
（単位：百万円）

流動資産 17,625 流動負債 9,995
12,523 869

516 3,044
2,201 2,417
599 1,682
394 349
374 120
287 280

貯蔵品 6 351
565 487
181 203

△ 25 7
21,094 181

有形固定資産 10,451 固定負債 2,763
3,218 108
2,308 退職給付引当金 1,394
4,734 役員退職慰労引当金 127
189 590
96 159
25 383
22 12,758
48

投資その他の資産 10,546 株主資本 25,966
投資有価証券 58 資本金 1,500
関係会社出資金 37 資本剰余金 28,244
破産更生債権等 176   その他資本剰余金 28,244
差入保証金 10,071 利益剰余金 △ 1,738
建設協力金 880   その他利益剰余金 △ 1,738
その他 4   　繰越利益剰余金 △ 1,738
貸倒引当金 △ 681 自己株式 △ 2,039

評価・換算差額等 △ 5
その他有価証券評価差額金 △ 5

25,960
38,719 38,719

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

受取手形 買掛金

（資産の部） （負債の部）

現金及び預金 支払手形

貸借対照表
（平成23年３月31日現在）

科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額

資産の部合計

負債の部合計

純資産の部合計
負債・純資産の部合計

電話加入権 （純資産の部）

借地権 その他
ソフトウェア

未払消費税等仕掛品
賞与引当金

その他

建物 繰延税金負債
アミューズメント機器

関係会社短期借入金

原材料

無形固定資産 資産除去債務

土地
その他 店舗閉鎖損失引当金

商品
未払費用製品
未払法人税等

株式会社タイトー

資産除去債務貸倒引当金
その他固定資産

店舗閉鎖損失引当金前払費用
災害損失引当金

売掛金
未払金



（単位：百万円）

Ⅰ 売上高 46,226
Ⅱ 売上原価 32,521

売上総利益 13,704

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,385
営業利益 318

受取利息配当金 4
雑収入 44 49

支払利息 20
雑損失 6 26
経常利益 341

国庫補助金受贈益 22
その他 1 24

固定資産除却損 291
減損損失 189
関係会社出資金評価損 136
店舗閉鎖損失引当金繰入額 311
開発中止損失 543
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 90
災害損失引当金繰入額 203
災害による損失 165
その他 153 2,085

　 税引前当期純損失 1,720
　 法人税、住民税及び事業税 93
　 法人税等調整額 941 1,035
　 当期純損失 2,756

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書
（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

金    　　 額科　　　　　　　目

Ⅶ 特別損失

Ⅴ 営業外費用

Ⅵ 特別利益

Ⅳ 営業外収益



 

 

個別注記表 

 

１. 重要な会計方針に係る事項 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 
     その他有価証券 
            時価のあるもの         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 
 

 

（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

     通常の販売目的で保有するたな卸資産 

商 品、製 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） 
                      ただし、アミューズメント機器は個別法による原価法 

                       （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） 

         原材料、仕掛品        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） 
         貯  蔵  品        終仕入原価法 
 

 

（３）固定資産の減価償却の方法 
       有形固定資産（リース資産を除く）  定率法 
                      ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物 

                      附属設備を除く）は、定額法を採用しております。 

                                          なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。 
                       アミューズメント機器    ３年～５年 

                       建 物                  ３年～65年 
      

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用 

可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

                       

リース資産            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資 

産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を 

零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 

 

 

 



 

 

（４） 引当金の計上基準 
       貸倒引当金            債権等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、回収不能見込額に基 

づき計上しております。 

 

     賞与引当金            従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給対象期 

                      間に対応する支給見込額に基づき計上しております。 

 

     店舗閉鎖損失引当金        閉鎖を決定又は予定している店舗等の今後発生すると見

込まれる損失に基づき計上しております。 

 

災害損失引当金 東日本大震災の影響により、今後発生すると見込まれる

損失見積額に基づき計上しております。 

 

        退職給付引当金                   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 
                                            過去勤務債務は、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

法によりそれぞれの発生時から費用処理しております。 

                      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金額をそれぞれの発生事業年度の

翌事業年度から費用処理しております。 

 

     役員退職慰労引当金        役員の退職金の支出に備えて、役員退職金規程に基づく 

                      期末要支給額に基づき計上しております。 

 

（５）消費税等の会計処理          消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用し 

                      ております。 

 

（会計方針の変更） 

 

（１）「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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、営業利益及び経常利益は、それぞれ36百万円減少し、税引前当期純損失は、127百万円

増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は173百万円であり

ます。 

 

（２）「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平

成20年12月26日）を適用しております。 

 

 



 

 

２. 貸借対照表に関する注記 

（１）有形固定資産の減価償却累計額  
建物 9,416百万円 

アミューズメント機器 17,654百万円 

その他 1,569百万円 

合計 28,640百万円 

（２）保証債務 

当社は、㈱スクウェア・エニックス・ホールディングスのコミットメントライン契約に関して

債務保証をしております。 

コミットメントライン契約総額      30,000百万円 

借入実行残高                －百万円 

差引額                 30,000百万円 

 

（３）関係会社に対する金銭債権債務（区分掲記されているものは除く） 

売掛金                       6百万円 

立替金                       2百万円 

買掛金                       7百万円 

未払金                     133百万円 

長期未払金                  60百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３. 税効果会計に関する注記 

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 

（単位：百万円） 

繰延税金資産 

① 流動資産 

賞与引当金                          141 

店舗閉鎖損失引当金                       197 

たな卸資産評価損                   209  

関係会社株式                          54 

未払費用                             60 

繰越欠損金                         170  

試験研究費等の税額控除                71 

その他                        78 

繰延税金資産小計                  984 

評価性引当額                    △984 

繰延税金資産合計                    － 

 

 

② 固定資産 

減価償却費                        79 

一括償却資産                    135 

貸倒引当金                           48 

減損損失                      286 

投資有価証券評価損                    44 

研究開発費                      47 

退職給付引当金                   574 

店舗閉鎖損失引当金                 238 

資産除去債務                        67 

その他                        85 

繰延税金資産小計                 1,608 

評価性引当額                     △1,608 

繰延税金資産合計                   － 

 

 

繰延税金負債 

固定負債 

固定資産評価益                    87 

負ののれん                                   11 

固定資産（資産除去債務）           9 

繰延税金負債合計                  108 

繰延税金負債の純額                 108 

 



 

 

４. 関連当事者との取引に関する注記 

（１）親会社等 

属性 
会社等の
名称 

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

（百万円）
科目 

期末残高 
（百万円）

親会社 ㈱ｽｸｳｪｱ･ｴ

ﾆｯｸｽ･ﾎｰﾙ

ﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

被所有 

直接100 

資金の援助

不動産の賃

借 

役員の兼任

借入金利息 

 

 

20 関係会社短

期借入金 

 

2,417

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

親会社からの資金の借入については、市場金利を基準として個別に決定した利率を適用してお

ります。 

（２）兄弟会社等 

記載すべき重要な事項はありません。 

 

５. １株当たり情報に関する注記 

 （１）１株当たり純資産額      25,934,863円77銭 

 （２）１株当たり当期純損失           2,753,451円23銭 

 

 

 

６. 重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 
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