており、将来への収益確保を目指してまいります。音楽映像配信事業においては本年3月に設立した新音楽

レーベル「HUDSON　MUSIC　ENTERTAINMENT」を通じて3タイトルをリリースしており、今後も音楽業界にお

ける「HUDSONブランド」の確立に注力してまいります。また、海外におけるコンテンツ配信においても、100％

子会社Hudson Entertainment,Inc.を通じ、事業環境の変化に対応しながら、北米・中南米向けの音楽配信、ゲームコ

ンテンツ配信を行ってまいります。

②コンシューマ・コンテンツ関連事業

　コンシューマ・コンテンツ関連事業におきましては、引き続き定番タイトルや新規タイトルを、据え置き型ゲー

ム機、携帯型ゲーム機向けに順次投入する予定でおります。特に累計出荷本数が1,000万本を超える当社の看板

ゲーム「桃太郎電鉄」シリーズが発売開始から20周年を迎えるのに合わせ、平成20年12月にニンテンドーDS向け

「桃太郎電鉄20周年」を発売いたします。本タイトルはグラフィックを3D化したほか、シリーズ初のオンライン

対戦が可能になるなど、従来を上回る人気タイトルを目指し現在制作を進めております。またダウンロードビジ

ネスにも注力していく予定でおります。特にWiiを使用した新たなダウンロードビジネスであるWiiウェアでの配

信を積極的に進めてまいります。家庭用ゲームソフト制作受託についても引き続き推進してまいります。

③その他事業

　その他事業につきましては、引き続き外部デバックを中心に行ってまいります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度における設備投資総額は１億60百万円であり、主なものは当社のコンテンツ制作及びネットワーク

運営に係る工具器具備品等の購入などであります。

(1）ネットワーク・コンテンツ関連事業

　ネットワーク・コンテンツ関連事業におきましては、開発能力向上のため、サーバー・パソコン等の機材購入によ

り57百万円の設備投資を行っております。

(2）コンシューマ・コンテンツ関連事業

 　　　 コンシューマ・コンテンツ関連事業におきましては、研究開発能力の維持、向上を目的としてゲームソフト開

      発機材等を中心とした、2百万円の設備投資を行っております。

　

(3）その他事業

　該当事項はありません。

(4）全社（共通）

　全社（共通）では、本社移転に伴う建物設備工事等により99百万円の設備投資を行っております。
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２【主要な設備の状況】

　当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は以下のとおりであります。

(1）提出会社
　 （平成20年３月31日現在）

事業所名
（所在地）

セグメントの名
称

設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
（名）建物及び構

築物

機械装置
及び運搬
具

工具器具
備品

土地
（面積㎡）

合計

本社

（東京都港区）

（注２）

ネットワーク・

コンテンツ関連

事業

ネットワーク

ゲームの企画、

開発設備

－ － 74,310 － 74,310 130

コンシューマ・

コンテンツ関連

事業

ゲームソフト等

の企画、開発設

備

－ － 11,046 － 11,046 26

全社（共通）
会社統括

業務設備
25,021 － 106,245 － 131,266 51

札幌支社

（札幌市豊平区）

（注２）

ネットワーク・

コンテンツ関連

事業

ネットワーク

ゲームの企画、

開発設備

－ － 1,962 － 1,962 53

コンシューマ・

コンテンツ関連

事業

ゲームソフト等

の企画、開発設

備

－ － 36,214 － 36,214 178

全社（共通）
会社統括

業務設備
15,487 585 58,262

2,931

(44.2)
77,266 22

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　建物の一部を賃借しており、年間賃借料は262,458千円であります。

３　上記のほか、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種類別セグメ
ントの名称

設備の内容
賃借料又はリー
ス料（千円）

株式会社ハドソン
本社

（東京都港区）
全社（共通）

サーバ及びデータ

ベースシステムの設

備

2,508

株式会社ハドソン
札幌支社

（札幌市豊平区）

ネットワーク・コン

テンツ関連事業

ネットワークゲーム

の企画、開発設備
22,708

コンシューマ・コン

テンツ関連事業

ゲームソフト等の企

画、開発設備
1,447

全社（共通）

サーバ及びデータ

ベースシステムの設

備

1,012

(2）海外子会社

事業所名
（所在地）

セグメントの名
称

設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
（名）建物及び構

築物

機械装置
及び運搬
具

工具器具
備品

土地
（面積㎡）

合計

Hudson Entertainment,Inc

（米国カリフォルニア

州）

コンシューマ・

コンテンツ関連

事業

ネットワーク・

コンテンツ関連

事業

ネットワーク・

コンテンツの企

画、開発設備

－ － 18,991 － 18,991 27

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２　建物の一部を賃借しており、年間賃借料は　10,052千円であります。
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３【設備の新設、除却等の計画】

(1）設備の新設計画

　 （平成20年3月31日現在）

事業の種類別セグメント
の名称

投資予定金額　　
（千円）

設備等の主な内容・目的 資金調達方法

ネットワーク・

コンテンツ関連事業
4,000

インターネットを利用したネットワークゲーム

開発及びサービス提供、携帯電話のコンテンツ

開発に伴うパソコン及び機材並びにサーバー及

びネットワークの設備増強

自己資金

コンシューマ・

コンテンツ関連事業
35,000

ゲームコンテンツ制作に伴うパソコン機材、

ゲームコンテンツ開発機材並びにサーバー等設

備の購入

自己資金　

　その他事業 － 　－ －　

小計 39,000 　  

　全社（共通） 61,000
　全社に係るパソコン、社内インフラ設備の新設

及び
自己資金　

合計 100,000 　  

(注）１　金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２　セグメントの計画概要は次のとおりであります。　　

（1）ネットワーク・コンテンツ関連事業のインターネットを利用したネットワークゲームソフトの開発及び

サービス提供、モバイル端末のゲーム制作等の開発投資は、パソコン及び機材設備1,000千円、ネットワーク機

器3,000円であります。

（2）コンシューマ・コンテンツ関連事業のゲームソフト開発投資は、パソコン及び機材設備9,000千円、開発機材

設備26,000千円であります。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,160,000

計 30,160,000

　

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株）
（平成20年3月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年6月19日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 19,214,000 19,214,000

大阪証券取引所

（ニッポン・ニューマーケッ

ト－「ヘラクレス」市場）

－

計 19,214,000 19,214,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。 

　

EDINET提出書類

株式会社ハドソン(E05158)

有価証券報告書

29/97



（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成17年4月27日

(注)
3,000,000 19,214,000 717,000 5,064,276 717,000 3,656,643

　（注）第三者割当　　　発行価格　478円　　資本組入額　239円　　割当先　コナミ株式会社

　

（５）【所有者別状況】

　 平成20年3月31日現在

区分

株式の状況（1単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 13 14 21 76 2 2,893 3,019 －

所有株式数

（単元）
－ 30,363 2,677 107,387 37,527 15 14,155 192,124 1,600

所有株式数の

割合（％）
－ 15.80 1.39 55.90 19.53 0.01 7.37 100.00 －

　（注）１　  自己株式 407株は、「個人その他」に 4単元、「単位未満株式の状況」に 7株含まれております。 

　　　　２　  証券保管振替機構名義の株式300株は、「その他の法人」に3単元含まれております。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％）

コナミ株式会社 東京都港区赤坂９丁目７番２号 10,374 53.99

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社(信託口) 
東京都中央区晴海１丁目８番１１号 1,315 6.85

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社(信託口)
東京都港区浜松町２丁目１１番３号 1,121 5.83

モルガン　スタンレー　アンド　カンパニー　インターナショ

ナル　ピーエルシー

(常任代理人　モルガン・スタンレー証券株式会社）

25 CABOT SQUARE CANARY W HARF,

LONDON E14 4QA ENGLAND

（東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号）

310 1.61

ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　385058

(常任代理人　株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決

済業務室）

WOOLGATE HOUSE.COLEMAN STREET.

LONDON.EC2P 2HD ENGLAND

(東京都中央区日本橋兜町６番７号）

300 1.56

バンク　オブ　ニューヨーク　ジーシーエム　クライアント　ア

カウント　ジェイピーアールデイ　アイエスジー　エフイー　

－エイシ－

(常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀行決済事業部）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

259 1.35

バークレイズ　バンク　ピーエルシー　バークレイズ　キャピ

タル　セキュリティーズ　エスビーエル　ピービーアカウント

（常任代理人　スタンダードチャータード銀行）

1 CHURCHILL PLACE.LONDON E14 5HP,

UNITED KINGDOM

(東京都千代田区永田町２丁目11番１号）

220 1.15

任天堂株式会社 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地１ 200 1.04

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番12号 191 1.00

エフアイ　シブルクス　インベストメント　ファンド　レジ　

ジャス

(常任代理人　シティバンク銀行株式会社） 

 58 BD GRANDE-DUCHESSE CH

ARLOTTE L-1330 LUXEMBOURG 

(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

169 0.88

計 － 14,461 75.26

(注)１ 当事業年度末現在における、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会

社及び資産管理サービス信託銀行株式会社の信託業務の株式数については、当社として把握することができないた

め記載しておりません。

     2　前事業年度末に当社の主要株主であった工藤裕司は、平成19年５月30日付けで主要株主でなくなっております。こ

の主要株主の異動に際し、平成19年5月30日付けにて臨時報告書を提出しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年3月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　　400
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,212,000 192,120 －

単元未満株式 普通株式　　　1,600 － －

発行済株式総数 19,214,000　　 － －

総株主の議決権 － 192,120 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、保管振替機構名義株式（失念株式）が300株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年3月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式） 　     

株式会社ハドソン
 東京都港区赤坂

九丁目７番２号
400 － 400 0.0

計 － 400 － 400 0.0

（８）【ストックオプション制度の内容】

　 該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条7号に該当する普通株式の取得 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 75 132,000

当期間における取得自己株式 － －

※当期間における保有自己株式数には、平成20年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式

数は含まれておりません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 407 － 407 －

 ※当期間における保有自己株式数には、平成20年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株

式数は含まれておりません。
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３【配当政策】

　  当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、経営成績、財務体質及び将来の事業

展開等を勘案した上で、安定的に配当を継続していくことを基本方針としております。

  当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

  これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当及び中間配当ともに取締役会であります。

  当年度の配当につきましては、当期純利益を計上したのにもかかわらず、前年度からの繰越損失の解消には至ら

なかったため配当を行いませんが、次期につきましては業績の見通しを基に1株27円の配当を予定しております。今

後とも更なる収益力の向上と財務体質の強化を行い、将来の事業展開へ向けた内部留保の確保も行いつつ、安定し

た配当を実施できるよう努めてまいります。

  当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことが出来る旨定

款に定めており、かつ会社法第454第5項の規定に基づき、「毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことがで

きる。」旨を定款に定めております。 

　

４【株価の推移】

（１）【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

決算年月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月

最高（円） 1,300 1,450 999 2,425 2,290

最低（円） 480 425 521 683 1,203

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニューマーケット－「ヘラクレス」市場におけるものであります。

（２）【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年1月 2月 3月

最高（円） 1,858 2,050 2,100 1,879 1,900 1,705

最低（円） 1,371 1,640 1,670 1,206 1,520 1,350

（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニューマーケット－「ヘラクレス」市場におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

代表取締役 執行役員社長 石塚　通弘 昭和34年 4月21日生

平成 7年12月 コナミ株式会社入社

(注)４ 10

平成11年 8月 株式会社コナミコンピュータエ

ンタテインメント東京代表取締

役社長　

平成18年 3月 株式会社コナミデジタルエンタ

テインメント執行役員

平成19年10月 当社執行役員副社長

平成20年 6月 当社代表取締役執行役員社長

就任（現任）

取締役 執行役員副社長 樹下 國昭 昭和32年 8月 6日生

昭和56年 4月 コナミ株式会社入社

(注)４ 0

平成18年 3月 株式会社コナミデジタルエンタ

テインメント執行役員

平成19年 5月 当社顧問

平成19年 6月 当社取締役執行役員副社長

（現任）

取締役 執行役員副社長 香月 薫児 昭和33年 3月16日生

昭和59年10月 当社入社

(注)４ 0

平成13年12月 当社執行役員モバイル事業本部

本部長

平成16年11月 当社執行役員常務

平成19年 6月 当社執行役員専務

平成20年 6月 当社取締役執行役員副社長

就任（現任）

取締役 　 野津　直之 昭和30年11月18日生

平成12年 4月 コナミ株式会社入社

(注)４ －

平成16年 5月 コナミ株式会社執行役員管理本

部長

平成17年 6月 当社取締役（現任）

平成18年 3月 株式会社コナミデジタルエンタ

テインメント取締役

平成19年 4月 株式会社コナミデジタルエンタ

テインメント取締役執行役員

（現任）

取締役 　 玉井　昭 昭和38年10月14日生

平成11年 9月 コナミ株式会社入社

(注)４ －

平成17年 4月 コナミ株式会社執行役員財務本

部長

平成17年 6月 当社取締役（現任）

平成18年 3月 株式会社コナミデジタルエンタ

テインメント取締役

平成19年 4月 株式会社コナミデジタルエンタ

テインメント取締役執行役員

（現任）

平成19年 4月 コナミ株式会社執行役員(財務担

当)（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（千株）

常勤監査役 　 坂本　光弘 昭和17年 8月16日生

平成12年 6月 株式会社コナミコンピュータエ

ンタテインメントジャパン監査

役
(注)３ 0

平成16年 6月 コナミマーケティング株式会社

監査役

平成17年 6月 当社監査役（現任）

常勤監査役 　 増子 繁 昭和19年 8月11日生

平成12年10月 コナミマーケティング株式会社

監査役

(注)５ －平成18年 2月 株式会社インターネットレボ

リューション監査役

平成19年 6月 当社監査役（現任）

監査役 　 中嶋　長憲 昭和20年 8月24日生

平成17年 6月 株式会社コナミスポーツ＆ライ

フ監査役（現任）

(注)３ －

平成17年 6月 当社監査役（現任）

平成19年 6月 ＫＰＥ株式会社監査役（現任）

平成19年 6月 コナミリアルエステート株式会

社監査役（現任）

監査役 　 岩垣　泰正 昭和22年 8月16日生

平成16年 6月 コナミリアルエステート株式会

社監査役（現任）

(注)３ －

平成17年 6月 当社監査役（現任）

平成17年 6月 株式会社コナミスポーツ＆ライ

フ監査役（現任）

平成18年 3月 株式会社コナミデジタルエンタ

テインメント監査役（現任）

　 　 　 　 計 　 11

　（注）１ 取締役 野津直之及び玉井昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

２ 監査役 坂本光弘、増子繁、中嶋長憲及び岩垣泰正は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

３ 平成17年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間 

４ 平成20年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 

５ 平成19年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実を

図りながら、環境の変化に対応した意思決定のできる組織体制を構築することを重要な課題と考えております。

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　当社は毎月の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は法令や定款で定

められた事項や重要な経営事項の決定及び経営戦略の策定、並びに各本部に所属する執行役員等が行う業務執行

の監督に当っております。当社は執行役員制度を導入し、意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、

業務執行体制の強化を通じて企業経営のさらなる活性化を図っております。監査役は取締役会に出席するととも

に、監査役会を毎月開催し、監査体制の充実を図っております。会計監査人はあずさ監査法人を選任し、通常の会

計監査に加え、各種助言を受けております。また、顧問契約を締結している税理士及び弁護士からは状況に応じた

助言も受けております。取締役及び監査役の選任の状況については、取締役は社内取締役３名、社外取締役２名の

合計５名、監査役は社外監査役４名で構成されております。なお、当社は、取締役を12名以内とする旨を定款で定

めており、また取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行うと定款に定めております。取締役の選任決議については、累計投票に

よらない旨を定款で定めております。

②　役員報酬の内容

　当期において、当社の取締役及び監査役に支払った報酬は取締役5名に対して80百万円、監査役4名に対して28百

万円であります。またこのなかの社外役員に支払った報酬は6名に対し37百万円であります。

③　監査報酬の内容

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　23百万円

④　内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続並びに内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携状況

　当社の内部監査は代表取締役社長直属の独立した組織であり、現在の人員は１名であります。

　監査役は社外監査役４名で構成されております。内部監査室と監査役は随時連携を取っており、業務執行に関し

ての問題点等を発見した場合には連絡を密にし、問題の解決に当っております。

　監査役監査及び会計監査との相互連携状況につきましては、会計監査の過程で見受けられた内部統制上の問題

点、会計処理上の懸念事項等を監査役会に連絡を行い、また決算終了前に監査役会に対する期末監査結果報告会

を開催し、監査役会は問題点の把握と問題解決への方策を検討し、実施しております。

⑤　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係者の概要

　社外取締役１名は当社の親会社であるコナミ株式会社の執行役員であり、同社の子会社として業務執行の監督

機能の確立を図っております。また、社外監査役のうち２名は常勤監査役として当社の取締役の業務執行の監督

に専念しており、他の社外監査役２名はコナミグループの監査役として取締役の業務執行に対する監督に当たっ

ております。

⑥　責任限定契約の内容の概要

  社外取締役及び社外監査役は、当社との間で会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

⑦　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近における実施状況

　最近におきましては平成19年3月1日付の人事異動おいて、内部監査室長の異動を行い、新内部監査室長の下、内

部統制システムの構築、内部統制の強化のための施策を実施しております。また内部監査室長は会計監査人及び

監査役との連携・調整を図りながら業務執行の監督に当っております。

⑧　業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、提出会社に係る継続監査年数及び監査業務に係る補助

者の構成

イ　業務を執行した公認会計士

田名部雅文（あずさ監査法人）

大北　尚史（あずさ監査法人）

ロ　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　２名

会計士補　　２名

その他  　　３名
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⑨　剰余金の配当等の決定機関

　　当社は、剰余金の配当等を機動的に実施するため、会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別

段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により剰余金の配当等ができる旨の定款に定めております。

⑩　自己株式取得の決定機関

　　当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第459条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引

等により自己株式の取得を可能とする旨を定款に定めております。

⑪　株主総会の特別決議要件

　　当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもっ

て行う旨を定款に定めております。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「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、前連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連

結会計年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）の連

結財務諸表及び前事業年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）の財務諸表について、並びに、金融商品取引

法第193条の2第1項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）の連結財務諸表及

び当事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けて

おります。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　 　
前連結会計年度

（平成19年3月31日）
当連結会計年度

（平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  1,312,192   3,849,076  

２　受取手形及び売掛金   2,909,573   3,275,005  

３　たな卸資産 　  1,243,535   1,176,311  

４　前払費用 　  233,948   146,702  

５　繰延税金資産 　  533,545   748,913  

６　その他 　  309,564   50,350  

  　貸倒引当金 　  △39,901   △14,655  

流動資産合計 　  6,502,458 90.5  9,231,704 90.7

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1）建物及び構築物 　 70,773   60,496   

減価償却累計額 　 30,362 40,411  19,558 40,938  

(2）工具器具備品 　 1,382,665   1,496,304   

減価償却累計額 　 1,074,467 308,197  1,187,918 308,385  

(3）その他 　 31,073   15,852   

減価償却累計額 　 22,924 8,148  12,334 3,517  

有形固定資産合計 　  356,757 5.0  352,841 3.4

２　無形固定資産 　       

(1）その他 　  66,128   102,549  

無形固定資産合計 　  66,128 0.9  102,549 1.0

３　投資その他の資産 　       

(1）投資有価証券 　  1,000   23,968  

(2）繰延税金資産 　  －   135,568  

(3）その他 　  465,037   512,699  

    貸倒引当金 　  △204,512   △177,468  

投資その他の資産合計 　  261,525 3.6  494,767 4.9

固定資産合計 　  684,411 9.5  950,157 9.3

資産合計 　  7,186,870 100.0  10,181,862 100.0
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前連結会計年度

（平成19年3月31日）
当連結会計年度

（平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　支払手形及び買掛金 　  205,860   54,187  

２　未払金 　  1,348,795   1,264,469  

３　未払法人税等 　  32,581   197,983  

４  製品廃棄損失引当金 　  11,428   11,422  

５　事業再構築引当金　 　  －   49,644  

６　その他 　  137,320   244,771  

流動負債合計 　  1,735,985 24.1  1,822,479 17.9

Ⅱ　固定負債 　       

１　退職給付引当金 　  464,649   508,896  

２　その他 　  220   220  

固定負債合計 　  464,869 6.5  509,116 5.0

負債合計 　  2,200,855 30.6  2,331,596 22.9

　 　       

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  5,064,276 70.5  5,064,276 49.7

２　資本剰余金 　  3,656,643 50.9  3,656,643 35.9

３　利益剰余金 　  △3,706,530 △51.6  △804,079 △7.9

４　自己株式 　  △231 △0.0  △363 △0.0

　　株主資本合計 　  5,014,156 69.8  7,916,475 77.7

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　繰延ヘッジ損益 　  － －  △748 △0.0

２　為替換算調整勘定 　  △28,141 △0.4  △65,460 △0.6

　　評価・換算差額等合計 　  △28,141 △0.4  △66,209 △0.6

純資産合計 　  4,986,014 69.4  7,850,266 77.1

負債純資産合計 　  7,186,870 100.0  10,181,862 100.0
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②【連結損益計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  15,510,689 100.0  17,427,436 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  9,043,197 58.3  9,594,601 55.1

売上総利益 　  6,467,492 41.7  7,832,835 44.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１,２  4,698,536 30.3  5,115,431 29.4

営業利益 　  1,768,955 11.4  2,717,404 15.5

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 423   1,279   

２　為替差益 　 5,497   －   

３　賃貸料収入 　 27,707   16,701   

４　保険解約返戻金 　 －   13,014   

５　持分法による投資利益 　 8,468   8,410   

６　その他 　 5,714 47,811 0.3 6,139 45,545 0.3

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 5,253   －   

２　為替差損 　 －   80,299   

３　リース解約損失 　 1,832   1,860   

４  原状回復費 　 1,080   －   

５  本社移転費用 　 －   24,528   

６　その他 　 4,112 12,279 0.1 1,948 108,636 0.6

経常利益 　  1,804,487 11.6  2,654,312 15.2

Ⅵ　特別利益 　       

１　固定資産売却益 ※３ 16   1,741   

２　貸倒引当金戻入益 　 31,919   42,576   

３　和解金 　 －   140,000   

４　その他 　 1,500 33,436 0.2 1,589 185,907 1.1
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前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失 　       

１　固定資産売却損 ※４ 124   －   

２　固定資産除却損 ※５ 11,051   55,524   

３　減損損失 ※６ －   11,257   

４　事業再構築引当金繰入額 　 －   49,644   

５　その他 　 728 11,904 0.0 － 116,426 0.7

税金等調整前当期純利益 　  1,826,020 11.8  2,723,793 15.6

法人税、住民税及び事業税 　 10,773   172,247   

法人税等調整額 　 △537,057 △526,284 △3.4 △350,905 △178,657 △1.0

当期純利益 　  2,352,304 15.2  2,902,451 16.6
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年4月 1日　至　平成19年3月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高（千円） 5,064,276 3,656,643 △6,058,835 △231 2,661,851

連結会計年度中の変動額      

当期純利益   2,352,304  2,352,304

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 2,352,304 － 2,352,304

平成19年3月31日　残高（千円） 5,064,276 3,656,643 △3,706,530 △231 5,014,156

 

評価・換算差額等

純資産合計
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高（千円） △29,432 △29,432 2,632,418

連結会計年度中の変動額    

当期純利益   2,352,304

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

1,291 1,291 1,291

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

1,291 1,291 2,353,596

平成19年3月31日　残高（千円） △28,141 △28,141 4,986,014

当連結会計年度（自　平成19年4月 1日　至　平成20年3月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日　残高（千円） 5,064,276 3,656,643 △3,706,530 △231 5,014,156

連結会計年度中の変動額      

自己株式の取得    △132 △132

当期純利益   2,902,451  2,902,451

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 2,902,451 △132 2,902,319

平成20年3月31日　残高（千円） 5,064,276 3,656,643 △804,079 △363 7,916,475

 

評価・換算差額等

純資産合計
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成19年3月31日　残高（千円） － △28,141 △28,141 4,986,014

連結会計年度中の変動額     

自己株式の取得    △132

当期純利益    2,902,451

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△748 △37,318 △38,067 △38,067

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△748 △37,318 △38,067 2,864,251

平成20年3月31日　残高（千円） △748 △65,460 △66,209 7,850,266
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　税金等調整前当期純利益 　 1,826,020 2,723,793

２　減価償却費 　 118,532 158,894

３　減損損失 　 － 11,257

４　貸倒引当金の増減額(減少は△) 　 △31,319 △52,015

５　退職給付引当金の増減額
（減少は△）

　 42,234 44,247

６  事業再構築引当金の増減額
（減少は△）

　 － 49,644

７　受取利息 　 △3,117 △1,279

８　支払利息 　 5,253 －

９　為替差損益（差益は△） 　 △3,948 53,580

10　持分法による投資損益(利益は△) 　 △8,468 △8,410

11　固定資産除売却損 　 11,176 55,524

12　売上債権の増減額(増加は△) 　 △932,990 △365,431

13　たな卸資産の増減額（増加は△） 　 △223,499 67,224

14　前払費用の増減額(増加は△) 　 84,210 88,462

15　その他の資産の増減額
 (増加は△) 　 △193,059 260,132

16　投資その他の資産の増減額
(増加は△） 　 △7,140 37,659

17　仕入債務の増減額(減少は△) 　 158,348 △151,672

18　その他の流動負債の増減額
(減少は△） 　 354,163 23,094

19　和解金 　 － △140,000

20　その他 　 923 △90

小計 　 1,197,320 2,854,614

21　利息及び配当金の受取額 　 3,117 1,279

22　和解金の受取額 　 － 140,000

23　利息の支払額 　 △5,012 －

24　法人税等の支払額 　 △8,609 △9,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 1,186,816 2,986,645
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前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　有形固定資産の取得による支出 　 △186,802 △160,004

２　有形固定資産の売却による収入 　 2,844 2,846

３　無形固定資産の取得による支出 　 △26,727 △103,095

４　投資有価証券の取得による支出 　 － △22,968

５　貸付けによる支出 　 △150 －

６　貸付金の回収による収入 　 938 977

７　敷金の支払いによる支出 　 － △225,708

８　敷金の返還による収入 　 － 145,410

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △209,897 △362,542

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

１　短期借入金の純増減額 　 △600,000 －

２　長期借入金の返済による支出 　 △2,964 －

３　自己株式の取得による支出 　 － △132

４　配当金の支払額 　 △126 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △603,091 △134

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 　 5,172 △87,085

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 

(減少は△) 　 379,000 2,536,884

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 　 933,192 1,312,192

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 　 1,312,192 3,849,076
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

１　連結の範囲に関する事項

　

イ　連結子会社の数　　　　　　1社

Hudson Entertainment,Inc.

イ　連結子会社の数　　　　　　1社

Hudson Entertainment,Inc.
 ロ　主要な非連結子会社の名称等

　該当事項ありません。

ロ　主要な非連結子会社の名称等

同左

２　持分法の適用に関する事

項

イ　持分法適用の関連会社数　　1社

ジェイビートゥビー㈱

イ　持分法適用の関連会社数　　1社

ジェイビートゥビー㈱

 ロ　持分法を適用していない非連結子会社

　該当事項ありません。

ロ　持分法を適用していない非連結子会社

同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

　 　

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの…連結決算日の市場

価格等に基づく時

価法

（評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定）

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの…移動平均法による

原価法

時価のないもの

同左

 ロ  デリバティブ

      時価法

ロ  デリバティブ

同左

 ハ　たな卸資産

(イ）商品・製品・原材料・貯蔵品

総平均法による原価法

ハ　たな卸資産

(イ）商品・製品・原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、商品、製品、原材

料、及び貯蔵品の評価方法を総平均法

から移動平均法に変更いたしました。

この変更は、当社の親会社と同一の基

幹会計システムを導入したことによ

り、親子会社間の会計処理の統一を図

ることを目的として行ったものであ

ります。

この変更による影響は軽微でありま

す。

また、当該変更が下半期に行われたた

め、当中間連結会計期間は従来の方法

によっております。

この変更による影響は軽微でありま

す。

 (ロ）コンテンツ

　個別法による原価法

　なお、コンテンツについては、見込販

売可能期間に基づく定額法で償却し、

売上原価として処理しております。

(ロ）コンテンツ

同左

 (ハ）仕掛品

 個別法による原価法

(ハ）仕掛品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法（但し、平成10年4月1日以降に

取得した建物（建物附属設備を除く）

について、定額法）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　40～50年

工具器具備品　　　　　 4～10年

イ　有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついて、定額法）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建物及び構築物　　　　40～50年

　工具器具備品　　　　　 4～10年

　（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、法人税法の改

正（「所得税法等の一部を改正する

法律」（平成19年3月30日　法律第6

号）及び「法人税法施行令の一部を

改正する政令」（平成19年3月30日　

政令第83号））に伴い、平成19年4月1

日以降に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。

　なお、この変更による営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に

与える影響は軽微であります。

 ロ　無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用ソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（3年か

ら5年）に基づく定額法。

ロ　無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。な

お、数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（5年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。

ロ　退職給付引当金

同左

  ハ  製品廃棄損失引当金

     返品等により発生した製品のうち、

   販売が不可能と考えられる分について、

   廃棄処分をした場合に発生する損失に

   備えて、当該製品の帳簿価額相当額を

   計上しております。

ハ  製品廃棄損失引当金

同左

 －

　

ニ  事業再構築引当金

　海外連結子会社の事業再構築に伴い発

生する損失に備えるため、従業員の退職

費用支出相当額を計上しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が、借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

              同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：先物為替予約取引

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：同左

 ヘッジ対象：外貨建予定取引 ヘッジ対象：同左

 ハ　ヘッジ方針

　内部規程で定めるリスク管理方法に基

づき、為替変動リスクをヘッジしており

ます。

ハ　ヘッジ方針

　            同左

 ニ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象における通

貨、期日等の重要な条件が同一であり、

かつヘッジ期間を通じて変動相場また

はキャッシュ・フロー変動を相殺して

いると想定することができるため、ヘッ

ジの有効性評価は省略しております。

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

              同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理の方法

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理の方法

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

同左
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      会計処理の変更

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
    至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
    至　平成20年3月31日）

 （連結貸借対照表）  

  当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月

9日　企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月9日　企業会計適用指針第8号）を適

用しております。従来の資本の部に相当する金額は

4,986,014千円であります。

  なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 

 （連結貸借対照表）  

―

  

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

１．前連結会計年度まで区分掲記していた「土地」（当

連結会計年度6,814千円）は、金額的重要性が少なくなっ

たため、当連結会計年度より有形固定資産の「その他」

の中に含めて表示することにいたしました。

―

２．前連結会計年度まで区分掲記していた「機械装置及

び運搬具」（当連結会計年度1,334千円）は、金額的重要

性が少なくなったため、当連結会計年度より有形固定資

産の「その他」の中に含めて表示することにいたしま

した。

　

（連結損益計算書） （連結損益計算書）

― １.　前連結会計年度まで営業外費用に区分掲記していた

「原状回復費」（当連結会計年度は847千円）は、金額

的重要性が乏しくなったため、営業外費用「その他」に

含めております。

 

EDINET提出書類

株式会社ハドソン(E05158)

有価証券報告書

52/97



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

当連結会計年度
（平成20年3月31日）

※　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

３行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

※　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

３行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越限度額  6,300,000千円

借入実行残高 ―  千円

差引額 6,300,000千円

当座貸越限度額    6,300,000千円

借入実行残高 　―  千円

差引額 6,300,000千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。

広告販促費 1,479,068千円

販売手数料  1,237,924千円

給料及び手当 636,508千円

退職給付費用 15,568千円

広告販促費  1,754,277千円

販売手数料 1,298,739千円

給料及び手当  749,570千円

退職給付費用  17,740千円

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　 32,591千円 　     50,488千円

※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

有形固定資産「工具器具備品」      16千円 有形固定資産「工具器具備品」    1,153千円

有形固定資産「その他」      587千円

　計     1,741千円

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４　　　　　　　　　　―

有形固定資産「工具器具備品」   124千円 　     

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物      6,537千円

工具器具備品   4,513千円

　計   11,051千円

建物及び構築物     17,745千円

工具器具備品  619千円

ソフトウェア 37,160千円

　計       55,524千円
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前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

※６  減損損失

―

※６  減損損失

　　当社は当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

　（1）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 減損損失

　北海道
　札幌市

売却
予定資産

建物 7,375千円

土地 3,882千円

　（2）減損損失の認識に至った経緯

　北海道札幌市に所有する建物及び土地は事業上保有する

メリットに乏しくなったため売却を予定し、当連結会計

年度において減損損失を認識し、正味売却価額まで減額

いたしました。

　（3）グルーピングの方法

　継続的に損益の把握を行っている単位ごとに資産のグ

ルーピングを行っております。但し、売却予定資産につ

いては物件毎にグルーピングしております。

　（4）回収可能価額の算定方法等

　売却予定資産の回収可能価額は、正味売却価額によって

おり、正味売却価額は売却予定価額により評価しており

ます。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 19,214,000 ― ― 19,214,000

合計 19,214,000 ― ― 19,214,000

自己株式     

普通株式 332 ― ― 332

合計 332 ― ― 332

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。 

　

当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 19,214,000 ― ― 19,214,000

合計 19,214,000 ― ― 19,214,000

自己株式     

普通株式 332 75 ― 407

合計 332 75 ― 407

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加75株は、単元未満株式の買取による増加75株であります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,312,192千円

現金及び現金同等物 1,312,192千円

現金及び預金勘定  3,849,076千円

現金及び現金同等物  3,849,076千円

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

［借手側］

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

［借手側］

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 223,164 164,064 59,099

有形固定資産
「その他」

10,787 7,413 3,373

無形固定資産

 「その他」
7,998 4,319 3,678

　
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 95,585 76,148 19,437

無形固定資産

 「その他」
7,998 5,919 2,078

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内      50,488千円

１年超     22,257千円

合計     72,746千円

１年内       17,401千円

１年超        4,855千円

合計    22,257千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 84,083千円

減価償却費相当額      79,214千円

支払利息相当額     3,137千円

支払リース料       27,677千円

減価償却費相当額       25,995千円

支払利息相当額          673千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

  （減損損失について）

    リース資産に配分された減損損失はありません。

  （減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年3月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

　            該当事項はありません。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

３　時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

区分 内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 非上場株式 1,000

合計 1,000

当連結会計年度（平成20年3月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

　            該当事項はありません。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

３　時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

区分 内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 非上場株式 23,968

合計 23,968
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

(1）取引の内容

　当社グループ（当社及び連結子会社）が利用している

デリバティブ取引は、通貨関連で先物為替予約取引であ

ります。

同左

(2）取引に関する取組方針及び利用目的

　当社グループは、海外からの開発受託代金に係わる為

替変動のリスクに備えるため先物為替予約取引を行っ

ております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

 

①ヘッジ会計の方法

　主として繰延ヘッジ処理を採用している。先物為替

予約取引については振当処理を採用しております。

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象  

（ヘッジ手段） 　 （ヘッジ対象）

先物為替予約取引　 外貨建予定取引

 

③ヘッジ方針

　内部規程で定めるリスク管理方法に基づき、為替変

動リスクをヘッジしております。

 

④ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象における通貨、期日等の重

要な条件が同一であり、かつヘッジ期間を通じて変動

相場またはキャッシュ・フロー変動を相殺している

と想定することができるため、ヘッジの有効性評価は

省略しております。

 

(3）取引に係るリスクの内容

　当社グループが利用しているデリバティブ取引は、為

替変動の市場リスクを有しております。なお、当社グ

ループのデリバティブ取引の契約先は信用度の高い国

内の銀行であるため、相手方の契約不履行による信用リ

スクはほとんどないと認識しております。

 

(4）取引に係るリスク管理体制

　当社グループでは、デリバティブ取引に関する基本方

針、権限及び取引限度額の定めに則り、取引がなされて

おります。また、定期的な取引状況の把握及び報告がな

されております。

 

(5）「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等

　該当事項はありません。

 

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

　当社グループ（当社及び連結子会社）が利用しているデ

リバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、デ

リバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の記載は省

略しております。

                     同左
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（退職給付関係）

前連結会計年度

(1）採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

(2）退職給付債務に関する事項（平成19年3月31日現在）

①退職給付債務 △495,566千円

②未認識数理計算上の差異 30,916千円

③退職給付引当金 △464,649千円

　（注）　退職給付債務の算定に当っては、特定退職金共済制度の給付予定額を控除しております。

(3）退職給付費用に関する事項（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

①勤務費用 44,877千円

②利息費用 6,053千円

③数理計算上の差異の費用処理額 14,284千円

④退職給付費用 65,215千円

　（注）　上記の退職給付費用以外に特定退職金共済制度の掛金18,852千円を支払っております。

(4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 1.4％

③数理計算上の差異の処理年数 5年

　

当連結会計年度

(1）採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

(2）退職給付債務に関する事項（平成20年3月31日現在）

①退職給付債務 △523,817千円

②未認識数理計算上の差異 　　14,920千円

③退職給付引当金 △508,896千円

　（注）　退職給付債務の算定に当っては、特定退職金共済制度の給付予定額を控除しております。

(3）退職給付費用に関する事項（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

①勤務費用    45,976千円

②利息費用   　6,937千円

③数理計算上の差異の費用処理額    14,996千円

④退職給付費用   67,911千円

　（注）　上記の退職給付費用以外に特定退職金共済制度の掛金20,486千円を支払っております。

(4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率  　1.5％

③数理計算上の差異の処理年数 　５年

　

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ハドソン(E05158)

有価証券報告書

59/97



（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

当連結会計年度
（平成20年3月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産） 　

(1）繰延税金資産（流動） 　

たな卸資産 1,401,023千円

前払版権料       15,207千円

未払事業税       15,756千円

繰越欠損金 534,629千円

その他       40,581千円

小計 2,007,197千円

評価性引当額 △1,472,568千円

繰延税金資産（流動）合計 534,629千円

(2）繰延税金資産（固定） 　

繰越欠損金  440,057千円

貸倒引当金       87,091千円

退職給付引当金 187,718千円

投資有価証券       46,306千円

一括償却資産 15,556千円

無形固定資産 15,614千円

その他       26,010千円

小計 818,355千円

評価性引当額 △818,355千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

（繰延税金負債） 　

(1）繰延税金負債（流動） 　

貸倒引当金    1,084千円

繰延税金負債（流動）合計    1,084千円

(2）繰延税金負債（固定） 　

貸倒引当金      －千円

繰延税金負債（固定）合計      －千円

（繰延税金資産） 　

(1）繰延税金資産（流動） 　

たな卸資産    1,211,969千円

前払版権料       39,983千円

未払事業税   19,053千円

その他      19,236千円

小計   1,290,243千円

評価性引当額   △540,444千円

繰延税金資産（流動）合計 749,798千円

(2）繰延税金資産（固定） 　

繰越欠損金  203,787千円

貸倒引当金     73,342千円

退職給付引当金 206,306千円

投資有価証券     46,466千円

一括償却資産 26,857千円

無形固定資産 9,866千円

その他     23,688千円

小計 590,315千円

評価性引当額 　 △454,746千円

繰延税金資産（固定）合計 　135,568千円

（繰延税金負債） 　

(1）繰延税金負債（流動） 　

貸倒引当金         885千円

繰延税金負債（流動）合計         885千円

　      　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入

されない項目

 

0.4％

評価性引当額の減額 △69.2％

住民税均等割額 0.4％

その他 △0.8％

税効果会計適用後の法人税

等の負担率

 

△28.8％

　 　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 　　40.5％

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入

されない項目

 

　 0.2％

評価性引当額の減額 　　　△47.6％

住民税均等割額 　 0.3％

その他 　　0.0％

税効果会計適用後の法人税

等の負担率

 

　　　△6.6％
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年4月１日　至　平成19年3月31日）

　

ネットワー
ク・コンテ
ンツ関連事
業（千円）

コンシュー
マ・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）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 8,058,582 7,384,816 67,290 15,510,689 － 15,510,689

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － 　　(－) －

計 8,058,582 7,384,816 67,290 15,510,689 　　(－) 15,510,689

営業費用 5,841,049 6,666,286 68,916 12,576,252 1,165,480 13,741,733

営業利益（△営業損失） 2,217,532 718,529 △1,625 2,934,436 (1,165,480) 1,768,955

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
      

資産 3,560,596 2,599,579 32,014 6,192,189 994,679 7,186,870

減価償却費 46,643 49,068 884 96,597 21,935 118,532

資本的支出 111,867 40,665 27,749 180,282 33,247 213,530

当連結会計年度（自　平成19年4月１日　至　平成20年3月31日）

　

ネットワー
ク・コンテ
ンツ関連事
業（千円）

コンシュー
マ・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）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 7,613,901 9,720,415 93,119 17,427,436 － 17,427,436

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － （－) －

計 7,613,901 9,720,415 93,119 17,427,436 （－) 17,427,436

営業費用 6,494,043 7,011,648 85,614 13,591,305 1,118,726 14,710,032

営業利益（△営業損失） 1,119,858 2,708,767 7,505 3,836,130 (1,118,726) 2,717,404

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
      

資産 2,024,664 3,741,212 9,339 5,775,216 4,406,646 10,181,862

減価償却費 41,137 35,758 769 77,664 81,229 158,894

減損損失 － － － － 11,257 11,257

資本的支出 79,157 8,126 － 87,283 136,576 223,860

　（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）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ーテインメント・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ーテイン

メント・コンテンツの制作・販売・受託等

(2）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・
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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最新テクノロジーの研究・技術開発（R&D）事業、家庭用ゲー

ム機向け制作支援システム・ツール・半導体等の開発・販売

等

(3）その他事業…………………………………上記事業に属さない製品・商品の制作・販売、版権許諾等

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理

部門にかかる費用であり、前連結会計年度は1,165,480千円、当連結会計年度は1,118,726千円であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、

長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であり、前連結会計年度は994,679

千円、当連結会計年度は4,406,646千円であります。

EDINET提出書類

株式会社ハドソン(E05158)

有価証券報告書

62/97



【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

 
日本

（百万円）
北米 

（百万円）
計

（百万円）

消去又
は全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業利益      

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,051,013 1,459,676 15,510,689 － 15,510,689

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
125,448 199,267 324,715 (324,715) －

計 14,176,461 1,658,943 15,835,405 (324,715) 15,510,689

 営業費用 11,346,627 1,586,843 12,933,471 808,262 13,741,733

 営業利益 2,829,833 72,099 2,901,933 (1,132,977) 1,768,955

Ⅱ　資産 6,278,645 867,674 7,146,319 40,550 7,186,870

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用および全社資産の主なものは、「事業の種類別セグメント情

報」「(注)3、4」と同一であります。

当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3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。
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【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

　 北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,435,989 365,268 64,520 21,735 2,887,513

Ⅱ  連結売上高 （千円）     15,510,689

Ⅲ  連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
15.7 2.4 0.4 0.1 18.6

      （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

                (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、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北アイルラン

ド連合共和国（イギリス）

                (3)  アジア…中華人民共和国、大韓民国、シンガポール共和国 

                (4)  その他…オーストラリア連邦 

            ３．海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

　 北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,865,603 517,129 15,275 2,368 2,400,376

Ⅱ  連結売上高 （千円）     17,427,436

Ⅲ  連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
10.7 3.0 0.1 0.0 13.8

      （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

                (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、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北アイルラン

ド連合共和国（イギリス）

                (3)  アジア…中華人民共和国、大韓民国、シンガポール共和国 

                (4)  その他…オーストラリア連邦 

            ３．海外売上高は、当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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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

２　子会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金

　

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容
取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連

会社

ジェイビー

トゥビー㈱

東京都

中央区

千円 

372,500

情報処理等

のサービス

（所有）

直接

25.7％

－
リース

取引

営業権

譲渡
－

長期未

収入金
155,482

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）①　両者協議により個別に契約を締結しております。

②　金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

③　ジェイビートゥビー㈱への長期未収入金については、全額貸倒引当金を計上しております。

３　兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権
等の所
有（被
所有）
割合

関係内容

取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

の子会

社

㈱コナミ

デジタルエンタ

テインメント

東京都

港区

千円

26,000,000

総合エンタ

テインメン

ト業

－    3名
制作

受託

当社

製品の

販売

3,681,140 売掛金 417,045

親会社

の子会

社

Konami Digital

Entertainment, Inc.

米国カ

リフォ

ルニア

州

 千＄

21,500

北米におけ

る家庭用コ

ンピュータ

ソフトウェ

アの販売及

び制作

－  －
販売

委託

当社

製品の販

売

499,346 売掛金 75,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）①　製品の販売に関しては、市場価格を参考に価格を決定しております。

②　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

当連結会計年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

２　子会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金

　

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容
取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連

会社

ジェイビー

トゥビー㈱

東京都

中央区

千円 

372,500

情報処理等

のサービス

（所有）

直接

25.7％

－
リース

取引

営業権

譲渡
－

長期未

収入金
155,482

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）①　両者協議により個別に契約を締結しております。

②　金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

③　ジェイビートゥビー㈱への長期未収入金については、全額貸倒引当金を計上しております。

３　兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権
等の所
有（被
所有）
割合

関係内容

取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

の子会

社

㈱コナミ

デジタルエンタ

テインメント

東京都

港区

千円

26,000,000

総合エンタ

テインメン

ト業

－    3名
制作

受託

当社

製品の

販売

3,417,193 売掛金 427,708
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属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権
等の所
有（被
所有）
割合

関係内容

取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

の子会

社

Konami Digital

Entertainment, Inc.

米国カ

リフォ

ルニア

州

 千＄

21,500

北米におけ

る家庭用コ

ンピュータ

ソフトウェ

アの販売及

び制作

－  －
販売

委託

当社

製品の販

売

554,456 売掛金 35,149

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）①　製品の販売に関しては、市場価格を参考に価格を決定しております。

②　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

１株当たり純資産額    259円 50銭

１株当たり当期純利益   122円 43銭

１株当たり純資産額       408円 58銭

１株当たり当期純利益      151円 06銭

なお、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。

同左

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益

     2,352,304千円

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益

              2,902,451千円

普通株式に係る当期純利益

        2,352,304千円

普通株式に係る当期純利益

                 2,902,451千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

       19,213,668株

普通株式の期中平均株式数

                 19,213,645株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

　　　　 該当事項はありません。

　

（２）【その他】

①当連結会計年度終了後の状況

　特記事項はありません。

②訴訟

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

（平成19年3月31日）
当事業年度

（平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  1,128,084   3,761,969  

２　売掛金 ※１  2,569,186   3,170,646  

３　商品 　  864   2,434  

４　製品 　  44,007   17,668  

５　コンテンツ 　  60,279   20,838  

６　原材料 　  38,012   26,162  

７　仕掛品 　  935,795   1,103,124  

８　前渡金 　  257,787   40,397  

９　前払費用 　  208,685   122,637  

10　未収入金 　  18,215   10,093  

11　関係会社短期貸付金 　  240,699   169,633  

12　繰延税金資産 　  534,629   749,798  

13　その他 　  41,005   2,958  

  　貸倒引当金 　  △42,586   △16,838  

流動資産合計 　  6,034,666 83.0  9,181,523 85.9

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1）建物 　 70,773   60,496   

減価償却累計額 　 30,362 40,411  19,558 40,938  

(2）車両運搬具 　 24,259   12,920   

減価償却累計額 　 22,924 1,334  12,334 585  

(3）工具器具備品 　 1,358,354   1,469,115   

減価償却累計額 　 1,068,878 289,476  1,179,721 289,394  

(4）土地 　  6,814   2,931  

有形固定資産合計 　  338,036 4.7  333,849 3.1

２　無形固定資産 　       

(1）ソフトウエア 　  57,041   95,591  

(2）その他 　  2,597   2,537  

無形固定資産合計 　  59,639 0.8  98,129 0.9
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前事業年度

（平成19年3月31日）
当事業年度

（平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産 　       

(1）投資有価証券 　  1,000   23,968  

(2）関係会社株式 　  584,232   584,232  

(3）従業員長期貸付金 　  10,121   9,224  

(4）敷金保証金 　  214,126   292,563  

(5）長期未収入金 ※1  201,316   165,887  

(6）繰延税金資産 　  －   135,568  

(7）その他 　  47,357   45,695  

     貸倒引当金 　  △217,171   △181,717  

投資その他の資産合計 　  840,982 11.5  1,075,422 10.1

固定資産合計 　  1,238,657 17.0  1,507,401 14.1

資産合計 　  7,273,324 100.0  10,688,924 100.0
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前事業年度

（平成19年3月31日）
当事業年度

（平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　買掛金 　  126,258   27,038  

２　未払金 　  1,359,023   1,266,022  

３　未払法人税等 　  32,581   197,983  

４　未払消費税等 　  63,129   126,834  

５　未払費用 　  11,905   15,118  

６　前受金 　  27,420   65,958  

７　預り金 　  18,740   20,835  

８  製品廃棄損失引当金 　  11,428   11,422  

９　その他 　  754   4,372  

流動負債合計 　  1,651,242 22.7  1,735,586 16.2

Ⅱ　固定負債 　       

１　退職給付引当金 　  464,649   508,896  

２　その他 　  220   220  

固定負債合計 　  464,869 6.4  509,116 4.8

負債合計 　  2,116,111 29.1  2,244,703 21.0

　 　       

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  5,064,276 69.6  5,064,276 47.4

２　資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 3,656,643   3,656,643   

資本剰余金合計 　  3,656,643 50.3  3,656,643 34.2

３　利益剰余金 　       

(1）その他利益剰余金 　       

別途積立金 　 1,005,000   1,005,000   

繰越利益剰余金 　 △4,568,474   △1,280,585   

利益剰余金合計 　  △3,563,474 △49.0  △275,585 △2.6

４　自己株式 　  △231 △0.0  △363 △0.0

株主資本合計 　  5,157,212 70.9  8,444,970 79.0

Ⅱ　評価・換算差額等　 　       

１　繰延ヘッジ損益 　  － －  △748 △0.0

評価・換算差額等合計 　  － －  △748 △0.0

純資産合計 　  5,157,212 70.9  8,444,221 79.0

負債純資産合計 　  7,273,324 100.0  10,688,924 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　       

１　製品売上高 　 13,579,694   12,426,003   

２　商品売上高 　 44,474   105,978   

３　ロイヤリティ収入 　 552,292 14,176,461 100.0 3,682,811 16,214,793 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

１　製品売上原価 　       

期首製品たな卸高 　 22,117   －   

当期製品仕入高 　 1,313,595   －   

当期製品製造原価 ※３ 7,156,676   －   

合計 　 8,492,389   －   

他勘定振替高 ※２ 9,939   －   

期末製品たな卸高 　 44,007   －   

製品売上原価 　 8,438,442   －   

２　商品売上原価 　       

期首商品たな卸高 　 3,324   －   

当期商品仕入高 　 41,612   －   

合計 　 44,936   －   

他勘定振替高 ※２ 244   －   

期末商品たな卸高 　 864   －   

商品売上原価 　 43,827   －   

３　製・商品売上原価 　       

期首製・商品たな卸高 　 －   44,871   

当期製・商品仕入高 　 －   1,354,473   

当期製品製造原価 　 －   7,394,395   

合計 　 －   8,793,740   

期末製・商品たな卸高 　 － 8,482,270 59.8 20,102 8,773,637 54.1

売上総利益 　  5,694,191 40.2  7,441,155 45.9
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前事業年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　役員報酬 　 103,000   99,122   

２　給料手当 　 555,888   636,501   

３　賞与 　 27,999   65,635   

４　退職給付費用 　 15,568   17,740   

５　広告販促費 　 1,443,693   1,713,035   

６　販売手数料 　 779,471   829,661   

７　減価償却費 　 21,198   34,886   

８　賃借料 　 69,435   71,824   

９　支払手数料 　 393,462   203,414   

10　その他 ※3　 620,120 4,029,838 28.5 709,047 4,380,870 27.0

営業利益 　  1,664,353 11.7  3,060,285 18.9

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 ※1　 7,639   10,542   

２　為替差益 　 5,319   －   

３　賃貸料収入 　 27,707   16,701   

４　保険解約返戻金 　 －   13,014   

５　その他 　 5,705 46,372 0.3 6,139 46,397 0.3

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 3,310   －   

２　為替差損 　 －   96,965   

３　リース解約損失 　 1,832   1,860   

４  原状回復費 　 1,080   －   

５　本社移転費用 　 －   24,528   

６　その他 　 4,112 10,336 0.0 1,332 124,686 0.8

経常利益 　  1,700,389 12.0  2,981,996 18.4
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前事業年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益 　       

１　固定資産売却益 ※４ －   1,153   

２　貸倒引当金戻入益 　 38,648   51,488   

３　和解金 　 －   140,000   

４　その他 　 1,500 40,148 0.3 － 192,641 1.2

Ⅶ　特別損失 　       

１　固定資産売却損 ※５ 124   －   

２　固定資産除却損 ※６ 11,051   55,431   

３　減損損失 ※７ －   11,257   

４　その他 　 728 11,904 0.1 － 66,689 0.4

税引前当期純利益 　  1,728,634 12.2  3,107,948 19.2

法人税、住民税
及び事業税

　 7,408   170,765   

法人税等調整額 　 △534,629 △527,221 △3.7 △350,706 △179,941 △1.1

当期純利益 　  2,255,855 15.9  3,287,889 20.3
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製造原価明細書

　 　
前事業年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費 　  2,290,512 31.2  2,406,367 31.2

Ⅱ　経費 　       

１　外注加工費 　 3,981,105   4,112,320   

２　減価償却費 　 65,460   116,305   

３　その他 　 1,013,574 5,060,139 68.8 1,069,159 5,297,785 68.8

当期総製造費用 　  7,350,652 100.0  7,704,153 100.0

期首仕掛品棚卸高 　  917,169   935,795  

合計 　  8,267,821   8,639,948  

期末仕掛品棚卸高 　  935,795   1,103,124  

他勘定振替高 　  175,349   142,429  

当期製品製造原価 　  7,156,676   7,394,395  

　 　       

　（注）1　原価計算の方法は個別原価計算制度を採用しております。

2  他勘定振替高は142,429千円であり、その内訳はコンテンツへの振替78,792千円、販売費及び一般管理費への

振替63,636千円であります。　
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年4月 1日　至　平成19年3月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高
（千円）

5,064,276 3,656,643 3,656,643 1,005,000 △6,824,330 △5,819,330 △231 2,901,357 2,901,357

事業年度中の変動額          

当期純利益     2,255,855 2,255,855  2,255,855 2,255,855

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 2,255,855 2,255,855 － 2,255,855 2,255,855

平成19年3月31日　残高
（千円）

5,064,276 3,656,643 3,656,643 1,005,000 △4,568,474 △3,563,474 △231 5,157,212 5,157,212

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

　

当事業年度（自　平成19年4月 1日　至　平成20年3月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年3月31日　残高
（千円）

5,064,276 3,656,643 3,656,643 1,005,000 △4,568,474 △3,563,474 △231 5,157,212

事業年度中の変動額         

自己株式の取得       △132 △132

当期純利益     3,287,889 3,287,889  3,287,889

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 3,287,889 3,287,889 △132 3,287,757

平成20年3月31日　残高
（千円）

5,064,276 3,656,643 3,656,643 1,005,000 △1,280,585 △275,585 △363 8,444,970

 

　評価・換算差額等

純資産合計繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日　残高
（千円）

－ － 5,157,212

事業年度中の変動額    

自己株式の取得   △132

当期純利益   3,287,889

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

△748 △748 △748

事業年度中の変動額合計
（千円）

△748 △748 3,287,008

平成20年3月31日　残高
（千円）

△748 △748 8,444,221

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2) その他有価証券

時価のあるもの…期末日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定）

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの…移動平均法による

原価法

時価のないもの

同左

 ２  デリバティブ等の評価基

     準及び評価方法 

(1）デリバティブ

         時価法

(1）デリバティブ

同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品・製品・原材料・貯蔵品

　総平均法による原価法

(1）商品・製品・原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

　（会計方針の変更）

　当事業年度より、商品、製品、原材料

及び貯蔵品の評価方法を総平均法か

ら移動平均法に変更いたしました。

この変更は、当社の親会社と同一の基

幹会計システムを導入したことによ

り、親子会社間の会計処理の統一を図

ることを目的として行ったものであ

ります。

この変更による影響は軽微でありま

す。

また、当該変更が下半期に行われたた

め、当中間会計期間は従来の方法に

よっております。この変更による影響

は軽微であります。

 (2）コンテンツ

　個別法による原価法

　なお、コンテンツについては、見込販売

可能期間に基づく定額法で償却し、売上

原価として処理しております。

(2）コンテンツ

同左

　

 (3）仕掛品

個別法による原価法

(3）仕掛品

同左

 

EDINET提出書類

株式会社ハドソン(E05158)

有価証券報告書

77/97



項目
前事業年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

４　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　　　40～50年

工具器具備品　　　　　 4～10年

(1）有形固定資産

　定率法（但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建物及び構築物　　　　40～50年

　工具器具備品　　　　　 4～10年

　　（会計方針の変更）

　当事業年度より、法人税法の改正

（「所得税法等の一部を改正する法

律」（平成19年3月30日　法律第6号）及

び「法人税法施行令の一部を改正する

政令」（平成19年3月30日　政令第83

号））に伴い、平成19年4月1日以降に取

得した有形固定資産については、改正後

の法人税法に基づく方法に変更してお

ります。

　なお、この変更による営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益に与える影響

は軽微であります。

　

 (2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用ソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（3

年から5年）に基づく定額法

(2）無形固定資産

同左

　

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。なお、数

理計算上の差異は各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（5年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしてお

ります。

(2）退職給付引当金

同左

  (3) 製品廃棄損失引当金

  返品等により発生した製品のうち、

販売が不可能と考えられる部分につい

て、廃棄処分をした場合に発生する損失

に備えて、当該製品の帳簿価額相当額を

計上しております。

 (3) 製品廃棄損失引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

同左

７　ヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……先物為替予約取引

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ヘッジ対象……外貨建予定取引 　

 ハ　ヘッジ方針

　内部規程で定めるリスク管理方法に基

づき、為替変動リスクをヘッジしており

ます。

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象における通

貨、期日等の重要な条件が同一であり、

かつヘッジ期間を通じて変動相場また

はキャッシュ・フロー変動を相殺して

いると想定することができるため、ヘッ

ジの有効性評価は省略しております。

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

同左

８　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の処理方法

同左
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会計処理の変更

前事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

（貸借対照表）

  当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月9日　企

業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会　

平成17年12月9日　企業会計適用指針第8号）を適用してお

ります。従来の資本の部に相当する金額は5,157,212千円で

あります。 

  なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

（貸借対照表）

－

  

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

 （損益計算書）  （損益計算書）

１　前事業年度まで区分掲記していた「研究開発費」　

（当事業年度32,591千円）は、金額的重要性が少なくな

　ったため、当事業年度よりの販売費及び一般管理費の

「その他」の中に含めて表示することにいたしました。

 

　－

 

 

 

２　 前事業年度まで区分掲記していた「商品売上原価」

は、金額的重要性に鑑み、当期末より「製品売上原価」

と合わせて「製・商品売上原価」として表示すること

にいたしました。

３　 前事業年度まで営業外費用に区分掲記していた「原状

回復費」（当事業年度847千円）は、金額的重要性が乏

しくなったため、営業外費用「その他」に含めておりま

す。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年3月31日）

当事業年度
（平成20年3月31日）

※１　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

※１　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

売掛金 126,222千円

長期未収入金 155,482千円

売掛金      325,587千円

長期未収入金      155,482千円

※　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

３行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

※　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

３行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越限度額 6,300,000千円

借入実行残高      －　千円

差引額 6,300,000千円

当座貸越限度額    6,300,000千円

借入実行残高      －　千円

差引額    6,300,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取利息  7,216千円 受取利息       9,263千円

※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

（製品）

※２　　　　　　　　　　　　－

　

販売費「広告販促費」      1,829千円

一般管理費「その他」      4,642千円

営業外収益「その他」    △0千円

営業外費用「その他」       3,467千円

計     9,939千円

 

（商品） 　

一般管理費「その他」      244千円

計       244千円

 

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　    32,591千円 　    50,488千円

 ※４                 ────── ※４  固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。   

　

　

※５　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

有形固定資産「その他」    1,153千円

　

※５　　　　　　　　　　　　－

工具器具備品   124千円 　      

※６　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※６　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物     6,537千円

工具器具備品       4,513千円

計       11,051千円

建物      17,652千円

工具器具備品       619千円

ソフトウェア       37,160千円

計       55,431千円
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前事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

 ※７                  ────── ※７  減損損失

　　当社は当事業年度において、以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしました。

　（1）減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 減損損失

　北海道
　札幌市

売却
予定資産

建物 7,375千円

土地 3,882千円

　（2）減損損失の認識に至った経緯

　北海道札幌市に所有する建物及び土地は事業上保有する

メリットに乏しくなったため売却を予定し、当事業年度

において減損損失を認識し、正味売却価額まで減額いた

しました。

　（3）グルーピングの方法

　継続的に損益の把握を行っている単位ごとに資産のグ

ルーピングを行っております。但し、売却予定資産につ

いては物件毎にグルーピングしております。

　（4）回収可能価額の算定方法等

　売却予定資産の回収可能価額は、正味売却価額によって

おり、正味売却価額は売却予定価額により評価しており

ます。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 332 － － 332

合計 332 － － 332

当事業年度（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 332 75 － 407

合計 332 75 － 407

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加75株は、単元未満株式の買取による増加75株であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

［借手側］

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

［借手側］

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 223,164 164,064 59,099

車両運搬具 10,787 7,413 3,373

ソフトウェア 7,998 4,319 3,678

　
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 95,585 76,148 19,437

ソフトウェア 7,998 5,919 2,078

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内       50,488千円

１年超       22,257千円

計       72,746千円

１年内       17,401千円

１年超     4,855千円

計  22,257千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料       84,083千円

減価償却費相当額       79,214千円

支払利息相当額      3,137千円

支払リース料       27,677千円

減価償却費相当額       25,995千円

支払利息相当額         673千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

   （減損損失について）

     リース資産に配分された減損損失はありません。

   （減損損失について）

同左

（有価証券関係）

  第35期(平成19年3月31日現在）

    子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

  第36期(平成20年3月31日現在）

    子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年3月31日）

当事業年度
（平成20年3月31日）

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（繰延税金資産） 　

イ　繰延税金資産（流動） 　

たな卸資産 1,401,023千円

前払版権料       15,207千円

未払事業税 15,756千円

繰越欠損金    534,629千円

その他       41,455千円

小計 2,008,071千円

評価性引当額 △1,473,441千円

繰延税金資産（流動）合計 534,629千円

ロ　繰延税金資産（固定） 　

繰越欠損金 382,800千円

貸倒引当金    87,091千円

退職給付引当金   187,718千円

投資有価証券 46,306千円

一括償却資産 15,556千円

無形固定資産 15,614千円

その他       26,010千円

小計 761,099千円

評価性引当額 △761,099千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

（繰延税金資産） 　

イ　繰延税金資産（流動） 　

たな卸資産    1,211,969千円

前払版権料       39,983千円

未払事業税 19,053千円

その他      12,880千円

小計    1,283,888千円

評価性引当額 　 △534,089千円

繰延税金資産（流動）合計     749,798千円

ロ　繰延税金資産（固定） 　

貸倒引当金       73,342千円

退職給付引当金      206,306千円

投資有価証券       46,466千円

一括償却資産       26,857千円

無形固定資産       9,866千円

その他       23,688千円

小計     386,528千円

評価性引当額   △250,959千円

繰延税金資産（固定）合計 135,568千円

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

    法定実効税率 40.4％

    （調整） 　

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

 

0.4％

評価性引当金の減額 △71.7％

住民税均等割額 0.4％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率

 

△30.5％

　 　

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

    法定実効税率 　　40.5％

    （調整） 　

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

 

　 0.2％

評価性引当金の減額 　　　△46.6％

住民税均等割額 　　　0.2％

その他 　 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等

の負担率

 

　　　△5.8％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年4月 1日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日）

１株当たり純資産額    268円 41銭

１株当たり当期純利益   117円 41銭

１株当たり純資産額       439円 49銭

１株当たり当期純利益      171円 12銭

なお、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。

同左

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

     2,255,855千円

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

              3,287,889千円

普通株式に係る当期純利益

        2,255,855千円

普通株式に係る当期純利益

                 3,287,889千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

       19,213,668株

普通株式の期中平均株式数

                 19,213,645株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

　有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下のため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略してお

ります。

　

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 70,773 32,219 42,496 60,496 19,558 6,664 40,938

　   (7,375)     

工具器具備品 1,358,354 119,468 8,707 1,469,115 1,179,721 118,931 289,394

車両運搬具 24,259 － 11,338 12,920 12,334 275 585

土地　 6,814 － 3,882 2,931 － － 2,931

　   (3,882)     

有形固定資産計 1,460,202 151,687 66,425 1,545,464 1,211,614 125,871 333,849

　   (11,257)     

無形固定資産        

ソフトウエア 215,823 63,855 11,947 267,731 172,140 25,305 95,591

その他 3,308 － － 3,308 770 59 2,537

無形固定資産計 219,131 63,855 11,947 271,039 172,910 25,365 98,129

長期前払費用 2,187 4,011 1,216 4,982 － － 4,982

繰延資産 － － － － － － －

（注）１  当期減少額の（　　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　　２  当期増加額の主な内容は以下のとおりであります。

 建物  本社移転による建物附属設備の増加 　　　　 29,924千円

 工具器具備品  開発機材購入等による増加 　　　　 88,948千円

 ソフトウェア  新会計システム導入による増加　　  20,000千円

　　　３  当期減少額の主な内容は以下のとおりであります。

 建物  本社移転による旧本社の建物附属設備の除却  29,344千円

 建物  売却予定資産の減損損失 　　　　　　　　　　7,375千円

 土地  売却予定資産の減損損失　　　　　　　　　   3,882千円

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 259,757 17,718 9,713 69,206 198,555

製品廃棄損失引当金 11,428 － 6 － 11,422

 (注)　貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額及び回収によるものであります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

ａ　資産の部

イ　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 1,303

　 普通預金 3,760,665

預金の種類 定期預金 －

　 計 3,706,665

合計 3,761,969

ロ　売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 929,903

任天堂株式会社 726,765

株式会社コナミデジタルエンタテインメント 427,708

Rising Star Games Ltd 263,865

KDDI株式会社 169,700

その他 652,703

合計 3,170,646

(ロ）売掛金滞留状況

期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────

2
──────

(B)
─────

366

2,569,186 21,975,118 21,373,658 3,170,646 87.1 47.8

　（注）　上記金額には消費税等が含まれております。

ハ　商品

区分 金額（千円）

ネットワーク・コンテンツ関連事業 －

コンシューマ・コンテンツ関連事業 2,434

合計 2,434

ニ　製品

区分 金額（千円）

家庭用ゲームソフト 13,736

その他 3,932

合計 17,668
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ホ　コンテンツ 　

区分 金額（千円）

モバイルゲーム 18,379

音楽 2,233

その他 225

合計 20,838

へ　原材料

区分 金額（千円）

家庭用ゲームソフト同梱品等 26,162

合計 26,162

ト　仕掛品

相手先 金額（千円）

家庭用ゲームソフト等 1,084,689

ネットワーク・コンテンツ 18,434

合計 1,103,124

       チ  関係会社株式

区分 金額（千円）

Hudson Entertainment,Inc. 584,232

ジェイビートゥビー株式会社 0

合計 584,232

チ  繰延税金資産

  繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で885,367千円であり、その内訳については、「２ 財務諸表等 

（1）財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。 
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ｂ　負債の部

イ　買掛金

相手先 金額（千円）

株式会社サトレックス 19,719

株式会社ペア企画 3,705

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 3,156

オーガニック株式会社 457

合計 27,038

ロ　未払金

区分 金額（千円）

外注版権料 372,610

経費 736,899

賞与 156,511

合計 1,266,022

（３）【その他】

①決算日後の状況

　特記事項はありません。

②訴訟

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月1日から3月31日まで

定時株主総会 毎年毎決算日の翌日から3ヶ月以内

基準日 3月31日

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券

剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日

1単元の株式数 100株

株式の名義書換え 　

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番1号

中央三井信託銀行㈱　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番1号

中央三井信託銀行㈱

取次所
中央三井信託銀行㈱　全国各支店

日本証券代行㈱　本店、全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り 　

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番1号

中央三井信託銀行㈱　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番1号

中央三井信託銀行㈱

取次所
中央三井信託銀行㈱　全国各支店

日本証券代行㈱　本店、全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告　ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は日本

経済新聞

株主に対する特典 なし
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社の親会社でありますコナミ株式会社は、東京証券取引所第一部、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、

シンガポール証券取引所に上場しており、継続開示会社であります。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付資料

　　 事業年度（第35期）　（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）　平成19年6月28日関東財務局に提出

（2）有価証券報告書の訂正報告書

　　 平成19年9月27日関東財務局に提出

　　 事業年度（第35期）（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり　ま

す。

（3）半期報告書

　　 事業年度（第36期中）（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）　平成19年12月20日関東財務局に提出

 (4)臨時報告書

　 ・平成19年5月30日関東財務局に提出

　   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づくもの

　 ・平成19年11月6日関東財務局に提出

　   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づくもの
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

   平成19年６月27日

株式会社ハドソン    

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 福田　秀敏　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 田名部　雅文　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ハドソンの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ハドソン及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

   平成20年６月19日

株式会社ハドソン    

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 田名部　雅文　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 大北　　尚史　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ハドソンの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ハドソン及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

   平成19年６月27日

株式会社ハドソン    

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 福田　秀敏　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 田名部　雅文　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ハドソンの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ハ

ドソンの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

   平成20年６月19日

株式会社ハドソン    

 取締役会　御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 田名部　雅文　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 大北　　尚史　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ハドソンの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ハ

ドソンの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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