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【見通しに関する注意事項】 

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、戦略、施策の実現を確約したり、 

保証するものではありません。 

    

【【【【2012201220122012 年度実績年度実績年度実績年度実績】】】】    

    

2012201220122012 年度年度年度年度(2013(2013(2013(2013 年年年年 3333 月期月期月期月期))))業績業績業績業績はははは、、、、各事業各事業各事業各事業ともともともとも現場現場現場現場のののの頑張頑張頑張頑張りでりでりでりで、、、、2013201320132013 年年年年 2222 月月月月のののの第第第第 3333 四半期発表時四半期発表時四半期発表時四半期発表時のののの想定想定想定想定

以上以上以上以上にににに、、、、第第第第 4444 四半期四半期四半期四半期のののの業績業績業績業績をををを押押押押しししし上上上上げましたげましたげましたげました。。。。    

    このこのこのこの結果結果結果結果、、、、売上高売上高売上高売上高 4872487248724872 億億億億 41414141 百万百万百万百万円円円円、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益 486486486486 億億億億 42424242 百万百万百万百万円円円円となりとなりとなりとなり、、、、3333 ヵヵヵヵ年年年年のののの中期計画初年度中期計画初年度中期計画初年度中期計画初年度でででで、、、、    

過去最高売上過去最高売上過去最高売上過去最高売上とととと最高益最高益最高益最高益をををを更新更新更新更新することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。またまたまたまた、、、、当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益についてはについてはについてはについては、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益のののの増加増加増加増加にににに

加加加加えてえてえてえて、、、、2012201220122012 年度年度年度年度よりよりよりより採用採用採用採用したしたしたした連結納税制度連結納税制度連結納税制度連結納税制度にににに伴伴伴伴うううう試験研究費等試験研究費等試験研究費等試験研究費等のののの税額控除額税額控除額税額控除額税額控除額がががが増加増加増加増加したしたしたした結果結果結果結果、、、、法人法人法人法人

税負担税負担税負担税負担がががが当初見込当初見込当初見込当初見込みよりみよりみよりみより減減減減りりりり、、、、323323323323 億億億億 83838383 百万百万百万百万円円円円となとなとなとなりましたりましたりましたりました。。。。    

    

【【【【2012201220122012 年度配当年度配当年度配当年度配当】】】】    

    

2012201220122012 年度年度年度年度のののの配当配当配当配当はははは、、、、当社当社当社当社のののの還元還元還元還元にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針にににに基基基基づきづきづきづき、、、、安定配当安定配当安定配当安定配当    年間年間年間年間 24242424 円円円円にににに業績連動部分業績連動部分業績連動部分業績連動部分    

21212121 円円円円をををを加加加加ええええ、、、、年間年間年間年間 1111 株株株株あたりあたりあたりあたり 45454545 円円円円とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。    

    

【【【【2012201220122012 年度概要年度概要年度概要年度概要】】】】    

    

2012201220122012 年度年度年度年度はははは、、、、コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ事業事業事業事業のののの「「「「IPIPIPIP 軸戦略軸戦略軸戦略軸戦略」」」」がががが各出口各出口各出口各出口でででで好調好調好調好調だったことにだったことにだったことにだったことに、、、、ネットワークコンテネットワークコンテネットワークコンテネットワークコンテ    

ツツツツのののの成長成長成長成長がががが加加加加わりわりわりわり、、、、グループグループグループグループ全体全体全体全体のののの業績業績業績業績にににに大大大大きくきくきくきく貢献貢献貢献貢献しましたしましたしましたしました。。。。地域別地域別地域別地域別ではではではでは、、、、欧米地域欧米地域欧米地域欧米地域のののの収益基盤構収益基盤構収益基盤構収益基盤構にににに    

ついてはついてはついてはついては、、、、今後今後今後今後のののの最重点課題最重点課題最重点課題最重点課題のののの１１１１つとしてつとしてつとしてつとして取組取組取組取組みみみみ、、、、安定基盤構築安定基盤構築安定基盤構築安定基盤構築をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。アジアアジアアジアアジアについてはについてはについてはについては、、、、    

トイトイトイトイホビーホビーホビーホビーののののバリバリバリバリューチェーンューチェーンューチェーンューチェーン改革改革改革改革などによりなどによりなどによりなどにより利益利益利益利益がががが減少減少減少減少しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、事業展開面事業展開面事業展開面事業展開面ではではではでは順調順調順調順調にににに立立立立ちちちち上上上上がががが    

ってってってっていますいますいますいます。。。。アジアアジアアジアアジアについてはについてはについてはについては、、、、成長市場成長市場成長市場成長市場としてとしてとしてとして今後更今後更今後更今後更にににに注力注力注力注力していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

2012201220122012 年年年年 4444 月月月月ににににスタートスタートスタートスタートしたしたしたした中期計画中期計画中期計画中期計画のののの初年度初年度初年度初年度であるであるであるである 2012201220122012 年度年度年度年度をををを良良良良いいいい形形形形ででででスタートスタートスタートスタートできたのはできたのはできたのはできたのは、、、、    

2009200920092009 年度年度年度年度のののの業績不振業績不振業績不振業績不振をををを受受受受けけけけ、、、、グループグループグループグループ一丸一丸一丸一丸となりとなりとなりとなり、、、、危機感危機感危機感危機感をををを持持持持ちちちちスピーディスピーディスピーディスピーディににににリスタートプランリスタートプランリスタートプランリスタートプランにににに取取取取    

りりりり組組組組んだんだんだんだ結果結果結果結果ですですですです。。。。本当本当本当本当にににに社員社員社員社員がががが頑張頑張頑張頑張ってくれましたってくれましたってくれましたってくれました。。。。経営統合以来経営統合以来経営統合以来経営統合以来のののの過去最高売上過去最高売上過去最高売上過去最高売上・・・・過去最高益過去最高益過去最高益過去最高益をををを    

達成達成達成達成することができましたがすることができましたがすることができましたがすることができましたが、、、、我我我我々々々々としてはとしてはとしてはとしては、、、、統合直後統合直後統合直後統合直後ののののスタートラインスタートラインスタートラインスタートラインにににに戻戻戻戻っただけだっただけだっただけだっただけだとととととらとらとらとらえていえていえていえてい    

ますますますます。。。。課題課題課題課題やややや、、、、やるべきことはやるべきことはやるべきことはやるべきことは、、、、まだまだありますまだまだありますまだまだありますまだまだあります。。。。    

2013201320132013 年度以降年度以降年度以降年度以降がががが、、、、バンダイナムコバンダイナムコバンダイナムコバンダイナムコのののの真真真真のののの成長成長成長成長にににに向向向向けたけたけたけた正念場正念場正念場正念場ですですですです。。。。これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上にににに緊張感緊張感緊張感緊張感をををを持持持持ってってってって    

臨臨臨臨みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【2013201320132013 年度計画年度計画年度計画年度計画】】】】    

    

    2013201320132013 年度年度年度年度はははは売上高売上高売上高売上高 4800480048004800 億円億円億円億円、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益 400400400400 億円億円億円億円をををを計画計画計画計画していますしていますしていますしています。。。。2012201220122012 年度実績年度実績年度実績年度実績をををを下回下回下回下回るるるる計画計画計画計画とととと    

なっていますがなっていますがなっていますがなっていますが、、、、社内社内社内社内のののの意識意識意識意識としてはとしてはとしてはとしては、、、、むしろむしろむしろむしろ中長期的中長期的中長期的中長期的なななな成長成長成長成長にににに向向向向けけけけ、、、、2012201220122012 年年年年度以上度以上度以上度以上にににに攻攻攻攻めるめるめるめる年年年年だとだとだとだと

考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

バンダイナムコグループバンダイナムコグループバンダイナムコグループバンダイナムコグループがががが、、、、5555 年後年後年後年後、、、、10101010 年後年後年後年後ににににグローバルグローバルグローバルグローバル市場市場市場市場でででで成長成長成長成長していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためには、、、、将来将来将来将来のののの収穫収穫収穫収穫

にににに向向向向けたけたけたけた、、、、種蒔種蒔種蒔種蒔きをきをきをきを行行行行うことがうことがうことがうことが必要必要必要必要ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、地地地地にににに足足足足のついたのついたのついたのついた成長成長成長成長をををを目指目指目指目指すためにもすためにもすためにもすためにも、、、、贅肉贅肉贅肉贅肉をををを落落落落としとしとしとし    
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【見通しに関する注意事項】 

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、戦略、施策の実現を確約したり、 

保証するものではありません。 

    

よりよりよりより筋肉質筋肉質筋肉質筋肉質にすることがにすることがにすることがにすることが必要必要必要必要ですですですです。。。。2013201320132013 年度年度年度年度はははは、、、、新新新新たなたなたなたな IPIPIPIP ややややビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルのののの創出創出創出創出をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした種蒔種蒔種蒔種蒔

きときときときと構造改革構造改革構造改革構造改革をををを行行行行っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。2013201320132013 年度年度年度年度にににに、、、、種蒔種蒔種蒔種蒔きときときときと構造改革構造改革構造改革構造改革をををを着実着実着実着実にににに実行実行実行実行したしたしたした上上上上でででで、、、、2014201420142014 年度以年度以年度以年度以

降降降降、、、、改改改改めてめてめてめて、、、、売上売上売上売上とととと営業利益営業利益営業利益営業利益のののの成長成長成長成長をををを目指目指目指目指していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【2003200320032003 年度事業年度事業年度事業年度事業別計画別計画別計画別計画】】】】    

    

トイホビートイホビートイホビートイホビーについてはについてはについてはについては、、、、国内国内国内国内ではではではでは、、、、新規新規新規新規 IPIPIPIP 投入投入投入投入などによるなどによるなどによるなどによる売上増売上増売上増売上増をををを見込見込見込見込んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが、、、、利益面利益面利益面利益面でででで    

主主主主にににに為替為替為替為替のののの影響影響影響影響にににによるよるよるよる製造原価増製造原価増製造原価増製造原価増にににに伴伴伴伴うううう粗利減粗利減粗利減粗利減などによりなどによりなどによりなどにより、、、、全体全体全体全体ではほぼではほぼではほぼではほぼ前年並前年並前年並前年並みをみをみをみを見込見込見込見込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

海外海外海外海外についてについてについてについてはははは、、、、新規新規新規新規 IPIPIPIP 投入投入投入投入やややや、、、、欧米欧米欧米欧米のののの赤字解消赤字解消赤字解消赤字解消によりによりによりにより収支収支収支収支がががが改善改善改善改善するするするする見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。    

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツについてはについてはについてはについては、、、、売上面売上面売上面売上面ではではではでは、、、、各出口各出口各出口各出口のののの市場動向市場動向市場動向市場動向やややや商品商品商品商品ラインナップラインナップラインナップラインナップなどをなどをなどをなどを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、全体全体全体全体ではではではでは

売上減売上減売上減売上減をををを見込見込見込見込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば SNSSNSSNSSNS ではではではでは、、、、市場市場市場市場のののの安定化安定化安定化安定化やややや、、、、新規新規新規新規タイトルタイトルタイトルタイトル投入投入投入投入タイミングタイミングタイミングタイミングなどをなどをなどをなどを踏踏踏踏

まえてまえてまえてまえて計画計画計画計画していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、家庭用家庭用家庭用家庭用ゲームゲームゲームゲームソフトソフトソフトソフトではではではでは、、、、海外海外海外海外においてにおいてにおいてにおいて前年度前年度前年度前年度 15151515 ヶヶヶヶ月決算月決算月決算月決算だっただっただっただった影響影響影響影響

からからからから、、、、今年度販売本数今年度販売本数今年度販売本数今年度販売本数がががが減少減少減少減少するするするする見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。利益面利益面利益面利益面ではではではでは、、、、売上減売上減売上減売上減にににに伴伴伴伴うううう粗利粗利粗利粗利のののの減少減少減少減少にににに加加加加ええええ、、、、新規新規新規新規 IPIPIPIP

投入投入投入投入にににに伴伴伴伴うううう広告宣伝費増広告宣伝費増広告宣伝費増広告宣伝費増やややや円安円安円安円安によるによるによるによる景品製造原価増景品製造原価増景品製造原価増景品製造原価増、、、、種蒔種蒔種蒔種蒔ききききのためののためののためののためのコストコストコストコストなどをなどをなどをなどを見込見込見込見込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

アミューズメントアミューズメントアミューズメントアミューズメント施設施設施設施設はははは、、、、不透明不透明不透明不透明なななな経済環境経済環境経済環境経済環境をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、ほぼほぼほぼほぼ横這横這横這横這いでいでいでいで見込見込見込見込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。またまたまたまた、、、、後後後後ほどほどほどほど

おおおお話話話話しますがしますがしますがしますが、、、、中長期中長期中長期中長期をををを見据見据見据見据ええええ、、、、新規事業新規事業新規事業新規事業のののの育成育成育成育成やややや、、、、構造改革構造改革構造改革構造改革もももも実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

    

【【【【トイホビートイホビートイホビートイホビー事業事業事業事業のののの動向動向動向動向】】】】    

    

    トイホビートイホビートイホビートイホビーのののの国内国内国内国内でででではははは、、、、2013201320132013 年年年年 2222 月月月月にににに好好好好スタートスタートスタートスタートをきったをきったをきったをきった「「「「獣電戦隊獣電戦隊獣電戦隊獣電戦隊キョウリュウジャーキョウリュウジャーキョウリュウジャーキョウリュウジャー」「」「」「」「ドキドドキドドキドドキド

キキキキ！！！！プリキュアプリキュアプリキュアプリキュア」、」、」、」、そしてそしてそしてそして「「「「仮面仮面仮面仮面ライダーウィザードライダーウィザードライダーウィザードライダーウィザード」」」」商品商品商品商品のののの事業間連動事業間連動事業間連動事業間連動をををを引引引引きききき続続続続きききき強力強力強力強力にににに展開展開展開展開しますしますしますします。。。。    

これにこれにこれにこれに加加加加ええええ、、、、2012201220122012 年度良年度良年度良年度良いいいい形形形形でででで立立立立ちちちち上上上上ががががったったったった「「「「アイカツアイカツアイカツアイカツ！」！」！」！」のののの商品商品商品商品ラインナップラインナップラインナップラインナップをををを拡大拡大拡大拡大しししし、「、「、「、「プリキュプリキュプリキュプリキュ

アアアア」「」「」「」「たまごっちたまごっちたまごっちたまごっち」」」」同様同様同様同様、、、、女児女児女児女児のののの定番定番定番定番としてとしてとしてとして育成育成育成育成していきますしていきますしていきますしていきます。。。。またまたまたまた、、、、国内全国内全国内全国内全カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーでのでのでのでの No.1No.1No.1No.1 にににに向向向向

けけけけ、、、、新規新規新規新規 IPIPIPIP とととと戦略商品戦略商品戦略商品戦略商品のののの投入投入投入投入もももも行行行行いますいますいますいます。。。。男児男児男児男児向向向向けでけでけでけではははは、、、、7777 月月月月よりよりよりより新番組新番組新番組新番組「「「「ウルトラマンギンガウルトラマンギンガウルトラマンギンガウルトラマンギンガ」」」」がががが

放映開始放映開始放映開始放映開始になりますになりますになりますになります。。。。番組番組番組番組ではではではではソフビソフビソフビソフビ人形人形人形人形とととと変身変身変身変身アイテムアイテムアイテムアイテムがががが連動連動連動連動。。。。ソフビソフビソフビソフビ人形人形人形人形シリーズシリーズシリーズシリーズとととと変身変身変身変身アイテムアイテムアイテムアイテム

をををを強力展開強力展開強力展開強力展開するほかするほかするほかするほか、、、、秋秋秋秋にはにはにはには 4444 人同時人同時人同時人同時プレイプレイプレイプレイ可能可能可能可能なななな新型新型新型新型カードマシンカードマシンカードマシンカードマシンもももも投入投入投入投入しますしますしますします。。。。そしてそしてそしてそして、、、、女児女児女児女児をををを含含含含

めめめめ幅広幅広幅広幅広いいいい層層層層をををを対象対象対象対象にににに、「、「、「、「モンスターズユニバーシティモンスターズユニバーシティモンスターズユニバーシティモンスターズユニバーシティ」」」」商品商品商品商品もももも発売発売発売発売しますしますしますします。。。。このこのこのこの他他他他にもにもにもにも、、、、本日本日本日本日はまだおはまだおはまだおはまだお

話話話話できませんができませんができませんができませんが、、、、様様様様々々々々なななな IPIPIPIP やややや商品商品商品商品のののの投入投入投入投入をををを計画計画計画計画していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、ごごごご期待期待期待期待くださいくださいくださいください。。。。    

トイホビートイホビートイホビートイホビーのののの海外海外海外海外ではではではでは、、、、欧米立欧米立欧米立欧米立てててて直直直直しにしにしにしに最優先最優先最優先最優先でででで取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。体制面体制面体制面体制面ではではではでは、、、、日本日本日本日本のののの男児男児男児男児 IPIPIPIP ののののキャキャキャキャ

ラクターマーチャンダイジングラクターマーチャンダイジングラクターマーチャンダイジングラクターマーチャンダイジングののののノウハウノウハウノウハウノウハウにたけたにたけたにたけたにたけたトイトイトイトイ事業事業事業事業のののの責任者責任者責任者責任者がががが、、、、4444 月月月月よりよりよりより BANDAI AMERICA INC.BANDAI AMERICA INC.BANDAI AMERICA INC.BANDAI AMERICA INC.

ののののトップトップトップトップにににに就任就任就任就任しししし、、、、事業事業事業事業のののの強化強化強化強化をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。さらにさらにさらにさらに欧米一体欧米一体欧米一体欧米一体ブランドマネジメントブランドマネジメントブランドマネジメントブランドマネジメント強化強化強化強化戦略戦略戦略戦略をををを推進推進推進推進。。。。    

IPIPIPIP 軸軸軸軸ユニットユニットユニットユニットによりによりによりにより責任責任責任責任のののの明確化明確化明確化明確化とととと意思決定意思決定意思決定意思決定ののののスピードアップスピードアップスピードアップスピードアップをはかりますをはかりますをはかりますをはかります。。。。事業面事業面事業面事業面ではではではでは、、、、主軸主軸主軸主軸のののの「「「「パパパパ

ワーレンジャーワーレンジャーワーレンジャーワーレンジャー」」」」商品商品商品商品をををを更更更更にににに盛上盛上盛上盛上げるげるげるげるべくべくべくべく、、、、売売売売りりりり場作場作場作場作りりりり、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンなどによりなどによりなどによりなどにより、、、、玩具玩具玩具玩具ととととカードカードカードカードのののの連連連連

動遊動遊動遊動遊びをびをびをびをアピールアピールアピールアピールしていきますしていきますしていきますしていきます。。。。さらにさらにさらにさらに「「「「パックマンパックマンパックマンパックマン」」」」ののののアニメアニメアニメアニメ放映放映放映放映にあわせにあわせにあわせにあわせ商品展開商品展開商品展開商品展開ををををスタートスタートスタートスタートしましましましま

すすすす。。。。アジアアジアアジアアジアについてはについてはについてはについては、、、、日本日本日本日本とのとのとのとの一気通貫一気通貫一気通貫一気通貫によりによりによりによりプラモデルプラモデルプラモデルプラモデルととととコレクターズコレクターズコレクターズコレクターズ商材商材商材商材がががが良良良良いいいい形形形形でででで立立立立ちちちち上上上上がりがりがりがり

ましたましたましたました。。。。コレクターズコレクターズコレクターズコレクターズ商材商材商材商材についてはについてはについてはについては、、、、3333 月月月月にににに中国中国中国中国のののの広州広州広州広州にににに新新新新たにたにたにたにショールームショールームショールームショールームをををを作作作作りりりり、、、、ブランドブランドブランドブランド訴求訴求訴求訴求    
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をはかっていきますをはかっていきますをはかっていきますをはかっていきます。。。。またまたまたまた、、、、2013201320132013 年度年度年度年度からはからはからはからは、、、、カードカードカードカード事業事業事業事業もももも日本主導日本主導日本主導日本主導でのでのでのでのアジアアジアアジアアジア展開展開展開展開をををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。

すでにすでにすでにすでにアジアアジアアジアアジア 3333 カカカカ国国国国ににににキッズキッズキッズキッズカードマシンカードマシンカードマシンカードマシンをををを設置設置設置設置していますがしていますがしていますがしていますが、、、、このこのこのこの春春春春からはからはからはからは将来将来将来将来のののの世界展開世界展開世界展開世界展開もももも視野視野視野視野にににに、、、、

「「「「パワーレンジャーパワーレンジャーパワーレンジャーパワーレンジャー」」」」ののののキッズキッズキッズキッズカードマシンカードマシンカードマシンカードマシンのののの導入導入導入導入もももも始始始始めましためましためましためました。。。。    

    

【【【【コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ事業事業事業事業のののの動向動向動向動向】】】】    

    

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツではではではでは「「「「IPIPIPIP 軸戦略軸戦略軸戦略軸戦略」」」」のもとのもとのもとのもと、、、、豊富豊富豊富豊富なななな出口出口出口出口をををを活用活用活用活用しししし IPIPIPIP のののの魅力魅力魅力魅力をををを発信発信発信発信していきますしていきますしていきますしていきます。。。。家庭用家庭用家庭用家庭用ゲゲゲゲ

ームソフトームソフトームソフトームソフトではではではでは、、、、「「「「機動戦士機動戦士機動戦士機動戦士ガンダムガンダムガンダムガンダム」「」「」「」「GODGODGODGOD    EATEREATEREATEREATER」」」」「「「「NARUTONARUTONARUTONARUTO」」」」などのなどのなどのなどの人気人気人気人気シリーズシリーズシリーズシリーズにににに加加加加ええええ、、、、海外販売海外販売海外販売海外販売

網網網網をををを活活活活かしかしかしかし「「「「ダークソウルダークソウルダークソウルダークソウル２２２２」」」」のののの販売販売販売販売もももも予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの他他他他にもにもにもにも前年度前年度前年度前年度のののの「「「「逃走中逃走中逃走中逃走中」」」」のようにのようにのようにのように、、、、旬旬旬旬

ののののタイトルタイトルタイトルタイトルををををスピーディスピーディスピーディスピーディにににに投入投入投入投入していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    業務用業務用業務用業務用ゲームゲームゲームゲーム機機機機ではではではでは、「、「、「、「ブットバーストブットバーストブットバーストブットバースト」」」」やややや「「「「マリオカートマリオカートマリオカートマリオカート」」」」のののの新機種新機種新機種新機種などなどなどなどバンダイナムコバンダイナムコバンダイナムコバンダイナムコらしいらしいらしいらしい遊遊遊遊

びをびをびをびを提供提供提供提供していくほかしていくほかしていくほかしていくほか、、、、従量課金制度従量課金制度従量課金制度従量課金制度などなどなどなど販売販売販売販売スタイルスタイルスタイルスタイルもももも多様化多様化多様化多様化していきますしていきますしていきますしていきます。。。。景品景品景品景品・・・・ロトロトロトロトについてについてについてについてはははは、、、、    

人気人気人気人気 IPIPIPIP をををを軸軸軸軸にににに、、、、幅広幅広幅広幅広いいいいジャンルジャンルジャンルジャンルのののの IPIPIPIP をををを展開展開展開展開しますしますしますします。。。。またまたまたまた業務用業務用業務用業務用ゲームゲームゲームゲーム機機機機・・・・景品景品景品景品ともともともとも、、、、海外展開海外展開海外展開海外展開にまだにまだにまだにまだ

まだまだまだまだチャンスチャンスチャンスチャンスがあるとがあるとがあるとがあると感感感感じていますじていますじていますじています。。。。業務用業務用業務用業務用ゲームゲームゲームゲーム機機機機ははははアジアアジアアジアアジアにににに加加加加ええええ新興国新興国新興国新興国にににに、、、、景品景品景品景品・・・・ロトロトロトロトははははアジアアジアアジアアジアにににに

加加加加ええええ、、、、欧米欧米欧米欧米でのでのでのでの流通開拓流通開拓流通開拓流通開拓をををを、、、、行行行行っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

ネットワークコンテンツネットワークコンテンツネットワークコンテンツネットワークコンテンツはははは「「「「IPIPIPIP 軸戦略軸戦略軸戦略軸戦略」」」」のののの出口出口出口出口のののの１１１１つとしてつとしてつとしてつとして安定展開安定展開安定展開安定展開をはかりますをはかりますをはかりますをはかります。。。。オンラインゲオンラインゲオンラインゲオンラインゲ

ームームームーム含含含含めためためためたネットワーネットワーネットワーネットワークコンテンツクコンテンツクコンテンツクコンテンツ全体全体全体全体のののの年間売上高年間売上高年間売上高年間売上高はははは、、、、2013201320132013 年度年度年度年度はははは    540540540540 億円億円億円億円をををを見込見込見込見込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

そのうちそのうちそのうちそのうち SNSSNSSNSSNS についてはについてはについてはについては 450450450450 億円億円億円億円とととと、、、、市場市場市場市場のののの安定化安定化安定化安定化などをなどをなどをなどを踏踏踏踏まえまえまえまえたたたた計画計画計画計画をたてていますをたてていますをたてていますをたてています。。。。今後今後今後今後はははは、、、、SNSSNSSNSSNS、、、、

オンラインゲームオンラインゲームオンラインゲームオンラインゲーム、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる直置直置直置直置 SNSSNSSNSSNS をををを、、、、ユーザーユーザーユーザーユーザー動向動向動向動向をみながらをみながらをみながらをみながら、、、、IPIPIPIP 特性特性特性特性にあわせにあわせにあわせにあわせバランスバランスバランスバランスよくよくよくよく提提提提

供供供供しししし、、、、出口出口出口出口のののの１１１１つとしてつとしてつとしてつとして安定的安定的安定的安定的なななな展開展開展開展開をはかりますをはかりますをはかりますをはかります。。。。なおなおなおなお、、、、海外海外海外海外のののの SNSSNSSNSSNS についてはについてはについてはについては、、、、プラットフォーマプラットフォーマプラットフォーマプラットフォーマ

ーーーーとととと連携連携連携連携しししし、、、、チャンスチャンスチャンスチャンスがががが来来来来たたたたタイミングタイミングタイミングタイミングででででスピーディスピーディスピーディスピーディにににに出出出出るべくるべくるべくるべく、、、、準備準備準備準備をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    

    映像音楽映像音楽映像音楽映像音楽コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツではではではでは、、、、引引引引きききき続続続続ききききクオリティクオリティクオリティクオリティのののの高高高高いいいい作品作品作品作品をををを提供提供提供提供していしていしていしていきますきますきますきます。。。。2013201320132013 年度年度年度年度についてについてについてについて

はははは、、、、TVTVTVTV 放送放送放送放送がががが開始開始開始開始されされされされ旧譜販売旧譜販売旧譜販売旧譜販売もももも好調好調好調好調なななな「「「「宇宙戦艦大和宇宙戦艦大和宇宙戦艦大和宇宙戦艦大和 2199219921992199」、」、」、」、イベントイベントイベントイベント上映上映上映上映・・・・配信配信配信配信・・・・パッケージパッケージパッケージパッケージ販売販売販売販売

をををを同時展開同時展開同時展開同時展開するするするする新作新作新作新作「「「「攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊 ARISEARISEARISEARISE」、」、」、」、ハイターゲットハイターゲットハイターゲットハイターゲット向向向向けけけけオリジナルオリジナルオリジナルオリジナル IPIPIPIP「「「「ラブライブラブライブラブライブラブライブ」」」」などなどなどなど    

多彩多彩多彩多彩ななななジャンルジャンルジャンルジャンルでででで展開展開展開展開しますしますしますします。。。。    

    パチンコパチンコパチンコパチンコ・・・・パチスロパチスロパチスロパチスロについてはについてはについてはについては、、、、現在好評稼働中現在好評稼働中現在好評稼働中現在好評稼働中のののの「「「「CRCRCRCR フィーバーフィーバーフィーバーフィーバー機動戦士機動戦士機動戦士機動戦士ガンダムガンダムガンダムガンダム」」」」のようにのようにのようにのように、、、、    

ゲームゲームゲームゲームでででで培培培培ったったったったノウハウノウハウノウハウノウハウをををを開発開発開発開発にににに活活活活かしていきますかしていきますかしていきますかしていきます。。。。    

    

    

ここここここここ数年数年数年数年でででで我我我我々々々々をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境はははは大大大大きくきくきくきく変変変変わりわりわりわり、、、、パッケージパッケージパッケージパッケージのののの販売販売販売販売だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、パッケージパッケージパッケージパッケージととととダウンダウンダウンダウン

ロードコンテンツロードコンテンツロードコンテンツロードコンテンツのののの融合融合融合融合、、、、そしてそしてそしてそして F2PF2PF2PF2P（（（（フリーフリーフリーフリー・・・・トウトウトウトウ・・・・プレイプレイプレイプレイ））））ののののモデルモデルモデルモデルがががが大大大大きくきくきくきく伸伸伸伸びていますびていますびていますびています。。。。我我我我々々々々

もももも PS3PS3PS3PS3 向向向向けけけけダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード専用専用専用専用タイトルタイトルタイトルタイトルやややや、、、、    WiiUWiiUWiiUWiiU 向向向向けけけけタイトルタイトルタイトルタイトルのののの一部一部一部一部をををを先行無料配信先行無料配信先行無料配信先行無料配信するなどするなどするなどするなど、、、、新新新新しししし

いいいいビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルにににに挑戦挑戦挑戦挑戦しししし実績実績実績実績をあげてきましたをあげてきましたをあげてきましたをあげてきました。。。。今後今後今後今後もももも、、、、我我我我々々々々のののの IPIPIPIP 軸戦略軸戦略軸戦略軸戦略をををを軸軸軸軸ににににスピードスピードスピードスピードとととと臨機応臨機応臨機応臨機応

変変変変なななな対応対応対応対応によりによりによりにより、、、、バンダイナムコバンダイナムコバンダイナムコバンダイナムコらしいらしいらしいらしい挑戦挑戦挑戦挑戦をををを行行行行いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、次世代次世代次世代次世代にににに向向向向けけけけ新新新新たなたなたなたなバンダイナムコバンダイナムコバンダイナムコバンダイナムコ

流流流流ビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルをををを構築構築構築構築していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    



バンダイナムコグループ ２０１３年３月期 決算説明会 

（２０１３年５月９日）説明概要 

4 

【見通しに関する注意事項】 

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、戦略、施策の実現を確約したり、 

保証するものではありません。 

    

【【【【パックマンパックマンパックマンパックマンののののワールドワイドワールドワイドワールドワイドワールドワイド展開展開展開展開】】】】    

    

2013201320132013 年度年度年度年度ははははグループグループグループグループ IPIPIPIP ののののパックマンパックマンパックマンパックマンををををワールドワイドワールドワイドワールドワイドワールドワイドでででで仕掛仕掛仕掛仕掛けていきまけていきまけていきまけていきますすすす。。。。新作新作新作新作アニメアニメアニメアニメ「「「「PACMAN and PACMAN and PACMAN and PACMAN and     

the Ghostly Adventuresthe Ghostly Adventuresthe Ghostly Adventuresthe Ghostly Adventures」」」」がががが、、、、6666 月月月月のののの北米北米北米北米をををを皮切皮切皮切皮切りにりにりにりに世界世界世界世界 20202020 以上以上以上以上のののの放送局放送局放送局放送局でででで放映放映放映放映されることがされることがされることがされることが決決決決まりまりまりまり    

ましたましたましたました。。。。ババババンダイナムコグループンダイナムコグループンダイナムコグループンダイナムコグループからはからはからはからは、、、、業務用業務用業務用業務用ゲームゲームゲームゲーム機機機機、、、、家庭用家庭用家庭用家庭用ゲームソフトゲームソフトゲームソフトゲームソフト、、、、ネットワークコンテネットワークコンテネットワークコンテネットワークコンテ    

ンツンツンツンツ、、、、そしてそしてそしてそして玩具玩具玩具玩具などのなどのなどのなどの商品商品商品商品をををを投入投入投入投入しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、すでにすでにすでにすでに高高高高いいいい知名度知名度知名度知名度があることもありがあることもありがあることもありがあることもあり、、、、約約約約 20202020 社社社社からからからから    

ライセンスライセンスライセンスライセンス商品商品商品商品もももも発売予定発売予定発売予定発売予定ですですですです。。。。グループグループグループグループのののの IPIPIPIP としてとしてとしてとして、、、、大大大大きくきくきくきく育育育育てててててててて行行行行きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【アミューズメントアミューズメントアミューズメントアミューズメント施設施設施設施設のののの動向動向動向動向】】】】    

    

アミューズメントアミューズメントアミューズメントアミューズメント施設施設施設施設もももも、、、、キャラクターパッケージキャラクターパッケージキャラクターパッケージキャラクターパッケージ施設施設施設施設、、、、横断横断横断横断キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン、、、、キャラクターイベントキャラクターイベントキャラクターイベントキャラクターイベント

ショップショップショップショップなどによりなどによりなどによりなどにより、「、「、「、「IPIPIPIP 軸戦略軸戦略軸戦略軸戦略」」」」のののの出口出口出口出口としてとしてとしてとして、、、、ユーザーユーザーユーザーユーザーににににダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトにににに情報発信情報発信情報発信情報発信するするするする大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを

担担担担っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。またまたまたまた、、、、既存既存既存既存のののの施設事業施設事業施設事業施設事業にににに加加加加ええええ、、、、テーマパークテーマパークテーマパークテーマパーク事業事業事業事業をををを新新新新たなたなたなたな柱柱柱柱にににに育成育成育成育成していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

このこのこのこの夏夏夏夏にはにはにはには週刊少年週刊少年週刊少年週刊少年ジャンプジャンプジャンプジャンプのののの世界観世界観世界観世界観をををを体感体感体感体感できるできるできるできる「「「「JJJJ----WORLDWORLDWORLDWORLD    TOKYOTOKYOTOKYOTOKYO」」」」ととととリニューアルリニューアルリニューアルリニューアルしたしたしたした「「「「ナンジャナンジャナンジャナンジャ

タウンタウンタウンタウン」」」」ががががオープンオープンオープンオープンしますしますしますします。。。。グループグループグループグループのののの情報発信基地情報発信基地情報発信基地情報発信基地としてとしてとしてとして盛盛盛盛りりりり上上上上げていきますのでげていきますのでげていきますのでげていきますので、、、、ごごごご期待期待期待期待くださいくださいくださいください。。。。    

    課題課題課題課題であるであるであるである消費税増税対応消費税増税対応消費税増税対応消費税増税対応についてはについてはについてはについては、、、、新規事業新規事業新規事業新規事業のののの育成育成育成育成などなどなどなど事業事業事業事業ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ拡大拡大拡大拡大をををを進進進進めるとめるとめるとめると共共共共にににに    

本部機能本部機能本部機能本部機能のののの見直見直見直見直しなどしなどしなどしなど構造改革構造改革構造改革構造改革にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、環境変化環境変化環境変化環境変化にににに負負負負けないけないけないけない収益基盤収益基盤収益基盤収益基盤のののの整備整備整備整備をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

    

    バンダイナムコグループバンダイナムコグループバンダイナムコグループバンダイナムコグループがががが中長期中長期中長期中長期ででででグローバルグローバルグローバルグローバル成長成長成長成長をををを目指目指目指目指すというすというすというすという方向性方向性方向性方向性にににに変変変変わりはありませんわりはありませんわりはありませんわりはありません。。。。    

今後地今後地今後地今後地にににに足足足足のついたのついたのついたのついた成長成長成長成長をしていくためにもをしていくためにもをしていくためにもをしていくためにも、、、、2013201320132013 年度年度年度年度はははは、、、、将来将来将来将来にににに向向向向けたけたけたけた種蒔種蒔種蒔種蒔きときときときと構造改革構造改革構造改革構造改革をををを行行行行いいいい、、、、

よりよりよりより強強強強いいいいバンダイナムコバンダイナムコバンダイナムコバンダイナムコとなりとなりとなりとなり、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる成長成長成長成長をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。そしてそしてそしてそして 2014201420142014 年度以降年度以降年度以降年度以降、、、、改改改改めてめてめてめて売上売上売上売上とととと    

営業利益営業利益営業利益営業利益のののの更新更新更新更新をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。    

バンダイナムコグループバンダイナムコグループバンダイナムコグループバンダイナムコグループはははは、、、、2012201220122012 年度年度年度年度にににに過去最高売上過去最高売上過去最高売上過去最高売上・・・・過去最高益過去最高益過去最高益過去最高益をををを更新更新更新更新しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、まだまだまだまだ統合時統合時統合時統合時

ののののスタースタースタースタートライントライントライントラインにににに戻戻戻戻ったにったにったにったに過過過過ぎませんぎませんぎませんぎません。。。。決決決決してしてしてして気気気気をををを緩緩緩緩めることなくめることなくめることなくめることなく、、、、危機感危機感危機感危機感とととと緊張感緊張感緊張感緊張感をををを常常常常にににに持持持持ってってってって、、、、    

1111 つつつつひとひとひとひとつつつつ課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、着実着実着実着実にににに「「「「挑戦挑戦挑戦挑戦・・・・成長成長成長成長・・・・進化進化進化進化」」」」しししし続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                以上以上以上以上    

    

    


