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Management Eyes

2006年度の展望と抱負

中期経営計画のスタートの年として
実績を上げ、統合成果を示す
バンダイナムコグループの組織再
編がほぼ完了し、
「ポートフォリオ経
営の強化・充実・拡大」をテーマとす
る3か年中期経営計画がスタートし
ました。今回は2005年度を総括す
るとともに、2006年度の展望と抱
負をバンダイナムコホールディング
（次ページに続く）

スの 須武男社長に聞きました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

――2005年度を総括してください。
須

――新生ナムコの状況はどうですか？
須

株式会社バンダイナムコホールディングス
代表取締役社長
須武男
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Management Eyes
ライトユーザー向けコンテンツにも力を入れながら
バンダイとナムコの持ち味を活かしたソフトを開発
――ゲームコンテンツSBUに対する
施策を聞かせてください。
須

―― その他の戦略ビジネスユニット
の動きはどうですか？
須

アパレル、菓子、福祉事業、スパなどで
新しい戦略ビジネスユニットの確立を目指していく
――海外はどのような状況ですか？
須

―― 売上高1兆円を目指すためには、
SBUの拡大も必要ですね？
須
バンダイナムコホールディングスは3月31日付で実
施した国内グループの組織再編を受け、同日の新聞
紙面に企業広告を掲載しました。広告ではグループ
各社のロゴマークを刻印した積み木でグループ各社
が持つさまざまな個性を表現。バンダイとナムコの
ゲーム事業統合により設立されたバンダイナムコゲ
ームスを組み合わせた積み木で表すことで、新しい
ものを創出していく可能性をアピールしました。
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2006年度の展望と抱負

CSRの意識を持たせるのも
経営者の大切な務め
――CSR（企業の社会的責任）につい
てはどのように考えていますか？
須

――今期の抱負をお願いします。
須

Financia l Dat a

2006年3月期決算

◆2006年3月期の連結業績
売上高

（単位：百万円）

営業利益

経常利益 当期純利益

連結業績

450,829

35,669

37,122

14,149

'06年度予想

470,000

40,000

40,500

22,000

◆事業別営業概況
事 業 分 野

（単位：百万円）

売上高

営業利益

181,007

19,085

79,384

2,506

130,430

10,451

ネットワーク

12,521

1,835

映像音楽コンテンツ

43,328

6,187

トイホビー
アミューズメント施設
ゲームコンテンツ

※見通しに関しては、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の予想数値
や施策の実現を確約したり、保証するものではありません。
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News Topics
デジモン の新作TVアニメーション
「デジモンセイバーズ」関連商品を続々展開

©本郷あきよし・東映アニメーション・フジテレビ

データカードダス
「究極対戦！
！
デジモンバトルターミナル」

「楽しさ」と「安心」を両立させた子供用PHS
「キッズケータイ papipo!」を6月に発売

©BANDAI・WiZ 2004
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©ciaostyle
｀

◇デジタルモンスター
バンダイが1997年より 育成 進化 バ
トル をキーワードに展開している携帯型液晶
ゲーム機のシリーズ。通称 デジモン 。商品
から生まれたキャラクターが小学生男児を中心
に人気となり、ゲームソフト、カードゲーム、
フィギュアなどさまざまなカテゴリーで商品化
されました。1999年からはTVアニメ化され、
日本発のキャラクターとして欧米などでも人気
です。新シリーズ「デジモンセイバーズ」は、
TVアニメシリーズでは５作目となります。

たまごっちの累計販売数
2,000万個を突破

トイホビー
（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

バンダイがアパレル事業で
コラボレート企画を続々と展開

ウルトラマンメビウス「DXメビウスブレス」
発売中／2,940円

㈱バンダイ

1966年にウルトラマンが登場してから40周年となる記念作品「ウルトラ
マンメビウス」
（CBC/TBS系、毎週土曜日17時30分〜）で、主人公のヒビ
ノ・ミライが使用する変身アイテムです。
番組の中ではブレスのクリスタルサークル
を回転させ、ウルトラマンメビウスに変身。
ウルトラマンメビウスに変身した後も、メ
ビウスブレスが左手に残り、攻撃アイテム
となります。番組と同様に変身音、攻撃音
が鳴り、モードの切替によって攻撃音が変
化します。

©2006 円谷プロ・CBC

ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu!「ハッピーベルン」
発売中／3,150円

㈱バンダイ

女児に人気のTVアニメ「ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu!」
（テレビ東京系、毎
週土曜日10時〜）で、主人公のファインとレインが使用する変身・魔法なりき
りダンスアイテムです。流れてくるメロデ
ィに合わせて本体を振ると、LED（発光ダ
イオード）の光とともにベルや猫の鳴き声
などのサウンドが流れます。メロディ＆サ
ウンドは全13種類。メロディに合わせてな
りきりダンスをする変身モードのほか、魔
法モード、おたのしみモードの３つのモー
ドで遊べます（全長約 2 5 c m 、付け替えベ
ルパーツ付き）
。

©BIRTHDAY・NAS・TV TOKYO

おうた♪たっぷりプリモプエル
発売中／7,980円

㈱バンダイ

今回のプリモプエルは、１年かけて少しずつ練習しながら、オリジナルの
長い歌が５曲も歌えるようになる成長機能がつきました。最初の２〜３日は
恥ずかしがっていますが、少しすると「あーあーあー」と発声練習を始めま
す。その後１〜２か月で１曲目をマスターし、
月日が経つごとに歌のおさらいをしながら、
次々と新曲の練習を始めます。そして１年後
に「今週は発表会だよ。５曲フルコーラスで
歌います」とすべての曲を歌ってくれます。
このほかにも、おしゃべりする言葉が増え、
電池ボックスの開閉や、音量調節が使いやす
く変更されるなど、機能も充実しています。

©1999 BANDAI・WiZ

男前豆腐店 男前スイング
発売中／100円（１カプセル１個入り）

㈱バンダイ

話題の「男前豆腐店」のヒット商品が、ボールチェーン付きのミニフィギ
ュアになって、自販機専用カプセル商品（ガシャポン）に登場します。
「男前
豆腐店」は、インパクトのあるネーミング、斬新なパッケージデザイン、そ
して濃厚な味わいのユニークな
©BANDAI・WiZ 2004

豆腐を製造して話題となってい
る大豆加工食品メーカーで、今
回はその人気商品の中から、
「男前豆腐」
「風に吹かれて豆腐
屋ジョニー」
「喧嘩上等やっこ
野郎」
「どんどこ豆腐」など８

「たまごっちTシャツ＋ちびたまごっち」

種を商品化しました。

©男前豆腐店
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News Topics
世界最大のゲームショー「E3」で
次世代ゲーム機向けタイトルを発表

PS3向けに発売予定の「リッジレーサー７」

好調な新型ゲームマシン「データカードダス」を推進

Portrait
2005年3月にスタートしたデジタ
ルデータとカードゲームを融合した新

©NBGI

たお

㈱バンダイ 執行役員 カード事業部ゼネラルマネージャー

よしたか

垰 義孝

Q データカードダスの強みは？
A

型ゲームマシン「データカードダス」
が、１年間で早くも7,000台以上を
市場に導入するなど、好調に推移して
います。今回は、データカードダス事
業を推進するバンダイ・カード事業部
の垰義孝ゼネラルマネージャーに、好
1984年バンダイ入社。開発本部、メディア部など
を経て2002年より現職

調の要因と今後の戦略を聞きました。

©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション ©BANDAI 2006

Q データカードダスが好調ですね？

Q

A

A

Q
A

Q
A
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ゲームコンテンツ
（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

バンダイナムコゲームスのカード認識技術を活用し
ケータイ占いができるカードダスを発売

PS2専用ソフト「.hack//G.U. Vol.1 再誕」
発売中／7,140円 ㈱バンダイナムコゲームス
TVアニメーションをテレビ東京が、コミックを角川書店が、
ラジオ放送を文化放送が、ゲームソフトをバンダイナムコゲー
ムスが担当し、ほかにバンダイネットワークスがモバイルコン
テンツを、バンダイビジュアルがパッケージソフトを展開する
メディアミックスプロジェクト「.hack//G.U.」
。その中核と
なるゲームソフト（全３巻）の第１巻です。架空のオンライン
ゲーム The World で発生した事件をテーマとしたアクシ
ョン R P G で、ゲームの
世界と現実世界で起こる
出来事が関連し合う多層
的なストーリー構造が特
徴です。９月には第２弾
「君想フ声」、1 2 月には
第２弾「歩くような速さ
で」を発売する予定です。

総務省の「ネット利用の安全と未来推進会議」
にバンダイナムコゲームスが協力

©.hack Conglomerate

©2006 NBGI

PS2専用ソフト「プロ野球熱スタ2006」
発売中／7,140円 ㈱バンダイナムコゲームス
大ヒットした「プロ野球ファミリースタジアム」の発売か
ら20年。それを記念して、シリーズを重ねるごとによりリア
ルに進化してきた本シリーズの最新作を発売しました。本
作でも選手の容姿からモーション、フランチャイズ球場まで、
PS2のリアルなグラフィックで再現しています。また、緻密
なデータを元に野球メカニズムを解析し、詳細な選手データ
から配球や選手のクセ、
特徴などをシミュレート
できる機能も、前作以上
にパワーアップ。さらに
本作は、懐かしい「ファ
ミリースタジアム」が最
新データで遊べる「ファ
ミスタモード」も
収録しています。

スパロボ 発売15周年を記念して
ファン感謝祭「鋼のOG祭り」を開催

©2006 NBGI（社）日本野球機構承認 フランチャイズ13球場公認
NPB BISプロ野球公式記録使用 ABF/JPBOC

業務用ゲーム「クイズ 機動戦士ガンダム 問・戦士」
稼働中 ㈱バンプレスト
「機動戦士ガンダム」の業務用クイズゲームが、４月より全
国のアミューズメント施設で稼動を開始しました。クイズの
バリエーションとしては、
「四択」
「ビジュアル」
「○×」
「名
場面」があり、出題されるクイズはシリーズ第１作から最新
作の「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」まで、歴代す
べてのガンダムが対象となり、総合的なガンダムの知識が試
されます。なお、ゲームオーバーすると、画面にパスワード
が表示され、これ
を専用Webサイト
に入力すれば、全
国のプレイヤーの
中で
士

ガンダム博
としての自分

のランキングを確
認することができ
ます。

©創通エージェンシー・サンライズ
©創通エージェンシー・サンライズ・毎日放送
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News Topics
バンダイビジュアルがランティスを子会社化
より密接な協力関係で音楽コンテンツ事業の拡大を図る

「姫様ご用心」のオープニング主題歌「百発百中とらぶるん♪」
歌：姫子とナーナ（新谷良子＆宮崎羽衣）
©高柳滋仁・ノーマッド／バンダイビジュアル

株式会社ランティスの概要
所在地：東京都渋谷区広尾１−３−14
設 立：1999年11月26日
代表者：代表取締役社長 井上俊次
資本金：4億2,050万円
決算期：2月末日
事 業：ソフトウェアの企画・制作・発売
音楽著作権の取得及び管理
コンパクトディスク等の原盤の企画・製作

大ヒットシリーズの原点「機動戦士ガンダム」
バンダイビジュアルが初のDVD化

西川美和監督「ゆれる」
（7月公開予定）
'06年カンヌ国際映画祭監督週間に出品

機動戦士ガンダムDVD-BOX
BOX 1：'06年12月22日発売／37,800円
BOX 2：'07年 1月26日発売／31,500円
©創通エージェンシー・サンライズ
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©2006「ゆれる」製作委員会

映像音楽コンテンツ
（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

ガンダムSEEDシリーズの新作アニメ
「STARGAZER」をグループで展開

DVD「機動戦士ガンダムSEED DESTINY
スペシャルエディション 砕かれた世界」
発売中／5,040円 バンダイビジュアル㈱
2 0 0 4 年 1 0 月から 1 年間にわたり T V 放送された大ヒット作が、
特別編４部作となって登場します。シリーズ全50話に新作カット
を加えて再構成したもので、アフ
レコを新たに全編録音し、ビスタ
サイズで製作しています。主要キ
ャラクターの一人、アスランの視
点を軸にすることで、物語のエッ
センスが凝縮され、TVシリーズと
は異なる極上のドラマに仕上がっ
ています。第１弾「砕かれた世界」
は本編の第１話から第 1 3 話までを
収録。引き続き第２弾「それぞれ
つるぎ

の剣」は８月25日に、第３弾は11
月 2 4 日、第４弾は来年２月 2 3 日
に発売する予定です。

©創通エージェンシー・サンライズ・毎日放送

DVD「かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜」
第１巻発売中／5,250円 バンダイビジュアル㈱
2006年１月から３月までテレビ東京系６局ネットで放送された
TVアニメ「かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜」のDVD第１巻
で、以後、毎月１巻ずつ、全７巻
を発売します。ある事件をきっか
けに女性の体になってしまった男
子高校生と、２人の少女が織りな
す不思議で切ない三角関係を描い

◆ストーリー

たトライアングル・ラブ・ファンタ
ジーです。作品の認知度アップを
目的として行っているWebラジオ
も話題となり、作品の世界観を拡
げています。初回封入特典、毎回
封入特典、毎回映像特典など、豪
華な特典が満載の作品です。
©あかほりさとる・.桂遊生丸・メディアワークス／かしまし製作委員会

新作TVアニメ「ゼーガペイン」
毎週木曜18時〜 テレビ東京系6局ネットで放送中
バンダイナムコグループの㈱サンライズが制作したロボットアニ
メーション。新視覚の3DCGによる光装甲メカや、謎めいたキャラ
クターたちが魅力です。「ゼーガペ
イン」の関連商品として、バンダイ
からプラモデル、バンダイナムコ
ゲームスからXbox360専用ゲームソ
フト、バンダイビジュアルからDVD
ソフトを販売する予定です。
＜ストーリー＞ 快活な水泳少年キョ
ウ。彼は千葉県舞浜近郊の高校に通
い、恋愛や友達に忙しい学園生活を過
ごす普通の高校生。しかし、ある日突
然やってきた謎の転校生シズノに導
かれるまま、異世界での巨大ロボット
©創通エージェンシー・サンライズ・毎日放送

との戦闘に巻き込まれていく。

©サンライズ・プロジェクトゼーガ・テレビ東京
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アミューズメント施設

News Topics
親子で楽しめる 遊び の空間
「ナムコあそベース」が北海道で6月オープン

■ナムコあそベース概要（上：イメージイラスト）
所 在 地：北海道札幌市西区琴似
施設面積：約2,450㎡（約740坪）
営業時間：平日11：00〜18：00 土日10：00〜19：00
入 場 料：子供30分315円（税込）
保護者の方は１回入場料525円のみ）

会員制コミュニティサロン
「談話室かいかや」オープン

「こち亀ゲームぱ〜く」
好調なスタート

■談話室かいかや
所 在 地：神奈川県横浜市中区新港２-２-１
営業時間：土曜・日曜の10：00〜18：30

ナンジャタウン10周年−−施設をさらに充実

©秋本治・アトリエびーだま／集英社・フジテレビ・ADK
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ネットワーク／その他

バンダイネットワークス、VIBE、東急エージェンシーの
提携第1弾 無料ケータイサービス「GAMOW」スタート

「SDガンダムRPG」
iモード向けに6月より配信

URL http : //gamow.jp/
空メール送信先：ga@gamow.jp

携帯電話向け電子コミック
全3キャリアで展開

開発元：㈱バンダイチャンネル
©Y・M/K・S・TX・N

※画面は開発中のもので、実際とは異なる場合があります。
©創通エージェンシー・サンライズ
©BANDAI NETWORKS ©NBGI

ハピネットが流通機能を強化
ハピネット東日本第二ロジスティクスセンターを稼働

■ハピネット東日本第二ロジスティクスセンター
所 在 地：千葉県船橋市西浦3-10-4
敷地面積：約18,183㎡
延床面積：約28,151㎡
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Business Angle
バンダイとナムコの強みを融合・進化させ
世界No.1のエクセレントゲームメーカーを目指す
バンダイとナムコのゲームコンテンツ事業を統合し、今
年3月31日付で設立された㈱バンダイナムコゲームス
が、本格的に動き始めました。
バンダイの強みであるキャラクターマーチャンダイジン
グと、ナムコの強みである企画開発のノウハウが融合す
ることで、どんなゲームコンテンツが生まれるのか ――
家庭用ゲームソフト市場で国内シェア2位を占めるバン
ダイナムコゲームスの動向に、ゲームファンをはじめ、
業界関係者やマスコミから注目を集めています。
今回はバンダイナムコゲームスの石川祝男社長と鵜之澤
伸副社長に、新会社の特徴と事業戦略、そして今後の経
営方針やビジョンを聞きました。
――バンダイナムコゲームの現状はどうですか？
石川

鵜之澤

――家庭用ゲームソフトの戦略を聞かせてください。
鵜之澤

――バンダイナムコゲームの開発体制は？
石川
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株式会社バンダイナムコゲームス 代表取締役社長

石川 祝男

代表取締役副社長

鵜之澤 伸

いしかわしゅくお

■石川祝男社長
1955年4月15日生まれ
78年3月 関西大学文学部卒業
78年4月 ㈱ナムコ入社
95年6月 取締役第二開発部門担当
99年6月 常務取締役
研究開発生産管掌
02年5月 常務取締役AMカンパニー
プレジデント
05年4月 代表取締役副社長
コンテンツ事業管掌
ナムコ・アメリカINC.取締役会長
ナムコ・ヨーロッパLTD.取締役会長
ナムコ・ホールディングCORP.
取締役社長
06年4月 ㈱バンダイナムコゲームス
代表取締役社長に就任

独自の技術力を蓄積するためにも
次世代ゲーム機向けソフトの開発に参加
鵜之澤

うのざわ しん

■鵜之澤伸副社長
1957年9月27日生まれ
81年3月 早稲田大学商学部卒業
81年4月 ㈱バンダイ入社
92年4月 バンダイビジュアル㈱ 取締役
95年4月 ㈱バンダイ・デジタル・エンタテイン
メント 取締役
98年1月 ㈱バンダイ
デジタルエンジンプロジェクト部長
99年4月 ビデオゲーム事業部部長
01年4月 執行役員 ビデオゲーム事業部
ゼネラルマネージャー
02年6月 取締役 ビデオゲーム事業部
ゼネラルマネージャー
03年4月 取締役 ゲームソフトカンパニー
プレジデント
04年4月 常務取締役 ゲームソフトグループ
リーダー 兼 ビデオゲームカンパニー
プレジデント
06年4月 ㈱バンダイナムコゲームス
代表取締役副社長に就任

――業務用ゲーム機はどうですか？
石川

鵜之澤

――海外はどのように展開していくのですか？
石川

石川

――新会社に対する意気込みを聞かせてください。

編 集 後 記

（社長室 広報 I R担当）
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Close-up Products
（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

「LITTLE JAMMER PRO. tuned by KENWOOD」

今夏発売予定／52,500円 ㈱バンダイ

©BANDAI 2006

業務用ゲーム「タイムクライシス 4」

6月より順次稼動／200円（初期設定） ㈱バンダイナムコゲームス

©1995-2005 NBGI

アミューズメント用景品「科学忍者隊ガッチャピン」シリーズ

㈱バンプレスト

©タツノコプロ・フジテレビKIDS

古紙配合率100％の再生紙と大豆インキ（SOYINK）を使用しています。
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