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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35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月平成23年３月

売上高 （千円） 15,510,68917,427,43618,692,37316,040,14414,324,606

経常利益金額又は経常損失
金額(△)

（千円） 1,804,4872,654,3123,015,7071,016,334△610,870

当期純利益金額 （千円） 2,352,3042,902,4511,742,035641,095174,702

包括利益金額 （千円） － － － － 146,400

純資産額 （千円） 4,986,0147,850,2669,593,4329,406,0509,436,256

総資産額 （千円） 7,186,87010,181,86212,641,57611,441,31611,078,990

１株当たり純資産額 （円） 259.50 408.58 499.31 326.42 327.50

１株当たり当期純利益金額 （円） 122.43 151.06 90.67 22.25 6.06

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 （％） 69.4 77.1 75.9 82.2 85.2

自己資本利益率 （％） 61.8 45.2 20.0 6.7 1.9

株価収益率 （倍） 15.4 11.1 6.7 18.7 44.7

営業活動によるキャッシュ
・フロー

（千円） 1,186,8162,986,6451,466,328△82,676 764,008

投資活動によるキャッシュ
・フロー

（千円） △209,897△362,542△113,424△157,819△8,271

財務活動によるキャッシュ
・フロー

（千円） △603,091 △134 △42 △815,082△116,085

現金及び現金同等物の期末
残高

（千円） 1,312,1923,849,0765,242,9864,167,5024,779,930

従業員数 （名） 477 487 496 496 433

（外、平均臨時雇用者数） 　 （196） （211） （210） （173） （150）

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　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。

３　従業員数は、就業人員数を表示しております。

４　提出会社の平成22年３月期以降については、平成21年４月１日付で株式１株を1.5株に分割しております。
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(2)　提出会社の経営指標等

　

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月平成23年３月

売上高 （千円） 14,176,46116,214,79316,941,38114,408,59412,283,371

経常利益金額又は経常損
失金額(△)

（千円） 1,700,3892,981,9962,623,026815,858△918,185

当期純利益金額 （千円） 2,255,8553,287,8891,373,318537,183 5,430

資本金 （千円） 5,064,2765,064,2765,064,2765,064,2765,064,276

発行済株式総数 （千株） 19,214 19,214 19,214 28,821 28,821

純資産額 （千円） 5,157,2128,444,2219,818,2459,536,2139,425,449

総資産額 （千円） 7,273,32410,688,92412,758,95311,482,04311,050,765

１株当たり純資産額 （円） 268.41 439.49 511.01 330.94 327.13

１株当たり配当額 （円） － － 27.50 10.00 8.00

（内１株当たり中間配当
額）

（円） （－） （－） （－） （10.00） （4.00）

１株当たり当期純利益金
額

（円） 117.41 171.12 71.48 18.64 0.19

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 （％） 70.9 79.0 77.0 83.1 85.3

自己資本利益率 （％） 56.0 48.3 15.0 5.6 0.1

株価収益率 （倍） 16.1 9.8 8.5 22.3 1,438.2

配当性向 （％） － － 38.5 53.6 4,244.9

従業員数 （名） 441 460 470 473 421

（外、平均臨時雇用者数） 　 （182） （202） （208） （171） （148）

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　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。

３　従業員数は、就業人員数を表示しております。

４　提出会社の平成22年３月期以降については、平成21年４月１日付で株式１株を1.5株に分割しております。
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２ 【沿革】

年月 概要

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（現大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)）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

分割により継承。

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

平成14年９月 初期の目的を達成・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。

平成21年５月 本社を東京都港区内に移転。

平成23年３月 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)を上場廃止。

平成23年４月 コナミ株式会社との間で株式交換を実施し、コナミ株式会社が当社を完全子会社化。
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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）により構成

されており、親会社であるコナミ株式会社、親会社の子会社３社との連携により、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

業及び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部門はセグメントと同一の区分であります。

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

（1）携帯電話等のモバイル端末向けエンタテインメント・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テイン

メント・コンテンツの制作・販売・受託等

（3）音楽映像コンテンツの制作・配信及び周辺機器の制作・ 

販売、自社音楽レーベル向け楽曲の制作・提供等

当社

Hudson Entertainment,Inc.

 

コンシューマ・

コンテンツ関連

（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・受託、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・ツール等の開発・販売等

当社

Hudson Entertainment,Inc.

㈱コナミデジタルエンタテイ

ンメント

Konami

Digital Entertainment,Inc.

Konami 

DigitalEntertainment,GmbH.

その他 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

（注）Hudson Entertainment,Inc.（連結子会社）は、平成23年３月31日に解散し、清算手続きを行っております。
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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（注2）

米国

カリフォルニア州

US＄

500

ネットワーク・

コンテンツ関連

コンシューマ・

コンテンツ関連

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。

役員の兼任　1名

（親会社）

コナミ㈱（注3）
東京都港区

千円

47,398,773
－ － 54.1役員の兼任　1名

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．Hudson Entertainment,Inc.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）に占める連結売上高

の割合が10％を超えております。なお、主要な損益情報等は以下のとおりであります。

　 金額（千円）

売上高 2,405,756

経常利益 303,717

当期純利益 165,620

純資産 626,188

総資産 762,783

３．有価証券報告書を提出しております。

４．特定子会社に該当する会社はありません。

５. Hudson Entertainment,Inc.（連結子会社）は、平成23年３月31日に解散し、清算手続きを行っております。

 

５ 【従業員の状況】

(1)  連結会社の状況

平成23年３月31日現在

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 160　　(39)

コンシューマ・コンテンツ関連 188　　(99)

その他 －　　(－)

全社(共通) 85　　(12)

合計 433 　(150)

(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23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)

421　(148) 36.1 9.5 5,152

　(注) １.従業員数は就業員数であります。

     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。

EDINET提出書類

株式会社ハドソン(E05158)

有価証券報告書

 7/92



第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1)　業績

　当社グループ（当社及び当社子会社）の当連結会計年度は、既存の携帯型・据置型ゲーム機から新規

ゲーム機への移行期に差し掛かり、またスマートフォン、SNS向けゲームサイトの急成長が進む中、海外展

開も含め市場のニーズに合わせたゲーム制作の体制強化に努めてまいりました。

当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高は143億24百万円（前年同期比10.7％減）、営業損失

は５億97百万円（前年同期は営業利益10億22百万円）、経常損失は６億10百万円（前年同期は経常利益

10億16百万円）、当期純利益は１億74百万円（同72.7％減）となりました。

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）

　モバイル事業においては、成長著しいスマートフォン向け、SNS向けゲームサイトへのタイトル投入を進

めてまいりました。スマートフォン向けゲームでは、iPhone/iPad向けアプリタイトルとして「ボンバーマ

ン」「桃太郎電鉄」の配信を開始し、順調に推移いたしました。またSNS向けゲームでは、グリー㈱が運営

する「GREE」サイト向けに当期４タイトル配信いたしました。「GREE」サイト向けには、本年４月に人気

アクションゲーム「ボンバーマン」のソーシャルゲーム版の配信を開始しており、今後もタイトルの充実

に努めてまいります。また、音楽事業においては、「着信★うた♪フル」や、新譜アルバムの販売が堅調に

推移いたしました。

　上記取り組みの結果、当事業部門の売上高は62億66百万円（前年同期比13.3％減）、営業利益は９億58百

万円（同19.8％減）となりました。

　
（コンシューマ・コンテンツ関連）

　自社ブランドによる家庭用ゲーム機向けコンテンツの制作・販売事業では、Xbox360「Kinect」（キネクト）向

けに「デカスポルタ」シリーズ最新作を販売し好調に推移いたしました。既存タイトルも北米・欧州向け

には「ベイブレード」シリーズの最新作を発売し、国内向けには「桃太郎電鉄」シリーズ最新作「桃太郎

電鉄WORLD」（ニンテンドーDS向け）、「桃太郎電鉄タッグマッチ　友情・勝利の巻！」（プレイステー

ション・ポータブル（PSP）向け）の２タイトルを発売して順調に推移いたしました。一方で、ゲーム制作

体制の変更があったことから、一部タイトルの開発が中止となったことや、RSD事業（受注制作）において

市場環境悪化の影響を受け、受注見合わせや中止案件が発生したことから、事業全体としては売上・利益

とも減少となりました。

　上記取り組みの結果、当事業部門の売上高は80億11百万円（前年同期比7.4％減）、営業損失は４億70百

万円（前年同期は営業利益８億55百万円）となりました。

　
（その他）

その他は、デバッグ受託業務などによるものです。

　当事業の売上高は46百万円（前年同期比71.6％減）、営業利益は10百万円（同82.8％減）となりました。
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(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６億12

百万円増加の47億79百万円になりました。
　

（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７億64百万円（前年同期比８億46百万円の増加）となりました。主な要

因は、税金等調整前当期純損失６億90百万円に対したな卸資産の減少による収入があったことによるもの

です。
　

（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８百万円（前年同期比１億49百万円の減少）となりました。主な要因は、

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。
　

（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１億16百万円（前年同期比６億98百万円の減少）となりました。主な要

因は、配当金の支払いが減少したことによるものです。

　
２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

セグメントの名称

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

生産高(千円) 前年同期比(％)

ネットワーク・コンテンツ関連 3,796,666 91.2

コンシューマ・コンテンツ関連 4,308,171 108.5

その他 32,340 93.6

合計 8,137,177 99.6

(注)１．当社グループでは生産活動は行っておりません。したがって、生産実績は製造原価で表示しております。

２．金額には消費税等は含まれておりません。

　
(2)　仕入実績

セグメントの名称

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

仕入高(千円) 前年同期比(％)

ネットワーク・コンテンツ関連 278,057 88.8

コンシューマ・コンテンツ関連 2,489,858 131.3

その他 － －

合計 2,767,915 125.3

(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。
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(3)　受注実績

セグメントの名称

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23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 189,464 142.4 78,996 6,076.6

コンシューマ・コンテンツ関連 557,508 70.1 204,283 117.2

合計 746,973 80.4 283,280 161.3

(注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(4)　販売実績

セグメントの名称

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

販売高(千円) 前年同期比(％)

ネットワーク・コンテンツ関連 6,266,357 86.7

コンシューマ・コンテンツ関連 8,011,552 92.6

その他 46,697 28.4

合計 14,324,606 89.3

(注)１．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21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社コナミデジタルエンタテインメ
ント

4,249,589 26.5 2,804,578 19.6

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 2,639,310 16.5 2,254,850 15.7

Konami Digital Entertainment, Inc.1,195,747 7.5 1,777,750 12.4

任天堂株式会社 1,585,352 9.9 1,695,152 11.8

　　　２．金額には、消費税等は含まれておりません。

　

３ 【対処すべき課題】

収益性の向上と成長分野への経営資源投入

　SNS向けのゲームの普及と世界的なオンライン環境の整備により、ネットワークによる繋がりを重視し

た新たな遊び方を求めるユーザーが増加し、そのニーズもより一層多様化するものと考えております。こ

れらの「多様性」、「グローバル化」が求められる中、より選択と集中を行い、中長期的に成長が見込ま

れる新たな分野も視野に入れながら最適な経営資源の投入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、文中における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

イ.　経済情勢の変動

　景気後退等で消費が大幅に低迷する場合、当社の属するエンタテインメント産業に対する需要は大

きく低減する可能性があります。その場合当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　
ロ.　為替レートの変動

　当社グループは北米・欧州を中心に販売展開を行い、海外での売上割合は上昇しつつあります。

よって外貨建の売上、原価、費用等は換算時に為替レートの変動があるため、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

　
ハ.　関係会社について

・Hudson Entertainment,Inc.について

　当社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。両事業にお

いては、米国市場に適合したコンテンツの供給をする必要があり、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。

（注）Hudson Entertainment,Inc.（連結子会社）は、平成23年３月31日に解散し、清算手続きを行っております。

　

2)会社の個別事業に関するリスク

イ.　ネットワーク・コンテンツ関連事業に関するリスク

（モバイルコンテンツに関するリスク）

・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いては、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、当事業の業績に影響が生じる可能性があります。

　
・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。

　
・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。しかしながら、万一、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、当事業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。

　
・特定取引先への依存

　当社は、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモの「iモード」、㈱KDDIの「EZweb」、ソフトバンクモバイル㈱

の「Yahoo！ケータイ」の移動体通信事業者（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㈱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

れに比し、高くなっております。従いまして、特に㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモの方針変更や事業動

向は、当事業の事業戦略及び業績に大きな影響を与える可能性があります。
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・キャリアの課金体制に依存

　当社グループのモバイル事業は、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業績に影響を与える可能性があります。

　
・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。

　
・人気コンテンツへの依存

　当社グループはキャリア向けに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、当事業の業績に大きな影響が生じる可能性がありま

す。

　
（音楽映像事業に関するリスク）

・ヒット作品およびアーティストの動向

　当社グループが行う原盤事業ビジネスで扱う音楽CD及び配信の販売動向は、ユーザーの嗜好に左右

される要素が大きいため、ヒット作品に恵まれなかった場合あるいは、人気アーティスト及び新人

アーティストの人気動向や契約の継続の有無により当事業の業績に影響が生じる可能性がありま

す。

　
・音楽関連商品の過剰在庫リスク

　当社グループは、一部音楽コンテンツに付随する商品の販売も行っております。商品は音楽コンテ

ンツの販売動向を多面的に調査・検討した上で仕入を行っておりますが、当初予測に反して販売が

伸び悩んだ場合、商品の在庫を過剰に抱える場合があります。その場合商品の陳腐化等により在庫の

廃棄が生じ、当事業の業績に影響が生じる可能性があります。

　
（スマートフォン事業に関するリスク）

・新機種への対応

　モバイル関連技術の急速な進歩により高機能携帯端末（スマートフォン）が相次いで開発され、当

社グループもそれら新機種の特長を活かしたコンテンツの制作に積極的に取り組んでおります。し

かしながら、当社の開発力が各種スマートフォンが要求するレベルに達しない場合、あるいは対象と

なるスマートフォンが市場にて人気を得られなかった場合、予定していた収益が得られないことに

なり、当事業の事業戦略及び業績に大きな影響を与える可能性があります。

　
ロ.　コンシューマ・コンテンツ関連事業に関するリスク

・ヒット作品の有無

　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、当事業の業績

が大きく影響を受ける可能性があります。

　
・家庭用ゲーム機の販売動向

　当社グループは各種家庭用ゲーム機向けにゲームソフトの販売を行っております。新規ゲーム機が

市場で人気を得られなかった場合、あるいは新規ゲーム機の市場投入により既存ゲーム機の需要が

低下した場合、対象ゲーム機向けに供給したゲームソフトの販売台数が落ち込み、当事業の事業戦略

及び業績が大きく影響を受ける可能性があります。

　
・業績の季節的変動

　ゲームの需要は年間を通じて変動があり、一般には年末年始に需要のピークを迎えます。当社グ

ループとしては、年間を通じて安定した販売を目指すべく発売時期の動向に注意しておりますが、四

半期ごとに業績が大幅に変動する可能性があります。
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・国内市場規模の飽和感

　国内家庭用ゲーム市場においては、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、当事業の業績が大きく変動する

可能性があります。

　
・海外市場の動向

　当社グループのゲーム販売は、日本以外にも北米、欧州を中心に販売を行っております。海外進出に

は経済、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

等があり、当事業の事業戦略及び業績が悪影響を受ける可能性があります。

　
・海外取引の拡大

　当社グループのゲーム販売にて、海外取引が増加するに伴い、取引対象国で適用される税制の解釈

の相違から予期せぬ費用負担が発生する場合、当事業の業績に影響を与える可能性があります。

　
・制作投資リスク

　制作期間中の市場の変化、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り、当事

業の業績に影響を与える可能性があります。

　
・ゲームソフト制作期間の長期化

　ゲームソフト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。

　
・受注制作

　他社ブランドの家庭用ゲームソフト制作について、契約上定められた納期を遵守できない場合や、

発注先の事業環境の変化により受注したソフトの制作の中止を余儀なくされた場合には、当事業の

業績に影響を与える可能性があります。

　
・ロイヤリティ収益

　当社グループ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

を下回った場合、見込んでいたロイヤリティ収益が得られない結果として、当事業の業績に影響を与

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 相手先の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

㈱ハドソン 任天堂㈱

日本

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

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、開発ツール、

技術情報及び営業情報の供与

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機「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

平成11年9月7日より

平成14年3月31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 機

「PSP」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

平成16年11月15日よ

り平成17年3月31ま

で、以降1年ごとの自

動更新（注）

日本

家庭用テレビ

ゲーム装置「プ

レイステーショ

ン3」用ゲームソ

フト

家庭用テレビゲーム機「プレ

イステーション3」用ゲーム

ソフトの開発・製造・配信・

販売に関する知的財産権、商

標権、開発ツール及び技術情

報の供与

平成20年4月1日より

1年間、以降1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

平成17年10月10日よ

り3年間、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

携帯電話用サービス「iモー

ド」向けコンテンツの配信供

与

 

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 用 サ ー ビ ス

「Ezweb」向けコンテンツの

配信供与

平成17年2月2日より

発効

㈱ハドソン
ソフトバンク

モバイル㈱
日本

「Yahoo！ケータ

イ」向けコンテ

ンツ

携 帯 電 話 用 サ ー ビ ス

「Yahoo！ケータイ」向けコ

ンテンツの配信供与

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）

Hudson

Entertainment,

Inc.

Apple,Inc.米国

携帯電話端末

「iPhone」向け

コンテンツ

携帯電話端末「iPhone」向け

コンテンツの配信供与

平成20年7月1日より

1年間、以降１年ごと

の契約更新（注）

㈱ハドソン Google,Inc.米国

携帯電話端末

「Android」向け

コンテンツ

ウ ェ ブ サ イ ト

「Android Market」における

Android端末向けコンテンツ

配信・販売許諾

平成20年10月17日よ

り発行

（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 相手先の名称 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。

　
（3）業務提携契約等

会社名 相手先の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

㈱ハドソン
㈱ディー・エ

ヌ・エー
日本

携帯電話向け

ウェブサイト

「モバゲータウ

ン」

携帯電話向けウェブサイト

「モバゲータウン」における

コンテンツ提供協業契約

平成21年1月1日より1

年間、以降1年ごとの

自動更新（注）

㈱ハドソン グリー㈱ 日本

ソーシャルネッ

トワークサイト

「GREE」

グリー㈱の運営するサイト

「GREE」におけるコンテンツ

提供契約

平成22年6月22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。

　
（4）株式交換

　当社は、平成23年１月20日開催の取締役会決議に基づき、当社の親会社であるコナミ株式会社（以下「コナ

ミ」という。）との間で平成23年１月20日に株式交換契約を締結いたしました。

株式交換の概要は、以下のとおりであります。
　

①　本株式交換の目的
　当社は、平成13年７月に発表したコナミとの戦略的資本・業務提携以来、技術面やコンテンツを含め、互い
に独自性を尊重しつつ、経営資源の相互利用を進めてまいりました。当社は、オンライン・モバイル分野に
おいて豊富な企画力を新機軸で打ち出す形のビジネス展開力に強みを持っており、一方で、コナミグループ
は、主にデジタルエンタテインメント事業におけるグループ内の豊富なコンテンツを様々なカテゴリーで
広く多面展開する総合力に強みを持っており、幅広い分野で成功を収めてまいりました。 
　昨今、デジタルエンタテインメント事業において、ソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」と
いう。)の成長が著しい中、ゲーム業界に新たなビジネスチャンスが広がってきております。特にインター
ネットメディア市場では、高機能携帯端末(スマートフォン)の人気が高まり、今後もスマートフォン向けコ
ンテンツの提供機会は増大していくものと考えられます。また、SNSの活況に見られるように、ソーシャル
ゲームなどの新ネットサービスへの参入は、新たなユーザー層の獲得およびコンテンツの多面的展開の機
会ともなります。 
　コナミは、SNS分野において、ソーシャルゲーム事業で成功の兆しが見えてきており、一部のコンテンツに
おいては既にユーザーから高い評価を得ていることから、経営資源をこの分野へより一層注力することを
検討しております。一方で、当社は、早期からネットワーク・コンテンツ関連事業へ主軸をシフトし、主に音
楽系コンテンツを中心に独自の企画力を発揮し、新機軸のモバイルサイトを業界に先駆けて立ち上げ、モバ
イル業界を牽引してまいりましたが、現状は経営基盤を更に拡充するための取組みを続けております。 
　このような市場環境に適切に対応するべく、ますます成長が期待されるSNS事業に両社の経営資源を集中
することが、両社の更なる発展に繋がると判断いたしました。今後、両社は従来の連結子会社化を通じた協
業体制のみならず、より一層の事業・組織再編を含めたグループ経営の機動性を確保するとともに、将来の
持続的成長を遂げるためにも経営資源を確実性の高い分野に投入していくことが重要であると考えており
ます。また、高機能携帯端末 (スマートフォン)の人気が高まり、今後はスマートフォン向け事業の成長が見
込まれる中、高いゲーム演出や制作技術を有するコナミグループのノウハウと、優れた企画力・機動力を持
つ当社の強みを融合する機会がますます増大することを見込んでおります。 
　本株式交換による完全子会社化は、グループ内の機動的な制作体制・運営体制の構築を図るものでありま
す。コナミグループはより強固な経営基盤を整え、更なる企業価値向上に取り組んでまいります。

　

②　株式交換の日（効力発生日）
　平成23年４月１日
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③　本株式交換の方法
　当社を完全子会社、コナミを完全親会社とする株式交換となります。本株式交換は、当社については平成23
年３月８日に開催した臨時株主総会の決議による承認を受けた上で、平成23年４月１日を効力発生日とし
て、コナミについては会社法第796条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続によりコナミの株主総会決
議による承認を受けないで行っております。
　

④　株式交換比率
　当社の株式１株に対し、コナミの株式0.188株を割当ていたします。

　

⑤　株式交換比率の算定根拠
本株式交換の株式交換比率については、両社がそれぞれ別個に依頼した第三者算定機関による株式交換比
率の分析結果を参考に、かつ、両社の財務状況、業績動向、株価動向等を勘案の上、両社が交渉・協議を行い決
定しております。なお、株式交換比率について、当社はアーンストアンドヤング・トランザクション・アドバ
イザリー・サービス株式会社(以下「E＆Y」という。)に、コナミはプライスウォーターハウスクーパース株
式会社 (以下「PwC」という。)に算定を依頼しております。 
　E＆Yは、両社について市場株価法およびディスカウンテッド・キャッシュ・フロー(以下「DCF」という。)
法を採用して分析を行い、これらを総合的に勘案して算定しました。
　また、PwCは、両社について市場株価基準方式およびDCF方式を採用して分析を行い、これらを総合的に勘案
して算定しました。

　

⑥　株式交換完全親会社となる会社の概要

商　　　　号 　コナミ株式会社

本店の所在地 　東京都港区赤坂九丁目７番２号

代表者の氏名 　代表取締役社長 上月景正

資本金の額 　47,399百万円

事業の内容 　娯楽事業と健康事業を通じたグループの経営戦略・経営管理

　
６ 【研究開発活動】

　該当事項はありません。

　

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績

　当社グループ（当社及び当社子会社）の連結会計年度の売上高は143億24百万円（前年同期比10.7％

減）、営業損失は５億97百万円（前年同期は営業利益10億22百万円）、経常損失は６億10百万円（前年同

期は経常利益10億16百万円）、当期純利益は１億74百万円（同72.7％減）となりました。

　各項目の分析については、次のとおりであります。

　

売上高

　売上高は、前連結会計年度（160億40百万円）に比べて17億15百万円(10.7％)減少し、143億24百万円となり

ました。この減少の主な要因は、ゲーム制作体制の変更があったことから、一部タイトルの開発が中止と

なったことや、RSD事業（受注制作）において市場環境悪化の影響を受け、受注見合わせや中止案件が発生

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（103億90百万円）に比べて５億14百万円（5.0％）増加し、109億５百万円と

なりました。この増加の主な要因は、ゲーム制作体制の変更があったことから、一部タイトルの開発が中止

となり、仕掛品を費用化したことによるものです。

　
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（46億26百万円）と比べて６億９百万円（13.2％）減少し、40

億17百万円となりました。この増加の主な要因は、売上高の減少に伴い、販売手数料が減少したことや、コン

シューマ・コンテンツ関連において、家庭用ゲーム機向けパッケージソフトの広告販促費が減少したこと

によるものです。
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営業損失

　上記の結果、営業損失は、５億97百万円（前連結会計年度は営業利益10億22百万円）となりました。

　
営業外収益

　営業外収益は、前連結会計年度（21百万円）に比べて０百万円（0.2％）減少し、21百万円となりました。

　
営業外費用

　営業外費用は、前連結会計年度（27百万円）に比べて６百万円（23.5％）増加し、34百万円となりました。

この減少の主な要因は、為替差損の増加によるものです。

　
経常損失

　上記の結果、経常損失は、６億10百万円（前連結会計年度は経常利益10億16百万円）となりました。

　
特別損失

　特別損失は、前連結会計年度（46百万円）に比べて32百万円（69.9％）増加し、79百万円となりました。こ

の増加の主な要因は、固定資産除却損の増加によるものです。

　
税金等調整前当期純損失

　上記の結果、税金等調整前当期純損失は、６億90百万円（前連結会計年度は税金等調整前当期純利益９億

69百万円）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（３億28百万円）に比べて

11億93百万円減少し、△８億65百万円となりました。この減少の主な要因は、課税所得の減少に伴い、税金費

用が減少したこと等によるものです。

　
当期純利益

　上記の結果、当期純利益は、前連結会計年度（６億41百万円）に比べて４億66百万円（72.7％）減少し、１

億74百万円となりました。

　
(2）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（114億41百万円）に比べて３億62百万円（3.2％）減少

し、110億78百万円となりました。

　流動資産は前連結会計年度末（104億13百万円）と比べ２億29百万円（2.2％）減少し、101億83百万円と

なりました。この減少の主な要因は、仕掛品の減少によるものです。

　固定資産は前連結会計年度末（10億27百万円）に比べて１億32百万円（12.9％）減少し、８億95百万円と

なりました。この減少の主な要因は、有形固定資産の減少によるものです。

　流動負債は前連結会計年度末（14億53百万円）に比べて４億72百万円（32.5％）減少し、９億81百万円と

なりました。この減少の主な要因は、未払法人税や未払金が減少したことによるものです。

　固定負債は前連結会計年度末（５億81百万円）に比べて79百万円（13.7％）増加し、６億61百万円となり

ました。この増加の主な要因は、資産除去債務の計上や退職給付引当金の増加によるものです。

　純資産は前連結会計年度末（94億6百万円）に比べて30百万円（0.3％）増加し、94億36百万円となりまし

た。この増加の主な要因は、配当金の支払額を当期純利益が上回り、利益剰余金が増加したことによるもの

です。
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(3）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６億12百

万円増加の47億79百万円になりました。

　
（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７億64百万円（前年同期比８億46百万円の増加）となりました。

　主な要因は、税金等調整前当期純損失６億90百万円に対したな卸資産の減少による収入があったことによ

るものです。

　
（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８百万円（前年同期比１億49百万円の減少）となりました。

　主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。

　
（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１億16百万円（前年同期比６億98百万円の減少）となりました。

　主な要因は、配当金の支払いが減少したことによるものです。

　
　以下の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。

　
（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、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。

　
（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）

　新作コンテンツ制作に必要とされる支出につきましては、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23年3月31日現在で47億79

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。
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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54百万円であり、主なものは資産除去債務に関する会計基準の適用

による建物付属設備の増加や、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）コンシューマ・コンテンツ関連

　コンシューマ・コンテンツ関連においては、開発能力向上のため、ゲームソフト開発機材等を中心とした10

百万円の設備投資を行っております。

　
(2）ネットワーク・コンテンツ関連

　ネットワーク・コンテンツ関連においては、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

２百万円の設備投資を行っております。

　
(3）その他

　その他においては、デバック業務円滑化のため、デバックの機器を中心とした０百万円の設備投資を行って

おります。

　
(4）全社（共通）

　全社（共通）では、主に資産除去債務に関する会計基準の適用により建物付属設備が40百万円増加しており

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23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

工具器具

備品

土地

(面積㎡)
その他 合計

東京本社

（東京都港区）

（注2）

ネットワーク・
コンテンツ関連

ネットワーク
ゲームの企画、
開発設備

― 4,478 ― ― 4,478 100

コンシューマ・
コンテンツ関連

ゲームソフト
等の企画、開発
設備

― 2,822 ― ― 2,822 23

全社（共通）
会社統括
業務設備

51,856 15,110 ― ― 66,967 55

北海道本社

（札幌市豊平区）

（注2）

ネットワーク・
コンテンツ関連

ネットワーク
ゲームの企画、
開発設備

806 25,839 ― ― 26,645 60

コンシューマ・
コンテンツ関連

ゲームソフト
等の企画、開発
設備

321 11,592 ― ― 11,914 160

全社（共通）
会社統括
業務設備

4,157 24,561
0

（330）
288 29,007 23

（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415,018千円であります。

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）
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

　東京本社
（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

645

　北海道本社
（札幌市豊平区）

全社（共通）
サーバ及びデータ
ベースシステムの設
備

928

　
(2)　海外子会社

（平成23年３月31日現在）

会社名
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

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

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

ネットワー
クゲームの
企画、開発
設備
ゲームソフ
ト等の企
画、開発設
備

― 7,542 ― 7,542 12

(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23,534千円であります。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1)　重要な設備の新設等

　　平成23年６月14日現在において重要な設備の新設等の計画はありません。

　

(2)　重要な設備の除却等

　　経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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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23年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成23年６月14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 28,821,00028,812,986非上場 （注）１、２、３

計 28,821,00028,812,986― ―

（注）１　単元株式数は100株であります。なお、平成23年６月14日現在において単元株制度は廃止しております。

２　当社株式は平成23年３月29日をもって大阪証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）において上場廃止と

なっております。

３　株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。

当社の発行する全部の株式について、会社法107条第１項第１号に定める内容（いわゆる譲与制限）を定めて

おり、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第７条において定めております。

４　平成23年４月１日に自己株式の消却がなされ、8,014株減少し、28,812,986株となっております。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【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21年４月１日

（注）１
9,607,00028,821,000 ― 5,064,276 ― 3,656,643

（注）１　株式分割（１：1.5）による増加であります。

　　　　２　平成23年４月１日に自己株式の消却がなされ、8,014株減少し、28,812,986株となっております。
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(6) 【所有者別状況】

平成23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)
－ 3 8 27 22 5 6,2586,323 －

所有株式数

(単元)
－ 2,3627,360161,29354,404 102 61,878287,39981,100

所有株式数
の割合

(％)
－ 0.82 2.56 56.1218.92 0.03 21.53100.00 －

（注）　自己株式8,014株は、「個人その他」に80単元、「単位未満株式の状況」に14株含まれております。

　
　

(7) 【大株主の状況】

平成23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 東京都港区赤坂九丁目７番２号 15,561 53.99

ゴールドマンサックスイン
ターナショナル

133 FLEET STREET LONDONEC4A 2BB,U.K1,199 4.16

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

25 CABOT SQUARE CANARY W HARF,LONDON E14 4QA,U.K809 2.80

ビ－ビ－エイチ　フォ－　フィ
デリティ－　ロ－プライス ス
トックファンド

40 WATER STREET, BOSTON MA 02109 U.S.A.700 2.42

ユービーエス　エージー　ロン
ドン　アカウント　アイピー
ビー　セクリゲイテッド　クラ
イアント　アカウント

BAHNHOFSTRASSE 45,8001 ZURICH,SWITZERLAND591 2.05

ＣＳＳＥＬ　ＳＰＥＣＩＡＬ　
ＣＳＴＤＹ　ＡＣ　ＥＸＣＬ　Ｆ
ＢＯ　ＣＵＳ　（ＰＢ　ＮＯＮ－
ＴＲＥＡＴＹ）

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ,U.K528 1.83

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク
　トリーティー　ジャスデック　
アカウント

AVENUE DES ARTS,35 KUNSTLAAN,1040 BRUSSELS,BELGIUM392 1.36

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 368 1.27

野村信託銀行株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 362 1.25

ドイチェ　バンク　アーゲー　ロ
ンドン　ピービー　ノントリ
ティー　クライアンツ　６１３

TAUNUSANLAGE 12,D-60325 FRANKFURT AM MAIN,FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY

318 1.10

計 ― 20,832 72.28
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(8) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

平成23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 8,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 28,731,900 287,319 －

単元未満株式 普通株式 81,100 － －

発行済株式総数 　 28,821,000－ －

総株主の議決権 　 － 287,319 －

　

②　【自己株式等】

平成23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１号
8,000 － 8,000 0.0

計 ― 8,000 － 8,000 0.0

　

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　
２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条３号による普通株式の取得
　

(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 2,958 933,780

当期間における取得自己株式 ― ―
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(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 ― ― 8,014 4,021,808

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 8,014 ― ― ―

　
３ 【配当政策】

　当社を含むコナミグループは、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、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い
たしております。
　また剰余金の配当については、中間配当と期末配当の年２回行うことを基本的な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。
　なお当社は、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。
　当事業年度については、１株当たり８円とさせていただきます。
　なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）

平成22年10月28日

取締役会決議
115,261 4.00

平成23年５月10日

取締役会決議
115,251 4.00

　
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35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高(円) 2,425 2,290 2,170 754 445

最低(円) 683 1,203 564 338 217

(注)　最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであり、平成22年10月12日以

降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

なお、当社株式は平成23年３月29日をもって大阪証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）において上場廃止

となっております。

　　　　　

(2)　【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成22年10月 11月 12月 平成23年１月 ２月 ３月

最高(円) 296 286 329 389 322 350

最低(円) 265 241 276 298 288 217

(注)　最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであり、平成22年10月12日以

降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

なお、当社株式は平成23年３月29日をもって大阪証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）において上場廃止

となっております。
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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 社長 上原 和彦 平成38年10月16日生

昭和61年４月 コナミ工業株式会社（現:コナミ株式会

社）入社

（注3） －

平成７年４月 株式会社コナミコンピュータエンタテイ

ンメント大阪へ転籍

平成８年11月 同社　取締役就任

平成15年５月 同社　執行役員専務を兼任

平成16年６月 同社　執行役員専務 兼 パワプロプロダク

ション統括プロデューサー

平成17年４月 コナミ株式会社ゲームソフトカンパニー

パワプロプロダクションエグゼクティブ

プロデューサー

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　執行役員パワプロプロダクションエ

グゼクティブプロデューサー

平成21年４月 同社　執行役員 ネット事業統括 兼 パワ

プロプロダクションエグゼクティブプロ

デューサー（現任）

平成23年４月 当社代表取締役社長就任（現任）

取締役 　 木曽原　和之 昭和46年６月17日生

平成13年３月 コナミマーケティング株式会社　入社

（注4） －

平成20年４月 コナミ株式会社　経営企画グループ統括マ

ネージャー

平成23年１月 同社経営統括部長

平成23年４月 同社執行役員経営統括部長（現任）

平成23年４月 当社取締役（現任）

　 (重要な兼職の状況)

　 株式会社コナミデジタルエンタテインメ

ント

取締役

　 株式会社コナミスポーツ＆ライフ取締役

取締役 　 壷井　知行 昭和45年９月３日生

平成９年５月 株式会社コナミコンピューターエンタテ

インメントスクール入社

（注4） －

平成17年５月 コナミ株式会社財務本部グループ経理部

長

平成18年３月 株式会社コナミスポーツ＆ライフ施設運

営本部副本部長

平成21年６月 株式会社コナミデジタルエンタテインメ

ント財務本部　本部長代理

平成23年３月 株式会社コナミデジタルエンタテインメ

ント事業推進本部長（現任）

平成23年４月 当社取締役（現任）

　 (重要な兼職の状況)

　 コナミマニュファクチャリング＆サービ

ス株式会社取締役

常勤監査役 　 畑中　英男 昭和30年５月12日生

昭和55年４月 コナミ工業株式会社（現コナミ株式会

社）入社

（注5） －

平成10年５月 コナミサービス株式会社（現コナミマ

ニュファクチャリング＆サービス株式会

社）サービス部副部長

平成19年４月 株式会社コナミスポーツ＆ライフ　商品開

発本部商品調達部マネージャー

平成22年５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）

平成23年４月 当社監査役（現任）

監査役 　 伊藤　一実 昭和18年３月９日生

平成４年９月 愛知県警察本部長

（注5） －

平成６年７月 警察大学校　校長

平成７年10月 株式会社神戸製鋼所常任顧問

平成20年４月 富士急行株式会社特別顧問（現任）

平成21年６月 当社監査役（現任）

　 　 　 計 　 　 　 ー

　 (注) １　取締役　木曽原和之、壷井知行は、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　畑中英男、伊藤一実は、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23年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　平成23年４月１日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までであります。

５　平成21年６月23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・ガバナンスの状況等】

コーポレート・ガバナンスの内容につきましては、期末日現在の状況に基づいて作成しております。

(1)【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

ア．企業統治の体制

＜当社における企業統治の体制とその体制を採用している理由＞

　当社は監査役会設置会社であり、監査役４名全員が社外監査役で構成され、取締役会に出席するとと

もに、原則として毎月監査役会を開催し、監査体制の充実を図っております。

　また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、企業経営の更なる活性化を図っております。

　会計監査人は有限責任 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。

イ．内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制担当の関係

  内部統制室は、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たっており

ます。

　当社は、監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上が最も合理的である

と考え、監査役全員が社外監査役で構成され、監督機能が十分発揮できる体制をとっており、監査役機

能を有効活用しながら、内部統制室との連携・調整を図っております。当社は現体制により経営に対す

るガバナンス強化の実現が十分に可能と認識しております。

　

＜取締役会＞

　当社は、取締役３名（うち社外取締役１名）で構成され、原則として月１回の定例取締役会を開催し

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、意思決定・監督機能と業務執行機能の分離により、意思決定の迅速化と機動的な業務執行を

図るため、執行役員制度を導入しております。現在執行役員７名のうち、２名が取締役を兼任すること

で、取締役会での意思決定と業務執行との乖離を防止し、効率的な経営体制を維持するよう努めており

ます。
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　また、業務執行を行う経営陣から客観的な立場にあり、監督機能の強化のため、取締役３名のうち１名

が社外取締役であります。

＜内部統制システムの整備状況＞

　当社は、取締役会において内部統制システムに関する基本方針（取締役の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制並びにその他会社の業務の適正を確保するための体制等）を定

めております。

　執行役員社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンスに関する体制の整備・

強化を図っております。

＜リスク管理体制の整備状況＞

　当社は、当社におけるリスク管理の全般的推進及びリスク管理に必要な情報の共有のため、執行役員

全員を委員とする内部統制委員会を設けております。

　内部統制委員会は当社グループに顕在化するリスクへの適切な評価、対応を行うほか、リスク低減の

ための体制を適切に整備、運用するものとしております。

　また、リスク管理規程並びにリスク管理マニュアルを定め、社内イントラネットを通じ、役職員全員に

周知を図っております。

＜社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の締結について＞

　社外取締役及び社外監査役は、当社との間で会社法第423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。

＜取締役の定数及び選任決議＞

　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、累積投票によらない旨を定款で定めております。

＜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。

＜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165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。

＜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以上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。

ウ．内部監査及び監査役監査

＜内部監査＞

内部統制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。

＜監査役監査＞

　当社は、監査役会設置会社制度を導入しております。

当社は監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上が最も合理的であると

考え、監督機能が十分に発揮されるよう監査役は４名全員が社外監査役で構成されております。

監査役は、取締役会に出席するとともに、監査役会を原則として毎月開催し、監督体制の充実を図っ

ております。

エ．社外取締役及び社外監査役

＜社外取締役＞

　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社外取締役であり、事業法人の経営者として

の豊富な経験・実績、見識を活かし、業務執行の監督機能の確立を図れるものと認識しております。
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＜社外監査役＞

　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、また他の

社外監査役２名は他社の代表取締役又は顧問として業務執行を行う経営陣から独立しており、客観的

立場から取締役の業務執行に対する監督に当たれるものと認識しております。

＜社外取締役又は社外監査役の企業統治において果たす機能及び役割＞

　当社は意思決定の迅速化と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役３名のうち２名が執行役員を兼任することで、取締役会での意思決定と業務執行との乖離を防

止し、効率的な経営体制を維持するよう努めておりますが、業務執行を行う経営陣から客観的な立場に

あり、監督機能を強化するため、１名が社外取締役であります。

　また監査役においては、経営陣から独立した立場での監督機能強化を強化するため、４名全員が社外

監査役であります。

　なお、上記社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。

オ．会計監査の状況

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下の２名であり、有限責任 あずさ監査法人に所属し

ております。

田名部雅文

山根　洋人

　また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他７名であります。

（注）その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。

③　役員報酬の内容

　取締役及び監査役の報酬等の額

区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別
の総額（百万円） 対象となる役員

の員数（名）
基本報酬

取締役
（社外取締役を除く）

53百万円 53百万円 3

監査役
（社外監査役を除く）

― ― ―

社外役員 40百万円 40百万円 5

合　計 93百万円 93百万円 8

　　　(注)１ 取締役のうち１名は平成22年12月15日付で辞任し、１名は平成23年４月１日付で辞任し、１名は平成23年
   ６月14日開催の定時株主総会において退任いたしました。
２ 社外役員のうち１名は平成23年６月14日開催の定時株主総会において退任し、２名は同日にて辞任いたし
ました。

④　役員報酬等の額の決定に関する方針

当社は役員報酬の決定に関する方針を定めており、株主総会において決定された報酬の限度内で、当

社の業績及び従業員給与との均衡を考慮して取締役会で決定されます。
　

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区　　分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 36 － 36 0

合計 36 － 36 0

　

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。
　

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　当社は、非監査業務として監査公認会計士等に対して国際財務報告基準（IFRS）に関するアドバイザ

リー業務等の対価を支払っております。
　

④【監査報酬の決定方針】

　過去の監査実務及び今後予測される監査業務を定量的に見積もり、当社及び会計監査人両者で協議の

上報酬額を決定しております。
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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21年４月１日から平成22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22年４月１日から平成23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21年４月１日から平成22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22年４月１日から平成23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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成21年４月１日から平成

22年３月31日まで)及び前事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)の連結財務諸表及び財

務諸表については、あずさ監査法人により監査を受け、当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３

月31日まで)及び当事業年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表

について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年

７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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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】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,167,502 4,779,930

売掛金 2,541,033 1,954,893

商品及び製品 156,282 24,742

原材料及び貯蔵品 273,358 76,898

コンテンツ 112,982 48,849

仕掛品 1,581,052 471,155

前渡金 157,764 392,866

前払費用 252,751 140,306

繰延税金資産 1,011,171 2,009,049

その他 169,781 303,527

貸倒引当金 △10,310 △18,566

流動資産合計 10,413,370 10,183,653

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 111,536 142,580

減価償却累計額 △35,599 △50,691

建物及び構築物（純額） 75,936 91,889

工具、器具及び備品 1,472,394 1,277,189

減価償却累計額 △1,270,735 △1,185,241

工具、器具及び備品（純額） 201,658 91,948

その他 4,911 288

有形固定資産合計 282,506 184,125

無形固定資産

その他 53,777 19,650

無形固定資産合計 53,777 19,650

投資その他の資産

投資有価証券 23,968 23,968

繰延税金資産 255,324 250,742

その他 436,534 424,254

貸倒引当金 △24,165 △7,405

投資その他の資産合計 691,661 691,560

固定資産合計 1,027,945 895,336

資産合計 11,441,316 11,078,990

負債の部

流動負債

買掛金 88,347 72,649

未払金 840,735 697,412

未払法人税等 342,657 50,008

未払消費税等 58,785 55,463

事業構造改善引当金 41,375 23,570

その他 81,938 82,468

流動負債合計 1,453,842 981,571

固定負債

退職給付引当金 581,423 614,036

資産除去債務 － 47,124

固定負債合計 581,423 661,161

負債合計 2,035,265 1,642,733
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,064,276 5,064,276

資本剰余金 3,656,643 3,656,643

利益剰余金 762,516 821,957

自己株式 △3,088 △4,021

株主資本合計 9,480,347 9,538,855

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △74,296 △102,598

その他の包括利益累計額合計 △74,296 △102,598

純資産合計 9,406,050 9,436,256

負債純資産合計 11,441,316 11,078,990
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 16,040,144 14,324,606

売上原価 ※1
 10,390,705

※1
 10,905,093

売上総利益 5,649,439 3,419,513

販売費及び一般管理費 ※2
 4,626,662

※2
 4,017,382

営業利益又は営業損失（△） 1,022,776 △597,869

営業外収益

受取利息 229 237

保険配当金 2,326 2,236

賃貸料収入 16,500 8,608

その他 2,139 10,064

営業外収益合計 21,195 21,145

営業外費用

為替差損 26,650 33,246

その他 987 900

営業外費用合計 27,637 34,146

経常利益又は経常損失（△） 1,016,334 △610,870

特別損失

固定資産売却損 ※3
 1,095

※3
 239

固定資産除却損 ※4
 4,316

※4
 38,502

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,187

減損損失 ※5
 －

※5
 10,993

事業構造改善引当金繰入額 ※6
 41,375

※6
 23,570

特別損失合計 46,788 79,493

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

969,546 △690,363

法人税、住民税及び事業税 482,112 128,230

法人税等調整額 △153,661 △993,297

法人税等合計 328,451 △865,066

少数株主損益調整前当期純利益 － 174,702

当期純利益 641,095 174,702
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【連結包括利益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 174,702

その他の包括利益

為替換算調整勘定 － △28,301

その他の包括利益合計 － ※1
 △28,301

包括利益 － ※2
 146,400

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 146,400

少数株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,064,276 5,064,276

当期末残高 5,064,276 5,064,276

資本剰余金

前期末残高 3,656,643 3,656,643

当期末残高 3,656,643 3,656,643

利益剰余金

前期末残高 937,955 762,516

当期変動額

剰余金の配当 △816,533 △115,261

当期純利益 641,095 174,702

当期変動額合計 △175,438 59,441

当期末残高 762,516 821,957

自己株式

前期末残高 △406 △3,088

当期変動額

自己株式の取得 △2,681 △933

当期変動額合計 △2,681 △933

当期末残高 △3,088 △4,021

株主資本合計

前期末残高 9,658,467 9,480,347

当期変動額

剰余金の配当 △816,533 △115,261

自己株式の取得 △2,681 △933

当期純利益 641,095 174,702

当期変動額合計 △178,120 58,507

当期末残高 9,480,347 9,538,855
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

前期末残高 △65,035 △74,296

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△9,261 △28,301

当期変動額合計 △9,261 △28,301

当期末残高 △74,296 △102,598

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △65,035 △74,296

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△9,261 △28,301

当期変動額合計 △9,261 △28,301

当期末残高 △74,296 △102,598

純資産合計

前期末残高 9,593,432 9,406,050

当期変動額

剰余金の配当 △816,533 △115,261

自己株式の取得 △2,681 △933

当期純利益 641,095 174,702

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,261 △28,301

当期変動額合計 △187,381 30,205

当期末残高 9,406,050 9,436,256
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

969,546 △690,363

減価償却費 156,413 129,022

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,187

減損損失 － 10,993

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,124 △8,503

退職給付引当金の増減額（△は減少） 40,603 32,613

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 41,375 △17,805

受取利息及び受取配当金 △229 △237

為替差損益（△は益） 12,470 △22

固定資産除売却損 5,412 38,742

売上債権の増減額（△は増加） 480,426 586,140

たな卸資産の増減額（△は増加） △259,771 1,502,030

前払費用の増減額（△は増加） △79,274 116,136

投資その他の資産の増減額（△は増加） △12,523 5,537

その他の流動資産の増減額（△は増加） 143,670 △218,949

仕入債務の増減額（△は減少） △6,497 △15,698

その他の流動負債の増減額（△は減少） △99,979 △146,225

その他 △17,835 22,827

小計 1,374,932 1,352,424

利息及び配当金の受取額 231 237

法人税等の支払額 △1,457,840 △588,653

営業活動によるキャッシュ・フロー △82,676 764,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △170,871 △11,141

有形固定資産の売却による収入 1,850 3,462

無形固定資産の取得による支出 △6,142 △2,585

貸付けによる支出 △2,000 －

貸付金の回収による収入 1,562 1,993

敷金の支払いによる支出 △207,765 －

敷金の返還による収入 225,548 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △157,819 △8,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △2,681 △933

配当金の支払額 △812,400 △115,151

財務活動によるキャッシュ・フロー △815,082 △116,085

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,906 △27,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,075,484 612,428

現金及び現金同等物の期首残高 5,242,986 4,167,502

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 4,167,502

※
 4,779,930
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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21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23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.

 

ロ　主要な非連結子会社の名称等

　　該当事項はありません。

イ　連結子会社の数　　　　1社

　　Hudson　Entertainment,Inc.

(注)なお、上記の連結子会社は、平成23
年３月31日に解散し、清算手続き
を行っております。

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　

該当事項はありません。

 

イ　持分法適用の関連会社数　

　　　　　　　同左

 

　 ロ　持分法を適用していない非連結子

会社

　　該当事項はありません。

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

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）

　　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

 

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

　　　　　　　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

 移動平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算

定）

 

ハ　たな卸資産

（イ）商品・製品・原材料・貯蔵品

　　　　　　　同左

 
 

　 （ロ）コンテンツ

個別法による原価法（従来よ

り、見込販売数量による回収可

能性に基づく方法によってい

る）

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（従来よ

り、見込販売数量による回収可

能性に基づく方法によってい

る）

 

（ハ）仕掛品

　　　　　　　同左
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項目

前連結会計年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23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（リース資産を除

く）

　　定率法（但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設

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（リース資産を除

く）

　　定率法（但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設

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　　10～18年

　　工具器具備品　　　 4～10年

 
　 ロ　無形固定資産（リース資産を除

く）

　　定額法

なお、自社利用ソフトウェアに

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（リース資産を除

く）

　　　　　　　同左

 

　 ハ　リース資産

（イ）所有権移転ファイナンス・

リース取引

自己所有の固定資産に適用する

減価償却方法と同一の方法を採

用しております

ハ　リース資産

（イ）所有権移転ファイナンス・

リース取引

――――――――

 

　 （ロ）所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

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。なお、平成20年３月

31日以前に契約を行ったリース

契約につきましては、通常の賃

貸借取引に準じた方法によって

おります

 

（ロ）所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

　　　　　　　同左

 

　(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
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項目

前連結会計年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

　 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　事業構造改善引当金

　　開発体制、事業体制の強化を目的と

した組織及び要員配置の改善に伴

い発生が見込まれる費用を計上す

るものです。

 

ハ　事業構造改善引当金

　　　　　　　同左

　(4) 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

　　ヘッジ対象：外貨建予定取引

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段：同左

　　ヘッジ対象：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

相場又はキャッシュ・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

 

　 　 　

　(5) 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ヵ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。
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項目

前連結会計年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

　(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

　　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております

　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。

　　　　――――――――

 

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ヵ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。

　　　　――――――――

 

　　
【会計方針の変更】

前連結会計年度

(自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日)

――――――――

 

（資産除去債務に関する会計基準等）

　当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去

債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。これに

より、当連結会計年度の営業損失、経常損失はそれぞれ6,191

千円増加し、税金等調整前当期純損失は12,378千円増加して

おります。

　
【表示方法の変更】

前連結会計年度

(自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日)

―――――――― （連結損益計算書関係）

　 　当連結会計年度より「連結財務諸表に関する会計基準」

(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 

内閣府令第５号)を適用し、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目で表示しております。

　
【追加情報】

前連結会計年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

──────── 　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準

（企業会計基準第25号 平成22年6月30日）を適用しており

ます。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の

包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・

換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載

しております。
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度

（平成22年３月31日）

当連結会計年度

（平成23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２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 4,000,000千円

借入実行残高 ―

差引額 4,000,000千円

 

※　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀
行２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 4,000,000千円

借入実行残高 ―

差引額 4,000,000千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の
低下による簿価切下額

売上原価 4,105千円

 

※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の
低下による簿価切下額

売上原価 116,772千円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

　　販売費の主なもの

広告販促費 1,473,100千円

販売手数料 1,238,506千円

給料及び手当 743,768千円

退職給付費用 15,638千円

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

　　販売費の主なもの

広告販促費 1,190,234千円

販売手数料 927,845千円

給料及び手当 797,760千円

退職給付費用 24,286千円

 

※１、２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究
開発費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,774千円

※１、２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究
開発費

――――――――

※３　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」 1,095千円

 

※３　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」  　　　　　　 239千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具器具備品 4,316千円

計 4,316千円

 

※４　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 800千円

工具器具備品 23,966千円

ソフトウェア 13,736千円

計 38,502千円

 
 

※５　　　　　　　───────

 

※５　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

北海道本社

札幌市豊平区

遊休

予定資産

工具器具備品

ソフトウェア
10,993千円

（2）減損損失を認識するに至った経緯

　固定資産の内容を精査した結果、遊休資産の状態と
なり将来の用途が定まらない資産があることから、当
連結会計年度において減損損失を認識し、該当資産の
帳簿価額を減額いたしました。

　減損損失の主な内訳は工具器具備品10,383千円、ソ
フトウェア609千円であります。

（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、遊休状態とな
る資産については、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

　当資産グループの回収可能価額は、使用価値によっ
て測定しておりますが、当資産グループは将来の用途
が定まらないため、残存価額を零として評価しており
ます。

 
※６　事業構造改善引当金繰入額

　開発体制、事業体制の強化を目的とした組織及び要
員配置の改善に伴い発生が見込まれる費用を計上す
るものです。

※６　事業構造改善引当金繰入額

同左
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(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益　　　　　  631,833千円

少数株主に係る包括利益　　　　　　 　 　 　　―

計　　　　　　　　　　　　　　　 　 631,833千円

　
※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

為替換算調整勘定　　　　　　　　    △9,261千円

計　　　　　　　　　　　　　　　    △9,261千円

　

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

（株）

増加

（株）

減少

（株）

当連結会計年度末

（株）

　普通株式 19,214,000 9,607,000 － 28,821,000

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

株式の分割による増加9,607,000株

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

（株）

増加

（株）

減少

（株）

当連結会計年度末

（株）

　普通株式 454 4,602 － 5,056

（変動事由の概要）

自己株式数の主な増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成21年５月22日
取締役会

普通株式 528,372 27.50平成21年３月31日平成21年６月９日

平成21年11月５日
取締役会

普通株式 288,161 10.00平成21年９月30日平成21年12月８日

　
(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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当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当連結会計年度末

(株)

　普通株式 28,821,000 － － 28,821,000

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当連結会計年度末

(株)

　普通株式 5,056 2,958 － 8,014

（変動事由の概要）

自己株式数の主な増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成22年10月28日
取締役会

普通株式 115,261 4.00平成22年９月30日平成22年12月１日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成23年５月10日
取締役会

普通株式 利益剰余金 115,251 4.00平成23年３月31日平成23年６月３日

　

(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21年４月１日

至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

至　平成23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
掲記されている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係

（平成23年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 4,167,502

現金及び現金同等物 4,167,502

 

（千円）

現金及び預金勘定 4,779,930

現金及び現金同等物 4,779,930
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(リース取引関係)

前連結会計年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

１　ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)　リース資産の内容

・有形固定資産

　主として、ネットワーク関連事業におけるサー

バー及び全社共有で使用するプリンターでありま

す。

・無形固定資産

　主として、固定資産管理で使用するソフトウェ

アであります。
 

(2)　リース資産の減価償却の方法

　　　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。

 
リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引

１　ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)　リース資産の内容

・有形固定資産

同左

 
 
 
 
 
 

(2)　リース資産の減価償却の方法

同左

 
 

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側）

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 8,672 7,215 1,457

合計 8,672 7,215 1,457

 

（借主側）

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 8,672 8,672 －

合計 8,672 8,672 －

 

②　未経過リース料期末残高相当額

1年内 1,573千円

1年超 －千円

合計 1,573千円
 

②　未経過リース料期末残高相当額

1年内 －

1年超 －

合計 －
 

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 2,590千円

減価償却費相当額 2,410千円

支払利息相当額 88千円
 

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 1,573千円

減価償却費相当額 1,457千円

支払利息相当額 23千円
 

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

⑥　減損損失について
　リース資産について配分された減損損失はありま

せん。
 

⑥　減損損失について

　　　　　　　　　  同左

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも
のに係る未経過リース料

1年内 296,703千円

1年超 1,755,493千円

合計 2,052,196千円

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の
ものに係る未経過リース料

1年内 296,703千円

1年超 1,458,790千円

合計 1,755,493千円
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(金融商品関係)

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日）

　
１．金融商品の状況に関する事項

(1)　金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による

方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

なお、当連結会計年度末において借入金や、デリバティブはありません。
　

(2)　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの債

権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としています。

また、与信については信用調査会社を利用しリスク低減に取り組んでおります。

なお、営業債務である買掛金並びに未払金は、すべて1年以内の支払期日となっております。
　

２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注）２

を参照ください。）。
表1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　 連結貸借対照表計上額 時価 差額

(１) 現金及び預金 4,167,502 4,167,502 －

(２) 売掛金 2,541,033 2,541,033 －

資産計 6,708,536 6,708,536 －

(１) 買掛金 88,347 88,347 －

(２) 未払金 840,735 840,735 －

負債計 929,083 929,083 －

　

(注)１　金融商品の時価の算定方法に関する事項

資  産

(１) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　

負  債

(１) 買掛金、並びに(2) 未払金

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　

(注)２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 　　　　　　　　　23,968

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、表１には含めておりません。
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)　金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による

方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

なお、当連結会計年度末において借入金や、デリバティブはありません。

　
(2)　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの債

権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としています。

また、与信については信用調査会社を利用しリスク低減に取り組んでおります。

なお、営業債務である買掛金並びに未払金は、すべて1年以内の支払期日となっております。

　
２．金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注）２

を参照ください。）。
表1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：千円）

　 連結貸借対照表計上額 時価 差額

(１) 現金及び預金 4,779,930 4,779,930 －

(２) 売掛金 1,954,893 1,954,893 －

資産計 6,734,823 6,734,823 －

(１) 買掛金 72,649 72,649 －

(２) 未払金 697,412 697,412 －

負債計 770,062 770,062 －

　

(注)１　金融商品の時価の算定方法に関する事項

資  産

(１) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　
負  債

(１) 買掛金、並びに(2) 未払金

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　
(注)２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 　　　　　　　　　23,968

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、表１には含めておりません。
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(有価証券関係)

前連結会計年度

１　満期保有目的の債券（平成22年３月31日）

　　該当事項はありません。

　
２　その他有価証券（平成22年３月31日）

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

　その他

 
 

23,968

 
 

23,968

 
 

―

小計 23,968 23,968 ―

合計 23,968 23,968 ―

　
３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　　該当事項はありません。

　
当連結会計年度

１　満期保有目的の債券（平成23年３月31日）

　　該当事項はありません。

　
２　その他有価証券（平成23年３月31日）

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

　その他

 
 

23,968

 
 

23,968

 
 

―

小計 23,968 23,968 ―

合計 23,968 23,968 ―

　
３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　　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

49/92



　

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度（平成22年３月31日）

１  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

　
当連結会計年度（平成23年３月31日）

１  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

　

(退職給付関係)

前連結会計年度

（自　平成21年４月１日

　　至　平成22年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成22年４月１日

　　至　平成23年３月31日）

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。

 

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

退職給付債務 △673,521千円

未認識数理計算上の差異 92,097千円

退職給付引当金 △581,423千円

（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。

２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △663,328千円

未認識数理計算上の差異 49,291千円

退職給付引当金 △614,036千円

（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

勤務費用 49,201千円

利息費用 8,395千円

数理計算上の差異の費用処理額 △12千円

退職給付費用 57,584千円

（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23,509千円を支払っております。

３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 58,502千円

利息費用 10,102千円

数理計算上の差異の費用処理額 22,151千円

退職給付費用 90,757千円

（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22,334千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

退職給付見込額の期間配分方法　期間定額基準

割引率 1.5％

数理計算上の差異の処理年数 5年

 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法　期間定額基準

割引率 1.5％

数理計算上の差異の処理年数 5年
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(税効果会計関係)

前連結会計年度

(平成22年３月31日)

当連結会計年度

(平成23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

（繰延税金資産）

（1）繰延税金資産（流動）

たな卸資産 1,692,561千円

前払版権料 17,540千円

未払金 10,726千円

未払事業税 27,172千円

事業構造改善引当金 16,773千円

その他 67,071千円

小計 1,848,768千円

評価性引当額 △837,324千円

繰延税金資産（流動）合計 1,011,444千円

 
 

（2）繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 9,796千円

退職給付引当金 235,709千円

一括償却資産 10,426千円

無形固定資産 6,944千円

その他 4,896千円

小計 267,773千円

評価性引当額 △12,449千円

繰延税金資産（固定）合計 255,324千円

（繰延税金負債）

繰延税金負債（流動）

貸倒引当金 273千円

繰延税金負債（流動）合計 273千円

 

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 1,663,697千円

前払版権料 38,720千円

未払金 21,266千円

未払事業税 13,510千円

事業構造改善引当金 9,555千円

繰越欠損金 360,804千円

その他 107,612千円

小計 2,215,164千円

評価性引当額 △205,898千円

繰延税金資産（流動）合計 2,009,269千円

（繰延税金負債）

繰延税金負債（流動）

貸倒引当金 219千円

繰延税金負債（流動）合計 219千円

繰延税金資産（流動）純額 2,009,049千円

（2）繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 3,002千円

退職給付引当金 248,930千円

一括償却資産 9,626千円

無形固定資産 6,300千円

減損損失 5,672千円

資産除去債務 19,104千円

その他 729千円

小計 293,365千円

評価性引当額 △28,537千円

繰延税金資産（固定）合計 264,828千円

（繰延税金負債）

繰延税金負債（固定）

資産除去債務に対応する除去費用 14,086千円

繰延税金負債（固定）合計 14,086千円

繰延税金資産（固定）純額 250,742千円

 
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 40.5％

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

1.0％

評価性引当額の減額 △11.8％

住民税均等割額 0.8％

過年度修正申告 2.7％

その他 0.7％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

33.9％

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

△0.7％

評価性引当額の減額 87.4％

住民税均等割額 △1.2％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

125.3％

（注）翌連結会計年度より連結納税制度を適用すること
から、「連結納税制度を適用する場合の税効果会
計に関する当面の取扱い」（実務対応報告第5号
および実務対応報告第7号）に従い当連結会計年
度の繰延税金資産の回収可能性を判断しており
ます。
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(資産除去債務関係)

当連結会計年度（平成23年３月31日）

１  資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

建物及び構築物の不動産賃貸借契約に伴う現状回復義務等であります。

　
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から８年と見積り、割引率は0.86％を使用して資産除去債務の金額を計算してお

ります。

　
(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高（注） 46,724千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 ―

時の経過による調整額 399千円

期末残高 47,124千円

　
(注) 当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月

31日）を適用したことによる期首時点における残高であります。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22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

7,228,3238,647,635164,18516,040,144 － 16,040,144

　(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － － － － －

　　計 7,228,3238,647,635164,18516,040,144 － 16,040,144

　営業費用 6,032,7327,792,109103,89913,928,7421,088,62515,017,367

　営業利益 1,195,590855,52560,2862,111,402(1,088,625)1,022,776

Ⅱ　資産、減価償却費及び資
本的支出

　 　 　 　 　 　

　資産 2,103,4524,369,2835,4776,478,2134,963,10211,441,316

　減価償却費 45,617 36,2991,072 82,988 73,424156,413

　資本的支出 14,792 38,934 208 53,934 123,079177,014

(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テ

インメント・コンテンツの制作・販売・受託等

　
③ 音楽映像コンテンツの制作・配信及び周辺機器の制作

・販売、自社音楽レーベル向けの楽曲の制作・提供等
(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・販売、玩具等の開発・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・ツールの開発
・販売等

(3) その他事業……………………………… 上記事業に属さない製・商品の開発・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、当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1,130,747千円、当連結会計年度は1,088,625千円であります。

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)及び管理部門に係る資産等であり、前連結会計年度は5,566,410千円、当連結会計年度

は4,963,102千円であります。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　
日本

(千円)

北米

(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

14,125,8091,914,33416,040,144 － 16,040,144

　(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高

282,785 276,570 559,355(559,355) －

　　計 14,408,5942,190,90516,599,500(559,355)16,040,144

　営業費用 12,510,9341,972,66314,483,598533,76915,017,367

　営業利益 1,897,660218,2412,115,902(1,093,125)1,022,776

Ⅱ　資産 7,434,599888,0318,322,6313,118,68511,441,316

(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国又は主な地域は次の通りであります。

北米……アメリカ合衆国

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、当社の総務部門等管理部門に

係る費用1,088,625千円であります。

４　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）４」と同一であります。

　
【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　 北米 欧州 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,385,397999,387 12,085 588 3,397,459

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 16,040,144

Ⅲ　連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

14.9 6.2 0.1 0.0 21.2

(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、オランダ王国、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）、イタリア共和国

(3) アジア…中華人民共和国、大韓民国、台湾

(4) その他…イスラエル国、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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【セグメント情報】

１. 報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は東京本社、北海道本社に製品・サービス別の各事業本部を置き、事業活動を展開しており、「ネッ

トワーク・コンテンツ関連」、「コンシューマ・コンテンツ関連」の２つを報告セグメントとしておりま

す。

　「ネットワーク・コンテンツ関連」は携帯電話等のモバイル端末やインターネット上でのオンライン

ゲーム等のエンタテインメント・コンテンツの制作・販売・受託等を行なっており、また音楽映像コンテ

ンツの制作・配信・受託及び周辺機器の制作・販売、自社音楽レーベル向けの楽曲の制作・提供等もおこ

なっております。

　「コンシューマ・コンテンツ関連」は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、玩具等の開発・販売、版権許諾等や他社ブランドの家庭用ゲームソフトの制作受託等を行なっており、

また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

の開発・販売等も行なっております。

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

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

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

前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日）

（単位：千円）

　 報告セグメント
その他
(注)

合計
　

ネットワーク・
コンテンツ関連

コンシューマ・
コンテンツ関連

計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 7,228,3238,647,63515,875,959164,18516,040,144

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － － － －

計 7,228,3238,647,63515,875,959164,18516,040,144

セグメント利益 1,195,590855,5252,051,11660,2862,111,402

セグメント資産 2,103,4524,369,2836,472,736 5,4776,478,213

セグメント負債 719,927 762,6601,482,58711,5201,494,107

その他の項目 　 　 　 　 　

  減価償却費 45,617 36,299 81,916 1,072 82,988

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

14,792 38,934 53,726 208 53,934

(注) 「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、製・商品の開発・販売、版権許諾等を含

んでおります。
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

（単位：千円）

　
報告セグメント

その他
(注)

合計
ネットワーク・
コンテンツ関連

コンシューマ・
コンテンツ関連

計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 6,266,3578,011,55214,277,90946,69714,324,606

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － － － －

計 6,266,3578,011,55214,277,90946,69714,324,606

セグメント利益又は損失
（△）

958,613△470,807 487,806 10,362 498,168

セグメント資産 1,911,2494,047,5165,958,76610,8965,969,662

セグメント負債 606,306 743,7171,350,023 2,7791,352,802

その他の項目 　 　 　 　 　

  減価償却費 37,048 36,335 73,383 775 74,159

  減損損失 － 10,993 10,993 － 10,993

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額

2,942 10,239 13,182 － 13,182

(注) 「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、製・商品の開発・販売、版権許諾等を含

んでおります。

　
４． 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する

事項）

（単位：千円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 15,875,959 14,277,909

「その他」の区分の売上高 164,185 46,697

連結財務諸表の売上高 16,040,144 14,324,606

　
（単位：千円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 2,051,116 487,806

「その他」の区分の利益 60,286 10,362

全社費用（注） △1,088,625 △1,096,038

連結財務諸表の営業利益又は営業損失（△） 1,022,776 △597,869

(注) 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。

　
（単位：千円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 6,472,736 5,958,766

「その他」の区分の資産 5,477 10,896

全社資産（注） 4,963,102 5,109,327

連結財務諸表の資産合計 11,441,316 11,078,990

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない建物及び構築物であります。
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（単位：千円）

負債 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,482,587 1,350,023

「その他」の区分の負債 11,520 2,779

全社負債（注） 541,157 289,930

連結財務諸表の負債合計 2,035,265 1,642,733

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない退職給付引当金及び未払法人税等であります。

　
（単位：千円）

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額

連結財務諸表
計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 81,91673,3831,072 775 73,42449,072156,413123,231

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

53,72613,182 208 － 119,62941,417173,56354,600

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、建物の設備投資額であります。

　
（追加情報）

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成

20年３月21日）を適用しております。

　

【関連情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

１. 製品及びサービスごとの情報

　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　
２  地域ごとの情報

(1) 売上高
　　　　　　　　　（単位：千円）

日本 北米 その他 合計

10,270,3372,689,4331,364,83514,324,606

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　
(2) 有形固定資産

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

記載を省略しております。

　
３  主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社コナミデジタルエンタテインメント 2,804,578コンシューマ・コンテンツ関連

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 2,254,850ネットワーク・コンテンツ関連

Konami Digital Entertainment, Inc.1,777,750コンシューマ・コンテンツ関連

任天堂株式会社 1,695,152コンシューマ・コンテンツ関連
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　　　　　　（単位：千円）

　
報告セグメント

その他
(注)

全社・消去 合計ネットワーク・
コンテンツ関連

コンシューマ・
コンテンツ関連

計

減損損失 － 10,99310,993 － － 10,993

(注) 「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、製・商品の開発・販売、版権許諾等を含

んでおります。

　
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　
(関連当事者情報)

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　関連当事者との取引

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

該当事項はありません。

　（イ）連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

　（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金
事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割
合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の
親会社
を持つ
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

―
当社製品の
販売等

当社製品の
販売

4,249,589売掛金 443,141

同一の
親会社
を持つ
会社

Konami

Digital

Entertai

nment,Inc

米国カ
リフォ
ルニア
州

千ドル

23,870

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

―
当社製品の
販売等及び
開発受託

開発受託 138,500売掛金 ー

同一の
親会社
を持つ
会社

Konami

Digital

Entertai

nment Gm

bH

ドイツ
共和国

フラン
クフル
ト市

千ユーロ

5,113

オンライン
ゲーム、家庭
用ゲームソフ
ト、携帯電話
向けコンテン
ツ、音楽・映
像ソフト、書
籍・雑誌等の
企画、制作、製
造及び販売 

―
当社製品の
販売等

当社製品の
販売

801,058売掛金 120,616

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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　（エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

　
（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

該当事項はありません。

　（イ）連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

　（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金
事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の
親会社
を持つ
会社

Konami

Digital

Entertai

nment，

Inc.

米国カ
リフォ
ルニア
州

千ドル

23,870

総合エンタ
テインメン
ト業

―
当社製品の
販売等

当社製品の
販売

1,057,247売掛金 354,365

　（エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

　
２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

コナミ株式会社 (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に上場)

　
当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　関連当事者との取引

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

該当事項はありません。

　（イ）連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

　（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

の子会社等

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金
事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割
合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の
親会社
を持つ
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

―
当社製品の
販売等

当社製品の
販売

2,804,578売掛金 49,969

同一の
親会社
を持つ
会社

Konami

Digital

Entertai

nment Gm

bH

ドイツ
共和国

フラン
クフル
ト市

千ユーロ

5,113

オンライン
ゲーム、家庭
用ゲームソフ
ト、携帯電話
向けコンテン
ツ、音楽・映
像ソフト、書
籍・雑誌等の
企画、制作、製
造及び販売 

―
当社製品の
販売等

当社製品の
販売

1,228,851売掛金 565,666

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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（エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

　
（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

該当事項はありません。

　
　（イ）連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

　
　（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等

種類
会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金
事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の
親会社
を持つ
会社

Konami

Digital

Entertai

nment，

Inc.

米国カ
リフォ
ルニア
州

千ドル

23,870

総合エンタ
テインメン
ト業

―
当社製品の
販売等

当社製品の
販売

1,777,750売掛金 77,191

　（エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

　
２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

    コナミ株式会社 (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に上場)

　

(１株当たり情報)

前連結会計年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 326円42銭

１株当たり当期純利益金額 22円25銭

　

１株当たり純資産額 327円50銭

１株当たり当期純利益金額 6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

((注)　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 　 　

　当期純利益（千円） 641,095 174,702

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 641,095 174,702

　普通株式の期中平均株式数（株） 28,816,831 28,815,131
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(重要な後発事象)

前連結会計年度

(自平成21年４月１日

至平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日)

―――――――― （株式交換）

　当社は、親会社であるコナミ株式会社（以下「コナ
ミ」という。）との間で平成23年１月20日に締結した
株式交換契約に基づき、本株式交換の効力発生日であ
る平成23年４月１日をもって、コナミの完全子会社と
なりました。
　株式交換の概要は、以下のとおりであります。
１．本株式交換の目的

　当社は、平成13年７月に発表したコナミとの戦略的
資本・業務提携以来、技術面やコンテンツを含め、互
いに独自性を尊重しつつ、経営資源の相互利用を進
めてまいりました。当社は、オンライン・モバイル分
野において豊富な企画力を新機軸で打ち出す形のビ
ジネス展開力に強みを持っており、一方で、コナミグ
ループは、主にデジタルエンタテインメント事業に
おけるグループ内の豊富なコンテンツを様々なカテ
ゴリーで広く多面展開する総合力に強みを持ってお
り、幅広い分野で成功を収めてまいりました。 
　昨今、デジタルエンタテインメント事業において、
ソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」
という。)の成長が著しい中、ゲーム業界に新たなビ
ジネスチャンスが広がってきております。特にイン
ターネットメディア市場では、高機能携帯端末(ス
マートフォン)の人気が高まり、今後もスマートフォ
ン向けコンテンツの提供機会は増大していくものと
考えられます。また、SNSの活況に見られるように、
ソーシャルゲームなどの新ネットサービスへの参入
は、新たなユーザー層の獲得およびコンテンツの多
面的展開の機会ともなります。 
　コナミは、SNS分野において、ソーシャルゲーム事業
で成功の兆しが見えてきており、一部のコンテンツ
においては既にユーザーから高い評価を得ているこ
とから、経営資源をこの分野へより一層注力するこ
とを検討しております。一方で、当社は、早期から
ネットワーク・コンテンツ関連事業へ主軸をシフト
し、主に音楽系コンテンツを中心に独自の企画力を
発揮し、新機軸のモバイルサイトを業界に先駆けて
立ち上げ、モバイル業界を牽引してまいりましたが、
現状は経営基盤を更に拡充するための取組みを続け
ております。
　このような市場環境に適切に対応するべく、ますま
す成長が期待されるSNS事業に両社の経営資源を集
中することが、両社の更なる発展に繋がると判断い
たしました。今後、両社は従来の連結子会社化を通じ
た協業体制のみならず、より一層の事業・組織再編
を含めたグループ経営の機動性を確保するととも
に、将来の持続的成長を遂げるためにも経営資源を
確実性の高い分野に投入していくことが重要である
と考えております。また、高機能携帯端末 (スマート
フォン)の人気が高まり、今後はスマートフォン向け
事業の成長が見込まれる中、高いゲーム演出や制作
技術を有するコナミグループのノウハウと、優れた
企画力・機動力を持つ当社の強みを融合する機会が
ますます増大することを見込んでおります。 
本株式交換による完全子会社化は、グループ内の機
動的な制作体制・運営体制の構築を図るものであり
ます。コナミグループはより強固な経営基盤を整え、
更なる企業価値向上に取り組んでまいります。
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前連結会計年度

(自平成21年４月１日

至平成22年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日)

　 ２．本株式交換の方法

当社を完全子会社、コナミを完全親会社とする株式
交換となります。本株式交換は、当社については平成
23年３月８日に開催した臨時株主総会の決議による
承認を受けた上で、平成23年４月１日を効力発生日
として、コナミについては会社法第796条第３項の規
定に基づく簡易株式交換の手続によりコナミの株主
総会決議による承認を受けないで行っております。

３．株式交換に係る割当ての内容
　当社の普通株式１株に対して、コナミの普通株式
0.188株を割当交付します。なお、本株式交換実施前
において、コナミは当社の発行済株式総数の53.99％
を保有しております。また、コナミは、保有する自己
株式を本株式交換による株式の割当てに使用し、新
株の発行はいたしません。 
４．株式交換比率の算定根拠
本株式交換の株式交換比率については、両社がそ
れぞれ別個に依頼した第三者算定機関による株式交
換比率の分析結果を参考に、かつ、両社の財務状況、
業績動向、株価動向等を勘案の上、両社が交渉・協議
を行い決定しております。なお、株式交換比率につい
て、当社はアーンストアンドヤング・トランザク
ション・アドバイザリー・サービス株式会社(以下
「E＆Y」という。)に、コナミはプライスウォーター
ハウスクーパース株式会社 (以下「PwC」という。)
に算定を依頼しております。 
　E＆Yは、両社について市場株価法およびディスカウ
ンテッド・キャッシュ・フロー(以下「DCF」とい
う。)法を採用して分析を行い、これらを総合的に勘
案して算定しました。
　また、PwCは、両社について市場株価基準方式および
DCF方式を採用して分析を行い、これらを総合的に勘
案して算定しました。

５．株式交換完全親会社となる会社の概要

商        号コナミ株式会社

本店の所在地 東京都港区赤坂九丁目７番２号

代表者の氏名 代表取締役社長 上月景正

資本金の額 47,399百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません

総資産の額 現時点では確定しておりません

事業の内容 娯楽事業と健康事業を通じたグ

ループの経営戦略・経営管理
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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。

　

【資産除去債務明細表】

　

区分
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)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

－ 47,124 － 47,124

（注）当期増加額には、適用初年度の期首における既存資産の帳簿価格に含まれる資産除去費用46,724千円

を含みます。

　

(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当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

　 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

　 （自　平成22年４月１日 （自　平成22年７月１日 （自　平成22年10月１日 （自　平成23年１月１日

　 至　平成22年６月30日） 至　平成22年９月30日） 至　平成22年12月31日）至　平成23年３月31日）

売上高（千円） 2,608,224 3,981,119 4,460,431 3,274,831

税金等調整前四半期
純利益又は税金等調
整前四半期純損失
(△)（千円）

220,114 107,335 499,531 △1,517,345

四半期純利益金額又
は四半期純損失金額
(△)（千円）

221,913 26,270 227,857 △301,338

１株当たり四半期純
利益金額又は１株当
たり四半期純損失金
額(△)（円）

7.70 0.91 7.90 △10.45

③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】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,037,689 4,284,827

売掛金 ※1
 2,302,186

※1
 1,861,052

商品及び製品 156,282 24,742

原材料及び貯蔵品 273,358 76,898

コンテンツ 125,821 48,849

仕掛品 1,544,205 471,155

前渡金 98,814 389,074

前払費用 205,658 131,811

未収入金 160,666 241,159

繰延税金資産 1,011,444 2,009,269

その他 9,115 62,367

貸倒引当金 △6,807 △16,883

流動資産合計 9,918,436 9,584,324

固定資産

有形固定資産

建物 111,536 148,371

減価償却累計額 △35,599 △56,482

建物（純額） 75,936 91,889

工具、器具及び備品 1,414,557 1,263,028

減価償却累計額 △1,250,348 △1,178,623

工具、器具及び備品（純額） 164,208 84,405

その他 768 288

有形固定資産合計 240,913 176,582

無形固定資産

ソフトウエア 50,137 16,799

その他 2,418 2,359

無形固定資産合計 52,556 19,159

投資その他の資産

投資有価証券 23,968 23,968

関係会社株式 584,232 584,232

従業員に対する長期貸付金 9,525 7,474

敷金保証金 386,302 393,440

長期未収入金 8,405 7,405

繰延税金資産 255,324 250,742

その他 26,546 10,840

貸倒引当金 △24,165 △7,405

投資その他の資産合計 1,270,138 1,270,698

固定資産合計 1,563,607 1,466,440

資産合計 11,482,043 11,050,765
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 28,845 25,761

未払金 854,410 744,483

未払法人税等 309,775 39,795

未払消費税等 58,785 55,463

未払費用 12,987 9,410

前受金 20,422 36,094

預り金 20,223 21,170

事業構造改善引当金 41,375 23,570

その他 17,579 8,405

流動負債合計 1,364,406 964,154

固定負債

退職給付引当金 581,423 614,036

資産除去債務 － 47,124

固定負債合計 581,423 661,161

負債合計 1,945,830 1,625,315

純資産の部

株主資本

資本金 5,064,276 5,064,276

資本剰余金

資本準備金 3,656,643 3,656,643

資本剰余金合計 3,656,643 3,656,643

利益剰余金

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 △186,617 △296,447

利益剰余金合計 818,382 708,552

自己株式 △3,088 △4,021

株主資本合計 9,536,213 9,425,449

純資産合計 9,536,213 9,425,449

負債純資産合計 11,482,043 11,050,765
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高

製品売上高 13,388,738 11,391,695

商品売上高 65,014 98,056

ロイヤリティ収入 954,841 793,619

売上高合計 14,408,594 12,283,371

売上原価

製・商品売上原価

期首製・商品たな卸高 37,616 156,282

当期製・商品仕入高 1,913,018 1,884,682

当期製品製造原価 ※３
 7,972,145

※３
 7,879,856

合計 9,922,780 9,920,821

期末製・商品たな卸高 156,282 24,742

製・商品売上原価 9,766,497 9,896,079

売上原価合計 ※1
 9,766,497

※1
 9,896,079

売上総利益 4,642,097 2,387,292

販売費及び一般管理費

役員報酬 105,545 93,587

給料手当 592,617 586,495

退職給付費用 15,638 24,286

広告販促費 1,297,345 1,010,482

販売手数料 893,383 710,699

貸倒引当金繰入額 － 9,077

減価償却費 39,004 34,667

賃借料 98,747 128,471

支払手数料 200,847 191,424

研究開発費 ※３
 8,774

※３
 －

その他 580,308 500,536

販売費及び一般管理費合計 3,832,212 3,289,727

営業利益又は営業損失（△） 809,884 △902,435

営業外収益

受取利息 ※２
 977

※２
 714

保険配当金 2,326 2,236

賃貸料収入 16,500 8,608

その他 2,249 3,921

営業外収益合計 22,053 15,480

営業外費用

為替差損 15,516 31,038

その他 562 191

営業外費用合計 16,078 31,229

経常利益又は経常損失（△） 815,858 △918,185

特別利益

貸倒引当金戻入益 2,811 －

特別利益合計 2,811 －

特別損失

固定資産除却損 ※４
 3,494

※４
 20,858

減損損失 ※５
 －

※５
 10,993

事業構造改善引当金繰入額 ※６
 41,375

※６
 23,570

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,187

特別損失合計 44,870 61,609

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 773,799 △979,794
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

法人税、住民税及び事業税 390,020 8,018

法人税等調整額 △153,403 △993,243

法人税等合計 236,616 △985,225

当期純利益 537,183 5,430
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【製造原価明細書】

　

　 　
前事業年度

(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日
　至　平成23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 　 2,446,31228.1 2,246,93429.8

Ⅱ経費 　 　 　 　 　

　外注加工費 　 4,646,702　 3,663,207　

　減価償却費 　 104,289　 84,937　

　その他 　 1,507,162　 1,543,817　

　経費計 　 6,258,15571.9 5,291,96170.2

　　　当期総製造費用 　 8,704,467100.0 7,538,896100.0

　　　期首仕掛品棚卸高 　 1,541,024　 1,544,205　

合計 　 10,245,491　 9,083,101　

　　　期末仕掛品棚卸高 　 1,544,205　 471,155　

　　　他勘定振替高 　 729,140　 732,090　

　　　当期製品製造原価 　 7,972,145　 7,879,856　

　 　 　 　 　 　
　

（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732,090千円であり、その内訳はコンテンツへの振替686,993千円、販売費及び一般
   管理費への振替45,096千円であります。
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,064,276 5,064,276

当期末残高 5,064,276 5,064,276

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 3,656,643 3,656,643

当期末残高 3,656,643 3,656,643

資本剰余金合計

前期末残高 3,656,643 3,656,643

当期末残高 3,656,643 3,656,643

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,005,000 1,005,000

当期末残高 1,005,000 1,005,000

繰越利益剰余金

前期末残高 92,733 △186,617

当期変動額

剰余金の配当 △816,533 △115,261

当期純利益 537,183 5,430

当期変動額合計 △279,350 △109,830

当期末残高 △186,617 △296,447

利益剰余金合計

前期末残高 1,097,733 818,382

当期変動額

剰余金の配当 △816,533 △115,261

当期純利益 537,183 5,430

当期変動額合計 △279,350 △109,830

当期末残高 818,382 708,552

自己株式

前期末残高 △406 △3,088

当期変動額

自己株式の取得 △2,681 △933

当期変動額合計 △2,681 △933

当期末残高 △3,088 △4,021

株主資本合計

前期末残高 9,818,245 9,536,213

当期変動額

剰余金の配当 △816,533 △115,261

自己株式の取得 △2,681 △933

当期純利益 537,183 5,430

当期変動額合計 △282,032 △110,764

当期末残高 9,536,213 9,425,449
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

純資産合計

前期末残高 9,818,245 9,536,213

当期変動額

剰余金の配当 △816,533 △115,261

自己株式の取得 △2,681 △933

当期純利益 537,183 5,430

当期変動額合計 △282,032 △110,764

当期末残高 9,536,213 9,425,449
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【重要な会計方針】

　

項目

前事業年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23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

（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）

時価のないもの

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

同左

 
 
 

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

時価法

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

移動平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下による簿

価切下げの方法）

（1）商品・製品・原材料・貯蔵品

同左

　 （2）コンテンツ

個別法による原価法（従来より、
見込販売数量による回収可能性に
基づく方法によっている）
なお、コンテンツにおいては、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（従来より、
見込販売数量による回収可能性に
基づく方法によっている）

（3）仕掛品

同左
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項目

前事業年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23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（リース資産を除

く）

定率法（但し、平成10年４月１日
以降に取得した建物（建物付属
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

（1）有形固定資産（リース資産を除

く）

定率法（但し、平成10年４月１日
以降に取得した建物（建物付属
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　　10～18年
工具器具備品　　　 4～10年

　 （2）無形固定資産（リース資産を除

く）

定額法
　なお、自社利用ソフトウェアにつ
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（リース資産を除

く）

同左

 

　 （3）リース資産

（イ）所有権移転ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用す
る減価償却方法と同一の方法
を採用しております。

（3）リース資産

（イ）所有権移転ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

　 （ロ）所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

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。なお、平成20年３月
31日以前に契約を行ったリース
契約につきましては、通常の賃
貸借取引に準じた方法によって
おります。

（ロ）所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

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）事業構造改善引当金

開発体制、事業体制の強化を目的とし
た組織及び要員配置の改善に伴い発
生が見込まれる費用を計上するもの
です。

（3）事業構造改善引当金

同左

EDINET提出書類

株式会社ハドソン(E05158)

有価証券報告書

73/92



　

項目

前事業年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

６　ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しており
ます。

 

（1）ヘッジ会計の方法

同左

 

　 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：先物為替予約取引
ヘッジ対象：外貨建予定取引

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 
 

　 （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。

 

（3）ヘッジ方針

同左

 

　 （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
動相場又はキャッシュ・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。

 

（4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

７　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左

　

【会計方針の変更】

前事業年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （資産除去債務に関する会計基準等）

　当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。これにより、当事業年度の営業損失、経常損

失はそれぞれ6,191千円増加し、税引前当期純損失は

12,378千円増加しております。
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【表示方法の変更】

前事業年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

（損益計算書）

　前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「保険配当金」は当事業年度におい

て、営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲記し

ました。なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に

含まれる「保険配当金」は2,239千円であります。

────────

 

　

【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度

(平成22年３月31日)

当事業年度

(平成23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通りであります。

売掛金 262,042千円

 

※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通りであります。

売掛金 73,425千円

 

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取
引銀行２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 4,000,000千円

借入実行残高 ―

差引額 4,000,000千円

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取
引銀行２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 4,000,000千円

借入実行残高 ―

差引額 4,000,000千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の
低下による簿価切下額

売上原価 4,105千円

 

※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の
低下による簿価切下額

売上原価 116,772千円

 

※２　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 745千円

 

※２　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 477千円

 

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費

　 8,774千円

※３　　　　　　─────────

　 　

 

　 　

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具器具備品 3,494千円

計 3,494千円

 

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 800千円

工具器具備品 6,321千円

ソフトウェア 13,736千円

     計 20,858千円

※５　　　　　　─────────

 

※５　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

北海道本社 遊休

予定資産

工具器具備品

ソフトウェア
10,993千円

札幌市豊平区

（2）減損損失を認識するに至った経緯

　固定資産の内容を精査した結果、遊休資産の状態とな
り将来の用途が定まらない資産があることから、当事業
年度において減損損失を認識し、該当資産の帳簿価額を
減額いたしました。

　減損損失の主な内訳は工具器具備品10,383千円、ソフ
トウェア609千円であります。

（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、遊休状態となる資
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

　当資産グループの回収可能価額は、使用価値によって
測定しておりますが、当資産グループは将来の用途が定
まらないため、残存価額を零として評価しております。

 

※６　事業構造改善引当金繰入額

　開発体制、事業体制の強化を目的とした組織及び要員
配置の改善に伴い発生が見込まれる費用を計上するも
のです。

※６　事業構造改善引当金繰入額

同左
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
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 454 4,602 － 5,056

　合計 454 4,602 － 5,056

（注）自己株式数の主な増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　

当事業年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
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 5,056 2,958 － 8,014

　合計 5,056 2,958 － 8,014

（注）自己株式数の主な増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　

(リース取引関係)

前事業年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

１　ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)　リース資産の内容

・有形固定資産

　主として、ネットワーク関連事業におけるサー

バー及び全社共有で使用するプリンターでありま

す。

・無形固定資産

　主として、固定資産管理で使用するソフトウェ

アであります。

 
(2)　リース資産の減価償却の方法

　　　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。

 
リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

１　ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)　リース資産の内容

・有形固定資産

同左

 
 

 
 
 
 
(2)　リース資産の減価償却の方法

同左

 

 

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

（借主側）

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 8,672 7,215 1,457

合計 8,672 7,215 1,457

 

（借主側）

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 8,672 8,672 －

合計 8,672 8,672 －
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前事業年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

②　未経過リース料期末残高相当額

1年内 1,573千円

1年超 ―

合計 1,573千円

 

②　未経過リース料期末残高相当額等

1年内 　 ―

1年超 　 ―

合計 　 ―

 
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 2,590千円

減価償却費相当額 2,410千円

支払利息相当額 88千円

 

③　支払リース料、減価償却費相当額、及び支払利息

相当額

支払リース料 1,573千円

減価償却費相当額 1,457千円

支払利息相当額 23千円

 
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

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

1年内 296,703千円

1年超 1,755,493千円

合計 2,052,196千円

２　オペレーティング・リース取引

（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能の
ものに係る未経過リース料

1年内 296,703千円

1年超 1,458,790千円

合計 1,755,493千円

　
(有価証券関係)

前事業年度（平成22年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額 時価 差額

子会社株式 584,232 584,232 －

関係会社株式 － － －

合計 584,232 584,232 －

（注)上記については市場価格がありません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるもので

   あります。

　
当事業年度（平成23年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額 時価 差額

子会社株式 584,232 584,232 －

関係会社株式 － － －

合計 584,232 584,232 －

（注)上記については市場価格がありません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるもので

　　 あります。
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(税効果会計関係)

前事業年度

(平成22年３月31日)

当事業年度

(平成23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

（繰延税金資産）
（1）繰延税金資産（流動）

たな卸資産 1,692,561千円

前払版権料 17,540千円

未払金 10,726千円

未払事業税 27,172千円

事業構造改善引当金 16,773千円

その他 57,106千円

小計 1,821,881千円

評価性引当額 △810,437千円

繰延税金資産（流動）合計 1,011,444千円

 
 
（2）繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 9,796千円

退職給付引当金 235,709千円

一括償却資産 10,426千円

無形固定資産 6,944千円

その他 4,896千円

小計 267,773千円

評価性引当額 △12,449千円

繰延税金資産（固定）合計 255,324千円

 

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 1,663,697千円

前払版権料 38,720千円

未払金 10,351千円

未払事業税 13,510千円

事業構造改善引当金 9,555千円

繰越欠損金 360,804千円

その他 106,873千円

小計 2,203,512千円

評価性引当額 △194,243千円

繰延税金資産（流動）合計 2,009,269千円

 
（2）繰延税金資産（固定）

貸倒引当金 3,002千円

退職給付引当金 248,930千円

一括償却資産 9,626千円

無形固定資産 6,300千円

減損損失 5,672千円

資産除去債務 19,104千円

その他 729千円

小計 293,365千円

評価性引当額 △28,537千円

繰延税金資産（固定）合計 264,828千円

（繰延税金負債）

  繰延税金負債（固定）

資産除去債務に対応する除去費

用

14,086千円

繰延税金負債（固定）合計 14,086千円

繰延税金資産（固定）純額 250,742千円

 
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 40.5％

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

1.0％

評価性引当額の減額 △10.6％

住民税均等割額 1.0％

その他 △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

30.6％

 

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

△0.4％

評価性引当額の減額 61.2％

住民税均等割額 △0.8％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

100.6％

(注）翌事業年度より連結納税制度を適用することから、
「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関す
る当面の取扱い」（実務対応報告第5号および実務
対応報告第7号）に従い当事業年度の繰延税金資産
の回収可能性を判断しております。
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(資産除去債務関係)

当事業年度（平成23年３月31日）

１  資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

建物及び構築物の不動産賃貸借契約に伴う現状回復義務等であります。

　
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から８年と見積り、割引率は0.86％を使用して資産除去債務の金額を計算してお

ります。

　
(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高（注） 46,724千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 ―千円

時の経過による調整額 399千円

期末残高 47,124千円

　
(注) 当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31

日）を適用したことによる期首時点における残高であります。

　
(１株当たり情報)

前事業年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 330円94銭

１株当たり当期純利益金額 18円64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。

１株当たり純資産額 327円13銭

１株当たり当期純利益金額 0円19銭

同左
 
 

(注) １株当たり当純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前事業年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 　 　

　当期純利益（千円） 537,183 5,430

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 537,183 5,430

　普通株式の期中平均株式数（株） 28,816,831 28,815,131

　

(重要な後発事象)

前事業年度

(自　平成21年４月１日

　至　平成22年３月31日)

当事業年度

(自　平成22年４月１日

　至　平成23年３月31日)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （株式交換）

　当社は、親会社であるコナミ株式会社（以下「コ
ナミ」という。）との間で平成23年１月20日に締結
した株式交換契約に基づき、本株式交換の効力発生
日である平成23年４月１日をもって、コナミの完全
子会社となりました。

　株式交換の概要は、連結財務諸表のうち、（重要な
後発事象）に記載しております。
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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 111,53640,9264,091148,37156,48224,17391,889

　工具器具備品 1,414,5579,816
97,050

(10,383)
1,327,3231,242,91872,91484,405

　その他 2,050 － － 2,050 1,761 480 288

　有形固定資産計 1,528,14350,742
101,141

(10,383)
1,477,7441,301,16197,567176,582

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　ソフトウェア 277,0572,585
151,219

(609)
128,424111,62421,57716,799

　その他 3,308 － － 3,308 948 59 2,359

　無形固定資産計 280,3652,585
151,219

(609)
131,732112,57321,63619,159

長期前払費用 2,169 2,777 3,691 1,255 － － 1,255

繰延資産 － － － － － － －
　

 (注) １ 「当期減少額」欄の（　　）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。 　

　 　 工具器具備品 パソコン及びサーバーの購入 9,816千円

　 ３ 当期減少額の主な内容は以下のとおりであります。 　

　 　 工具器具備品 パソコン及びサーバーの除却 86,666千円

　 　 ソフトウェア ソフトウェアの除却 150,609千円

　

【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 30,972 14,573 15,760 5,496 24,289

事業構造改善引当金 41,375 23,570 41,375 － 23,570
　

(注)１ 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】

①　流動資産

イ　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 977

預金 　

　普通預金 4,283,849

　計 4,283,849

合計 4,284,827

　

ロ　売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

Konami Digital Entertainment GmbH 565,666

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 543,905

KDDI株式会社 160,448

任天堂株式会社 136,131

ソフトバンクモバイル株式会社 90,573

Hudson Entertainment，Inc. 73,425

その他 290,904

合計 1,861,052

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高

（千円）

当期発生高

（千円）

当期回収高

（千円）

次期繰越高

（千円）
回収率（％） 滞留期間（日）

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

(C)

─────

(A) ＋ (B)

 

× 100

(A) ＋ (D)

─────

２

──────

(B)

─────

365

2,302,18612,897,54013,338,6741,861,052 87.8 58.9

（注）上記金額には消費税等が含まれております。

　

ハ　商品及び製品

区分 金額（千円）

コンシューマ・コンテンツ関連事業 24,742

合計 24,742

　

ニ　原材料及び貯蔵品

区分 金額（千円）

家庭用ゲームソフト同梱品等 76,898

合計 76,898
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ホ　コンテンツ

区分 金額（千円）

ネットワーク・コンテンツ関連事業 48,849

合計 48,849

　

へ　仕掛品

区分 金額（千円）

ネットワーク・コンテンツ関連事業 34,335

コンシューマ・コンテンツ関連事業 436,819

合計 471,155

　

ト　関係会社株式

区分 金額（千円）

Hudson Entertainment,Inc. 584,232

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2,274,098千円であり、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）」に記載しております。

　

②　流動負債

イ　買掛金

相手先 金額（千円）

Sonopress GmbH 15,304

任天堂株式会社 7,100

Hasbro Deutschland GmbH 2,294

その他 1,063

合計 25,761

　

ロ　未払金

外注版権料 391,513

経費 352,970

合計 744,483
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(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

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

単元未満株式の買取り 　

取扱場所 (特別口座)

東京都港区芝三丁目33番１号

中央三井信託銀行株式会社

株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号

住友信託銀行株式会社　証券代行部

取次所 ―

買取手数料 ―

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

 (注) 平成23年６月14日開催の定時株主総会において、定款の一部変更をおこない、単元株制度を廃止いたしました。
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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】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

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書類

事業年度　第38期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)　平成22年６月23日関東財務局長に提出

(2)　内部統制報告書及びその添付書類

平成22年６月23日関東財務局長に提出

(3)　四半期報告書及び確認書

第39期第１四半期(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)　平成22年８月13日関東財務局長に提出

第39期第２四半期(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)　平成22年11月12日関東財務局長に提出

第39期第３四半期(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)　平成23年２月14日関東財務局長に提出

(4)　臨時報告書

平成22年６月25日関東財務局長に提出

平成23年１月24日関東財務局長に提出

平成23年３月10日関東財務局長に提出

平成23年４月７日関東財務局長に提出
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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及び内部統制監査報告書
　

　
平成22年６月23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　　山　　根　　洋　　人　　印

　

＜財務諸表監査＞

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21年４月１日から平成22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22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。

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ハドソン

の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告

書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

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。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制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。
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当監査法人は、株式会社ハドソンが平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、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
　
 

※１　上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、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

原本は連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しており

ます。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社ハドソン(E05158)

有価証券報告書

89/92



独立監査人の監査報告書
　

　
平成23年６月14日

株式会社ハドソン

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　田 名 部　　雅　　文　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山　　根　　洋　　人　　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22年４月１日から平成23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、連結包括利益計算書、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23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。

　

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、平成23年3月8日開催の臨時株主総会において、親会社であるコナ

ミ株式会社を完全親会社とする株式交換契約が承認され、その効力発生日である平成23年4月1日に会社はコ

ナミ株式会社の完全子会社となった。

　
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
　
 

※１　上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、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

原本は連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しており

ます。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成22年６月23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　　山　　根　　洋　　人　　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21年４月１日から平成22年３月31日までの第38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22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
　
 

※１　上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、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。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成23年６月14日

株式会社ハドソン

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　田 名 部　　雅　　文　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山　　根　　洋　　人　　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22年４月１日から平成23年３月31日までの第39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23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。

　

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、平成23年3月8日開催の臨時株主総会において、親会社であるコナ

ミ株式会社を完全親会社とする株式交換契約が承認され、その効力発生日である平成23年4月1日に会社はコ

ナミ株式会社の完全子会社となった。

　
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
　
 

※１　上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、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。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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