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（百万円未満四捨五入） 
１．平成 27 年 3 月期の連結業績（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日） 

（１）連結経営成績                                                                           （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 税引前利益 当期利益 
親会社の所有者に 

帰属する当期利益 

当期包括利益 

合 計 額 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27 年 3 月期 218,157 0.3 15,305 95.7 16,960 80.9 9,969 119.1 9,918 122.1 13,202 109.4
26 年 3 月期 217,595 － 7,823 － 9,377 － 4,550 － 4,465 － 6,304 －
 

 
基本的１株当たり  

当期利益 

希薄化後 

１株当たり当期利益 

親会社所有者帰属持分 

当期利益率 

資産合計 

税引前利益率 

売 上 高 

営業利益率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％

27 年 3 月期 71.55 － 4.7 5.5 7.0
26 年 3 月期 32.21 － 2.1 3.1 3.6
（参考）持分法による投資損益    27 年 3 月期  154 百万円   26 年 3 月期   22 百万円 

（２）連結財政状態 

 資産合計 資本合計 
親会社の所有者に

帰属する持分 

親会社所有者 

帰属持分比率 

１株当たり親会社

所 有 者 帰 属 持 分

 百万円 百万円 百万円 ％ 円   銭

27 年 3 月期 311,592 218,499 217,789 69.9 1,571.25
26 年 3 月期 300,592 208,839 208,180 69.3 1,501.89

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 

投資活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

27 年 3 月期 45,254 △24,495 △6,807 64,654
26 年 3 月期 29,709 △47,416 3,448 50,024

２．配当の状況 

 
年間配当金 配 当 金 総 額 

（合計） 

配当性向 

（連結） 

親会社所有者帰属  
持分配当率（連結）  第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％

26 年 3 月期 － 17.00 － 17.00 34.00 4,713 105.5 2.3
27 年 3 月期 － 8.50 － 12.50 21.00 2,912 29.3 1.4

28 年 3 月期(予想) － 10.50 － 10.50 21.00  30.6 

３．平成 28 年 3 月期の連結業績予想（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 税引前利益 
親会社の所有者に 

帰属する当期利益 
基本的１株当たり

当 期 利 益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円   銭

通  期 228,000 4.5 17,000 11.1 16,000 △5.7 9,500 △4.2 68.54
 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外です。なお、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手

続は終了しております。 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当社は、平成 27 年６月 29 日に関東財務局に提出した平成 27 年３月期の有価証券報告書から国際会計基準(IFRS)を適用しており、本資料は IFRS に基づく

平成 27 年３月期の主要な連結財務情報を任意に開示するものです。なお、当社は米国会計基準に基づく平成 27 年３月期の決算短信を平成 27 年５月８日に

公表しております。 

 

上記の予測には、平成 27 年５月８日時点で当社が入手していた情報を踏まえた将来に関する前提、見通し、計画に基づく予想が含まれております。世界経

済、競合状況、為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
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１．連結財務諸表 

（1）連結財政状態計算書 

（単位：百万円）
 

 
移行日 

（2013年４月１日）

前連結会計年度 

（2014年３月31日） 

当連結会計年度 

（2015年３月31日）

資産    

流動資産    

現金及び現金同等物 63,669 50,024 64,654 

営業債権及びその他の債権 33,571 29,637 30,869 

棚卸資産 12,021 12,018 12,844 

未収法人所得税 2,697 3,339 2,055 

その他の流動資産 6,696 7,852 5,951 

流動資産合計 118,654 102,870 116,373 

非流動資産    

有形固定資産 60,070 77,308 79,261 

のれん及び無形資産 62,732 61,938 61,037 

持分法で会計処理されている投資 2,247 2,249 2,370 

その他の投資 1,264 1,282 1,323 

その他の金融資産 24,262 24,231 24,257 

繰延税金資産 26,390 26,310 23,019 

その他の非流動資産 5,487 4,404 3,952 

非流動資産合計 182,452 197,722 195,219 

資産合計 301,106 300,592 311,592 
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 （単位：百万円）
 

移行日 

（2013年４月１日）

前連結会計年度 

（2014年３月31日） 

当連結会計年度 

（2015年３月31日）

負債及び資本    

負債    

流動負債    

社債及び借入金 9,679 6,458 6,009 

その他の金融負債 4,614 4,509 4,355 

営業債務及びその他の債務 32,583 26,700 27,717 

未払法人所得税 4,104 686 1,248 

その他の流動負債 10,939 9,898 12,270 

流動負債合計 61,919 48,251 51,599 

非流動負債    

社債及び借入金 － 14,925 14,943 

その他の金融負債 22,588 20,487 18,448 

繰延税金負債 1,214 908 708 

その他の非流動負債 7,014 7,182 7,395 

非流動負債合計 30,816 43,502 41,494 

負債合計 92,735 91,753 93,093 

資本    

資本金 47,399 47,399 47,399 

資本剰余金 74,175 74,175 74,175 

自己株式 △11,250 △11,264 △11,271 

その他の資本の構成要素 25 1,779 5,012 

利益剰余金 97,448 96,091 102,474 

親会社の所有者に帰属する持分合計 207,797 208,180 217,789 

非支配持分 574 659 710 

資本合計 208,371 208,839 218,499 

負債及び資本合計 301,106 300,592 311,592 
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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：百万円）
 

 

前連結会計年度 

（自 2013年４月１日 

至 2014年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

売上高及び営業収入 

製品売上高 97,649 95,298 

サービス及びその他の収入 119,946 122,859 

売上高及び営業収入合計 217,595 218,157 

売上原価   

製品売上原価 △60,385 △56,237 

サービス及びその他の原価 △89,069 △90,466 

売上原価合計 △149,454 △146,703 

売上総利益 68,141 71,454 

販売費及び一般管理費 △52,546 △50,207 

その他の収益及びその他の費用 △7,772 △5,942 

営業利益 7,823 15,305 

金融収益 2,793 2,596 

金融費用 △1,261 △1,095 

持分法による投資利益 22 154 

税引前利益 9,377 16,960 

法人所得税 △4,827 △6,991 

当期純利益 4,550 9,969 

当期純利益の帰属：   

親会社の所有者 4,465 9,918 

非支配持分 85 51 

 

 

前連結会計年度 

（自 2013年４月１日 

至 2014年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

１株当たり当期純利益 

（親会社の所有者に帰属） 

基本的 32.21円 71.55円 

希薄化後 － － 
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）
 

 

前連結会計年度 

（自 2013年４月１日 

至 2014年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

当期純利益 4,550 9,969 

その他の包括利益   

純損益に振り替えられる可能性のある項目   

在外営業活動体の換算差額 1,704 3,169 

売却可能金融資産の公正価値の純変動 50 64 

純損益に振り替えられる可能性のある項目合

計 
1,754 3,233 

その他の包括利益合計 1,754 3,233 

当期包括利益 6,304 13,202 

当期包括利益の帰属：   

親会社の所有者 6,219 13,151 

非支配持分 85 51 
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（3）連結持分変動計算書 

（単位：百万円）
 

 

親会社の所有者に帰属する持分 

非支配

持分 
資本合計

資本金
資本 

剰余金
自己株式

その他の

資本の

構成要素

利益 

剰余金
合計 

移行日残高 

（2013年４月１日） 
47,399 74,175 △11,250 25 97,448 207,797 574 208,371

当期純利益 4,465 4,465 85 4,550

その他の包括利益 1,754 1,754 1,754

当期包括利益合計 － － － 1,754 4,465 6,219 85 6,304

自己株式の取得 △15 △15 △15

自己株式の処分 0 1 1 1

配当金 △5,822 △5,822 △5,822

所有者との取引額合計 － 0 △14 － △5,822 △5,836 － △5,836

前連結会計年度末残高 

（2014年３月31日） 
47,399 74,175 △11,264 1,779 96,091 208,180 659 208,839

当期純利益 9,918 9,918 51 9,969

その他の包括利益 3,233 3,233 3,233

当期包括利益合計 － － － 3,233 9,918 13,151 51 13,202

自己株式の取得 △8 △8 △8

自己株式の処分 0 1 1 1

配当金 △3,535 △3,535 △3,535

所有者との取引額合計 － 0 △7 － △3,535 △3,542 － △3,542

当連結会計年度末残高 

（2015年３月31日） 
47,399 74,175 △11,271 5,012 102,474 217,789 710 218,499
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）
 

 

前連結会計年度 

（自 2013年４月１日 

至 2014年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

当期純利益 4,550 9,969 

減価償却費及び償却費 21,225 20,631 

減損損失 7,015 5,361 

受取利息及び受取配当金 △229 △262 

支払利息 1,187 1,029 

固定資産除売却損益（△） 757 581 

持分法による投資損益（△） △22 △154 

法人所得税 4,827 6,991 

営業債権及びその他の債権の純増（△）減 5,337 △49 

棚卸資産の純増（△）減 992 340 

営業債務及びその他の債務の純増減（△） △5,365 △867 

前払費用の純増（△）減 △775 1,889 

前受収益の純増減（△） △110 2,216 

その他 115 320 

利息及び配当金の受取額 285 279 

利息の支払額 △1,151 △1,090 

法人所得税の支払額 △8,929 △1,930 

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,709 45,254 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

資本的支出 △47,237 △25,769 

差入保証金の純増（△）減 204 523 

定期預金の純増（△）減 △483 886 

その他 100 △135 

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,416 △24,495 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減（△） 1,600 △1,095 

社債の発行による収入 15,000 － 

社債の償還による支出 △5,000 － 

リース債務の元本返済による支出 △2,239 △2,173 

配当金の支払額 △5,814 △3,532 

その他 △99 △7 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,448 △6,807 

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 614 678 

現金及び現金同等物の純増減額 △13,645 14,630 

現金及び現金同等物の期首残高 63,669 50,024 

現金及び現金同等物の期末残高 50,024 64,654 
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（5）セグメント情報 

 

① 事業セグメント 

売上高及び営業収入 （単位：百万円）
 

 

前連結会計年度 

（自 2013年４月１日 

至 2014年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

デジタルエンタテインメント事業：   

外部顧客に対する売上高 103,733 96,673 

セグメント間の内部売上高 602 302 

計 104,335 96,975 

健康サービス事業：   

外部顧客に対する売上高 76,482 72,974 

セグメント間の内部売上高 29 366 

計 76,511 73,340 

ゲーミング＆システム事業：   

外部顧客に対する売上高 31,600 33,825 

セグメント間の内部売上高 － － 

計 31,600 33,825 

遊技機事業：   

外部顧客に対する売上高 5,780 14,685 

セグメント間の内部売上高 8 6 

計 5,788 14,691 

消去 △639 △674 

連結計 217,595 218,157 

 

セグメント損益 （単位：百万円）
 

 

前連結会計年度 

（自 2013年４月１日 

至 2014年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

デジタルエンタテインメント事業 13,954 16,983 

健康サービス事業 1,636 1,899 

ゲーミング＆システム事業 7,325 6,343 

遊技機事業 △1,612 564 

計 21,303 25,789 

全社及び消去 △5,708 △4,542 

その他の収益及びその他の費用 △7,772 △5,942 

金融収益及び金融費用 1,532 1,501 

持分法による投資利益 22 154 

税引前利益 9,377 16,960 
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(注)１．各事業セグメントにおける主な事業内容は、以下のとおりであります。 

a) デジタルエンタテインメント事業 モバイルゲーム、家庭用ゲーム、アーケードゲーム、カードゲーム等

のデジタルコンテンツ及びそれに関わる製品の制作、製造及び販売 

b) 健康サービス事業 スポーツクラブ施設運営、健康関連商品の制作、製造及び販売 

c) ゲーミング＆システム事業 ゲーミング機器及びカジノマネジメントシステムの開発、製造、販売

及びサービス 

d) 遊技機事業 パチスロ機及びぱちんこ機等の制作、製造及び販売 

２．セグメント損益は、売上高から売上原価と販売費及び一般管理費を控除したものであり、各セグメント損益

には、全社費用や金融収益及び金融費用、並びに有形固定資産やのれん及び無形資産の減損損失等、各セグ

メントに関連する特別な費用は含まれておりません。 

３．全社の項目は、特定のセグメントに直接関連しない本社費用等により構成されております。 

４．消去の項目は、主にセグメント間取引高消去等から構成されております。 

５．その他の収益及びその他の費用には、有形固定資産やのれん及び無形資産の減損損失、固定資産除売却損益

等を含んでおります。 

 

② 地域別情報 

外部顧客に対する売上高 （単位：百万円）

 

 

前連結会計年度 

（自 2013年４月１日 

至 2014年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

日本 155,364 161,976 

米国 41,679 39,844 

欧州 14,088 9,427 

アジア・オセアニア 6,464 6,910 

連結計 217,595 218,157 

(注) 上記外部顧客に対する売上高については、当社グループが製品の販売もしくはサービスを行っている場所に基

づいてそれぞれの地域を決定しております。 

 

 

（6）１株当たり利益 

 

 前連結会計年度及び当連結会計年度の基本的１株当たり利益は、以下のとおりであります。 

 なお、希薄化後１株当たり利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

前連結会計年度 

（自 2013年４月１日 

至 2014年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 2014年４月１日 

至 2015年３月31日） 

親会社の所有者に帰属する当期純利益 4,465百万円 9,918百万円

基本的加重平均発行済普通株式数 138,614,929株 138,610,956株 

基本的１株当たり利益 32.21円 71.55円 
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２．IFRSへの移行に関する開示 

 

 当連結財務諸表は、当社グループが作成する 初のIFRS連結財務諸表であります。 

 

IFRS第１号の免除規定 

 IFRSでは、IFRSを初めて適用する企業に対して、原則として、IFRSで要求される基準を遡及して適用すること

を求めております。ただし、IFRS第１号では、IFRSで要求される基準の一部について任意に免除規定を適用する

ことができるものを設けております。当社グループは、連結財務諸表を作成するにあたりIFRS第１号を適用して

おります。これらの規定の適用に基づく影響は、IFRS移行日において利益剰余金またはその他の資本構成要素に

おいて調整しております。 

 当社グループが適用した主な任意の免除規定は以下のとおりであります。 

 

・企業結合 

 IFRS第１号では、IFRS移行日前に生じた企業結合についてはIFRS第３号「企業結合」を遡及適用しないことを

選択することができます。当社グループはIFRS移行日前に生じた企業結合については、IFRS第３号を遡及適用し

ないことを選択しております。この結果、移行日前の企業結合から生じたのれんの額については、米国会計基準

に基づく帳簿価額により認識しております。なお、当該のれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず移行

日時点で減損テストを行っております。 

 

・みなし原価 

 IFRS第１号では、有形固定資産について移行日現在の公正価値を移行日現在のみなし原価として使用すること

が認められております。当社グループは、一部の有形固定資産について、移行日現在の公正価値を移行日現在の

みなし原価として使用しております。 

 

・在外営業活動体の換算差額 

 IFRS第１号では、移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択することが認め

られております。当社グループは、移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなしております。 

 

・IFRS移行日前に認識された金融商品の指定 

 IFRS第１号では、IFRS移行日前に認識された金融商品についてのIAS第39号に基づく指定を、移行日時点で存在

する事実及び状況に基づき行うことができます。当社グループは、IFRS移行日時点で存在する事実と状況に基づ

いて、IAS第39号に従った金融商品についての指定を行っております。 

 

IFRS第１号の遡及適用に対する強制的な例外規定 

 IFRS第１号では、「見積り」、「金融資産及び金融負債の認識の中止」、「非支配持分」及び「金融資産の分

類及び測定」等について、IFRSの遡及適用を禁止しております。当社グループは、これらの項目について移行日

より将来に向かって適用しております。 

 

調整表 

 移行日の連結財政状態計算書の作成にあたり、当社グループは米国会計基準に準拠し作成された連結財務諸表

の金額を調整しております。 

 米国会計基準からIFRSへの移行が当社グループの連結財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与

える影響は以下のとおりであります。 
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移行日（2013年４月１日）の資本に対する調整 

（単位：百万円）
 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
 

（資産の部）   資産 

流動資産   流動資産 

現金及び現金同等物 63,669 － － 63,669  現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金（貸倒

引当金控除後） 
33,066 505 － 33,571  

営業債権及びその他の債

権 

棚卸資産 26,349 △14,328 － 12,021 e 棚卸資産 

繰延税金資産 20,749 △20,749 e  

  2,697 － 2,697  未収法人所得税 

前払費用及びその他の流

動資産 
9,650 △3,202 248 6,696  その他の流動資産 

流動資産合計 153,483 △35,077 248 118,654  流動資産合計 

   非流動資産 

有形固定資産 62,651 50 △2,631 60,070 a,b 有形固定資産 

投資及びその他の資産    

市場性のある有価証券 440 △440   

  85,125 △22,393 62,732 a,e のれん及び無形資産 

関連会社に対する投資 2,247 － － 2,247  
持分法で会計処理されて

いる投資 

識別可能な無形固定資産 42,225 △42,225   

営業権 21,934 △21,934   

  1,264 － 1,264  その他の投資 

  27,933 △3,671 24,262 e その他の金融資産 

差入保証金 26,625 △26,625   

繰延税金資産 1,875 20,749 3,766 26,390 d,e 繰延税金資産 

その他の資産 11,468 △11,468   

  2,648 2,839 5,487 a その他の非流動資産 

投資及びその他の資産合

計 
106,814   

  35,077 △22,090 182,452  非流動資産合計 

資産合計 322,948 － △21,842 301,106  資産合計 
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（単位：百万円） 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
 

（負債の部）   負債及び資本 

   負債 

流動負債   流動負債 

短期借入金 4,681 △4,681   

１年内返済予定の長期借

入債務 
5,000 4,681 △2 9,679  社債及び借入金 

リース債務 2,166 △2,166   

  4,614 － 4,614  その他の金融負債 

支払手形及び買掛金 14,443 17,757 383 32,583  
営業債務及びその他の債

務 

未払税金 4,104 － － 4,104  未払法人所得税 

未払費用 19,971 △19,971   

前受収益 5,464 △5,464   

その他の流動負債 3,683 7,256 － 10,939  その他の流動負債 

流動負債合計 59,512 2,026 381 61,919  流動負債合計 

固定負債   非流動負債 

リース債務 22,588 － － 22,588 e その他の金融負債 

未払退職・年金費用 1,531 △1,531   

繰延税金負債 4,424 371 △3,581 1,214 d,e 繰延税金負債 

その他の固定負債 8,894 △866 △1,014 7,014  その他の非流動負債 

固定負債合計 37,437 △2,026 △4,595 30,816  非流動負債合計 

負債合計 96,949 － △4,214 92,735  負債合計 

（純資産の部）    

株主資本   資本 

資本金 47,399 － － 47,399  資本金 

資本剰余金 74,175 － － 74,175  資本剰余金 

利益準備金 284 △284   

利益剰余金 113,808 △113,808   

その他の包括利益(損失)

累計額 
1,009 △1,009   

自己株式－取得原価 △11,250 － － △11,250  自己株式 

  1,009 △984 25 c その他の資本の構成要素 

  114,092 △16,644 97,448  利益剰余金 

株主資本合計 225,425 － △17,628 207,797  
親会社の所有者に帰属す

る持分合計 

非支配持分 574 － － 574  非支配持分 

純資産合計 225,999 － △17,628 208,371  資本合計 

負債及び純資産合計 322,948 － △21,842 301,106  負債及び資本合計 
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前連結会計年度（2014年３月31日）の資本に対する調整 

（単位：百万円）
 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
 

（資産の部）   資産 

流動資産   流動資産 

現金及び現金同等物 50,024 － － 50,024  現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金（貸倒

引当金控除後） 
29,069 568 － 29,637  

営業債権及びその他の債

権 

棚卸資産 30,229 △18,211 － 12,018 e 棚卸資産 

繰延税金資産 18,773 △18,773 e  

  3,339 － 3,339  未収法人所得税 

前払費用及びその他の流

動資産 
11,563 △3,961 250 7,852  その他の流動資産 

流動資産合計 139,658 △37,038 250 102,870  流動資産合計 

   非流動資産 

有形固定資産 80,213 34 △2,939 77,308 a,b 有形固定資産 

投資及びその他の資産    

市場性のある有価証券 518 △518   

  83,637 △21,699 61,938 a,e のれん及び無形資産 

関連会社に対する投資 2,249 － － 2,249  
持分法で会計処理されて

いる投資 

識別可能な無形固定資産 39,279 △39,279   

営業権 19,947 △19,947   

  1,282 － 1,282  その他の投資 

  27,446 △3,215 24,231 e その他の金融資産 

差入保証金 26,381 △26,381   

繰延税金資産 1,913 18,773 5,624 26,310 d,e 繰延税金資産 

その他の資産 10,093 △10,093   

  2,084 2,320 4,404 a その他の非流動資産 

投資及びその他の資産合

計 
100,380   

  37,038 △19,909 197,722  非流動資産合計 

資産合計 320,251 － △19,659 300,592  資産合計 
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（単位：百万円） 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
 

（負債の部）   負債及び資本 

   負債 

流動負債   流動負債 

短期借入金 6,458 △6,458   

  6,458 － 6,458  社債及び借入金 

リース債務 2,078 △2,078   

  4,509 － 4,509  その他の金融負債 

支払手形及び買掛金 10,480 15,608 612 26,700  
営業債務及びその他の債

務 

未払税金 686 － － 686  未払法人所得税 

未払費用 17,522 △17,522   

前受収益 5,693 △5,693   

その他の流動負債 2,411 7,487 － 9,898  その他の流動負債 

流動負債合計 45,328 2,311 612 48,251  流動負債合計 

固定負債   非流動負債 

長期借入債務(1年内返済

予定分を除く） 
15,000 － △75 14,925  社債及び借入金 

リース債務 20,487 － － 20,487 e その他の金融負債 

未払退職・年金費用 1,424 △1,424   

繰延税金負債 3,052 78 △2,222 908 d,e 繰延税金負債 

その他の固定負債 9,168 △965 △1,021 7,182  その他の非流動負債 

固定負債合計 49,131 △2,311 △3,318 43,502  非流動負債合計 

負債合計 94,459 － △2,706 91,753  負債合計 

（純資産の部）    

株主資本   資本 

資本金 47,399 － － 47,399  資本金 

資本剰余金 74,175 － － 74,175  資本剰余金 

利益準備金 284 △284   

利益剰余金 111,820 △111,820   

その他の包括利益(損失)

累計額 
2,719 △2,719   

自己株式－取得原価 △11,264 － － △11,264  自己株式 

  2,719 △940 1,779 c その他の資本の構成要素 

  112,104 △16,013 96,091  利益剰余金 

株主資本合計 225,133 － △16,953 208,180  
親会社の所有者に帰属す

る持分合計 

非支配持分 659 － － 659  非支配持分 

純資産合計 225,792 － △16,953 208,839  資本合計 

負債及び純資産合計 320,251 － △19,659 300,592  負債及び資本合計 
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当連結会計年度（2015年３月31日）の資本に対する調整 

（単位：百万円）
 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
 

（資産の部）   資産 

流動資産   流動資産 

現金及び現金同等物 64,654 － － 64,654  現金及び現金同等物 

受取手形及び売掛金（貸倒

引当金控除後） 
30,878 △9 － 30,869  

営業債権及びその他の債

権 

棚卸資産 32,847 △20,003 － 12,844 e 棚卸資産 

繰延税金資産 14,755 △14,755 e  

  2,055 － 2,055  未収法人所得税 

前払費用及びその他の流

動資産 
7,839 △2,110 222 5,951  その他の流動資産 

流動資産合計 150,973 △34,822 222 116,373  流動資産合計 

   非流動資産 

有形固定資産 82,084 － △2,823 79,261 a,b 有形固定資産 

投資及びその他の資産    

市場性のある有価証券 606 △606   

  82,052 △21,015 61,037 a,e のれん及び無形資産 

関連会社に対する投資 2,370 － － 2,370  
持分法で会計処理されて

いる投資 

識別可能な無形固定資産 37,375 △37,375   

営業権 20,032 △20,032   

  1,323 － 1,323  その他の投資 

  27,120 △2,863 24,257 e その他の金融資産 

差入保証金 25,897 △25,897   

繰延税金資産 1,970 14,755 6,294 23,019 d,e 繰延税金資産 

その他の資産 8,453 △8,453   

  1,935 2,017 3,952 a その他の非流動資産 

投資及びその他の資産合

計 
96,703   

  34,822 △18,390 195,219  非流動資産合計 

資産合計 329,760 － △18,168 311,592  資産合計 
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（単位：百万円） 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
 

（負債の部）   負債及び資本 

   負債 

流動負債   流動負債 

短期借入金 6,009 △6,009   

  6,009 － 6,009  社債及び借入金 

リース債務 1,996 △1,996   

  4,355 － 4,355  その他の金融負債 

支払手形及び買掛金 10,966 16,163 588 27,717  
営業債務及びその他の債

務 

未払税金 1,248 － － 1,248  未払法人所得税 

未払費用 17,252 △17,252   

前受収益 8,076 △8,076   

その他の流動負債 3,194 9,076 － 12,270  その他の流動負債 

流動負債合計 48,741 2,270 588 51,599  流動負債合計 

固定負債   非流動負債 

長期借入債務(1年内返済

予定分を除く） 
15,000 － △57 14,943  社債及び借入金 

リース債務 18,448 － － 18,448 e その他の金融負債 

未払退職・年金費用 1,301 △1,301   

繰延税金負債 1,840 20 △1,152 708 d,e 繰延税金負債 

その他の固定負債 9,410 △989 △1,026 7,395  その他の非流動負債 

固定負債合計 45,999 △2,270 △2,235 41,494  非流動負債合計 

負債合計 94,740 － △1,647 93,093  負債合計 

（純資産の部）    

株主資本   資本 

資本金 47,399 － － 47,399  資本金 

資本剰余金 74,175 － － 74,175  資本剰余金 

利益準備金 284 △284   

利益剰余金 117,764 △117,764   

その他の包括利益(損失)

累計額 
5,959 △5,959   

自己株式－取得原価 △11,271 － － △11,271  自己株式 

  5,959 △947 5,012 c その他の資本の構成要素 

  118,048 △15,574 102,474  利益剰余金 

株主資本合計 234,310 － △16,521 217,789  
親会社の所有者に帰属す

る持分合計 

非支配持分 710 － － 710  非支配持分 

純資産合計 235,020 － △16,521 218,499  資本合計 

負債及び純資産合計 329,760 － △18,168 311,592  負債及び資本合計 
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前連結会計年度（自2013年４月１日 至2014年３月31日）の当期純利益及び包括利益に対する調整 

（単位：百万円）
 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
区分 

売上高及び営業収入   売上高及び営業収入 

製品売上高 97,649 － － 97,649  製品売上高 

サービス及びその他の収

入 
119,946 － － 119,946  

サービス及びその他の収

入 

売上高及び営業収入合計 217,595 － － 217,595  売上高及び営業収入合計 

営業費用  a 売上原価 

製品売上原価 △61,352 967 － △60,385  製品売上原価 

サービス及びその他の原

価 
△90,927 1,527 331 △89,069  

サービス及びその他の原

価 

  △149,454  売上原価合計 

  68,141  売上総利益 

販売費及び一般管理費 △52,369 101 △278 △52,546  販売費及び一般管理費 

営業権減損費用 △2,031 2,031   

固定資産減損費用 △3,220 3,220   

  △7,846 74 △7,772 a 
その他の収益及びその他の

費用 

営業費用合計 △209,899   

営業利益 7,696 － 127 7,823  営業利益 

その他の収益(費用)    

受取利息 233 △233   

支払利息 △1,187 1,187   

為替差損益－純額 2,560 △2,560   

その他－純額 △74 74   

  2,793 － 2,793 f 金融収益 

  △1,261 － △1,261 f 金融費用 

その他の収益(費用)－純額 1,532   

  22 － 22  持分法による投資利益 

税引前当期純利益 9,228 22 127 9,377  税引前利益 

法人税等    

当期税額 △4,695   

繰延税額 △636   

法人税等合計 △5,331 － 504 △4,827 d 法人所得税 

持分法投資利益－純額 22 △22   

非支配持分控除前当期純利

益 
3,919 － 631 4,550  当期純利益 

非支配持分帰属利益 85 △85  当期純利益の帰属： 

当社株主に帰属する当期純

利益 
3,834 － 631 4,465  親会社の所有者 

  85 － 85  非支配持分 

 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
区分 

１株当たり当社株主に帰属

する当期純利益 
  

１株当たり当期純利益 

(親会社の所有者に帰属) 

基本的 27.66円 － 4.55 32.21円  基本的 

潜在株式調整後 － － － －  希薄化後 
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（単位：百万円） 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
区分 

非支配持分控除前当期純利

益 
3,919 － 631 4,550  当期純利益 

その他の包括利益－税効果

調整後 
  その他の包括利益 

   
純損益に振り替えられる

可能性のある項目 

為替換算調整額 1,658 － 46 1,704  
在外営業活動体の換算差

額 

売却可能な有価証券の未

実現評価損益 
50 － － 50  

売却可能金融資産の公正

価値の純変動 

年金債務調整額 2 － △2   

  1,754  
純損益に振り替えられる

可能性のある項目合計 

その他の包括利益合計 1,710 － 44 1,754  その他の包括利益合計 

当期包括利益 5,629 － 675 6,304  当期包括利益 

非支配持分帰属当期包括

利益 
85 △85  当期包括利益の帰属： 

当社株主に帰属する当期包

括利益 
5,544 － 675 6,219  親会社の所有者 

  85 － 85  非支配持分 
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当連結会計年度（自2014年４月１日 至2015年３月31日）の当期純利益及び包括利益に対する調整 

（単位：百万円）
 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
区分 

売上高及び営業収入   売上高及び営業収入 

製品売上高 95,298 － － 95,298  製品売上高 

サービス及びその他の収

入 
122,859 － － 122,859  

サービス及びその他の収

入 

売上高及び営業収入合計 218,157 － － 218,157  売上高及び営業収入合計 

営業費用  a 売上原価 

製品売上原価 △57,151 914 － △56,237  製品売上原価 

サービス及びその他の原

価 
△93,657 2,718 473 △90,466  

サービス及びその他の原

価 

  △146,703  売上原価合計 

  71,454  売上総利益 

販売費及び一般管理費 △50,615 374 34 △50,207  販売費及び一般管理費 

固定資産減損費用 △2,283 2,283   

  △6,289 347 △5,942 a 
その他の収益及びその他の

費用 

営業費用合計 △203,706   

営業利益 14,451 － 854 15,305  営業利益 

その他の収益(費用)    

受取利息 293 △293   

支払利息 △1,029 1,029   

為替差損益－純額 2,295 △2,295   

その他－純額 △63 63   

  2,591 5 2,596 f 金融収益 

  △1,095 － △1,095 f 金融費用 

その他の収益(費用)－純額 1,496   

  154 － 154  持分法による投資利益 

税引前当期純利益 15,947 154 859 16,960  税引前利益 

法人税等    

当期税額 △3,318   

繰延税額 △3,253   

法人税等合計 △6,571 － △420 △6,991 d 法人所得税 

持分法投資利益－純額 154 △154   

非支配持分控除前当期純利

益 
9,530 － 439 9,969  当期純利益 

非支配持分帰属利益 51 △51  当期純利益の帰属： 

当社株主に帰属する当期純

利益 
9,479 － 439 9,918  親会社の所有者 

  51 － 51  非支配持分 

 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
区分 

１株当たり当社株主に帰属

する当期純利益 
  

１株当たり当期純利益 

(親会社の所有者に帰属) 

基本的 68.38円 － 3.17 71.55円  基本的 

潜在株式調整後 － － － －  希薄化後 
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（単位：百万円） 

 
米国会計 

基準 
表示組替 

認識及び 

測定の差異
IFRS 

注記

番号
区分 

非支配持分控除前当期純利

益 
9,530 － 439 9,969  当期純利益 

その他の包括利益－税効果

調整後 
  その他の包括利益 

   
純損益に振り替えられる

可能性のある項目 

為替換算調整額 3,174 － △5 3,169  
在外営業活動体の換算差

額 

売却可能な有価証券の未

実現評価損益 
64 － － 64  

売却可能金融資産の公正

価値の純変動 

年金債務調整額 2 － △2   

  3,233  
純損益に振り替えられる

可能性のある項目合計 

その他の包括利益合計 3,240 － △7 3,233  その他の包括利益合計 

当期包括利益 12,770 － 432 13,202  当期包括利益 

非支配持分帰属当期包括

利益 
51 △51  当期包括利益の帰属： 

当社株主に帰属する当期包

括利益 
12,719 － 432 13,151  親会社の所有者 

  51 － 51  非支配持分 

 

資本及び包括損益に対する調整に関する注記 

ａ）減損 

 米国会計基準では、固定資産が減損している可能性を示す兆候がある場合に、固定資産の帳簿価額と割引前将来

キャッシュ・フローを比較した結果、帳簿価額が割引前キャッシュ・フローを上回った場合に限り、公正価値を上

回る金額を固定資産の減損損失として認識しております。IFRSでは、固定資産が減損している可能性を示す兆候が

ある場合に、固定資産の帳簿価額が回収可能価額(使用価値または処分費用控除後の公正価値のいずれか高い金額)

を上回る金額を固定資産の減損損失として認識しております。 

 のれんについては、米国会計基準では、レポーティング・ユニットの公正価値とのれんを含むその帳簿価額を比

較し、レポーティング・ユニットの公正価値が帳簿価額を下回った場合には、のれんの公正価値を算出し、算出し

たのれんの公正価値がのれんの帳簿価額を下回った場合に、当該差額をのれんの減損損失として認識しております。

IFRSでは、のれんを含む資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過した場合に、その超過額を減損損失として

認識しております。 

 また、耐用年数を確定できない無形資産は、米国会計基準では、個別資産として減損テストを行っておりますが、

IFRSでは、全社資産として資金生成単位(グループ)に配分して減損テストを行っております。 

 上記の結果、IFRS移行日における「有形固定資産」が1,682百万円、「のれん及び無形資産」に含まれているのれ

ん及び耐用年数を確定できない無形資産が3,511百万円及び18,757百万円、「その他の非流動資産」が167百万円減

少しており、繰延税金の調整額7,344百万円を控除した当該調整による差異の純額は「利益剰余金」に含まれており

ます。前連結会計年度における「有形固定資産」が2,939百万円、「のれん及び無形資産」に含まれているのれん及

び耐用年数を確定できない無形資産が1,948百万円及び19,625百万円、「その他の非流動資産」が161百万円減少し

ており、繰延税金の調整額8,100百万円を控除した当該調整による差異の純額は「利益剰余金」に含まれております。

また、前連結会計年度に係る「売上原価」が325百万円、「その他の収益及び費用」が72百万円減少しております。

当連結会計年度における「有形固定資産」が2,822百万円、「のれん及び無形資産」に含まれているのれん及び耐用

年数を確定できない無形資産が2,096百万円及び18,808百万円、「その他の非流動資産」が136百万円減少しており、

繰延税金の調整額7,697百万円を控除した当該調整による差異の純額は「利益剰余金」に含まれております。また、

当連結会計年度に係る「売上原価」が465百万円、「その他の収益及び費用」が347百万円減少しております。 
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ｂ）みなし原価 

 一部の有形固定資産について、IFRS移行日現在の公正価値をみなし原価として使用する選択可能な免除規定を適

用しております。 

 IFRS移行日において、みなし原価を使用した有形固定資産の従前の帳簿価額は3,403百万円、公正価値は2,454百

万円であります。 

 上記の結果、IFRS移行日における「有形固定資産」が949百万円減少し、繰延税金の調整額338百万円を控除した

当該調整による差異の純額は「利益剰余金」に含まれております。 

 

ｃ）在外営業活動体の換算差額 

 IFRSでは、IFRS移行日現在の在外営業活動体の換算差額の累計額をゼロとみなすことを選択しております。 

 上記の結果、IFRS移行日現在のその他の包括利益累計額のうち為替換算調整額1,033百万円を全額「利益剰余金」

に振り替えております。 

 

ｄ）法人所得税 

 主に上記ａ）及びｂ）の調整により、「繰延税金資産」(繰延税金負債との相殺後の純額)が移行日、前連結会計

年度末及び当連結会計年度末において7,347百万円、7,846百万円及び7,446百万円増加しており、当該増減により「利

益剰余金」はIFRS移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において7,347百万円、7,846百万円及び7,446

百万円増加しております。 

 

ｅ）連結財政状態計算書の表示組替 

 IFRSの規定に準拠するために連結財政状態計算書について表示組替を行っておりますが、連結損益計算書、連結

包括利益計算書及び利益剰余金への影響はありません。連結財政状態計算書の表示組替の主な内容は以下のとおり

であります。 

①パッケージゲームソフト等に係る制作コストについて、米国会計基準においては棚卸資産に含めて表示しており

ましたが、IFRSにおいては開発資産に該当するものとして、すべて無形資産として表示しております。 

②米国会計基準では、繰延税金資産・負債を流動資産・負債及び固定資産・負債に区分表示しておりましたが、IFRS

では、流動資産・負債に表示することは認められていないため、すべて非流動資産・負債へ組み替えております。 

③IFRSの表示規定に基づき、金融資産及び金融負債を別掲しております。 

 

ｆ）連結損益計算書の表示組替 

 IFRSの規定に準拠するために連結損益計算書について表示組替を行っておりますが、利益剰余金への影響はあり

ません。連結損益計算書の表示組替の主な内容は以下のとおりであります。 

①IFRSの表示規定に基づき、金融収益及び金融費用を別掲しております。 

 

前連結会計年度及び当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書に対する重要な調整項目の開示 

 米国会計基準では、開発費に関連する支出は営業活動によるキャッシュ・フローに区分しております。IFRSでは、

資産計上された開発費に関連する支出は投資活動によるキャッシュ・フローに区分しております。 

 上記の結果、前連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローが20,683百万円減少し、営業活動による

キャッシュ・フローが同額増加、当連結会計年度における投資活動によるキャッシュフローが15,231百万円減少し、

営業活動によるキャッシュ･フローが同額増加しております。 

 

 


