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 この目論見書により行う株式68,907,076,400円（見込額）の売出し

（引受人の買取引受による売出し）及び株式10,335,919,600円（見込

額）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）については、当

社は金融商品取引法第４条第１項ただし書により同項本文の規定による

届出は行っておりません。 

 なお、売出価格等については、今後訂正が行われます。 

 また、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

 

 

 今後、売出価格等（売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定され

た場合は、売出価格等及び売出価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（引受人の買取引受

による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーア

ロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事

項分の交付に代えて売出価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び売出価格等の決定後から申込

期 間 の 末 日 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ 〔 URL 〕

https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/index.html）（以下「新聞等」という。）で公

表いたします。また、売出価格等が決定される前に目論見書の記載内容について訂正が行われる

場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、売出価格等の決定に際し、売

出価格等及び売出価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が

含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 
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売出価格 未定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任天堂株式会社 
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【表紙】 

【会社名】 任天堂株式会社 

【英訳名】 Nintendo Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    古川  俊太郎 

【本店の所在の場所】 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地１ 

【電話番号】 075－662－9600(代表) 

【事務連絡者氏名】 経営統括本部副本部長    武永  豊 

【最寄りの連絡場所】 

 

東京都台東区浅草橋５丁目 21 番５号 

任天堂株式会社 東京支店 

【電話番号】 03－5820－2251(代表) 

【事務連絡者氏名】 総務本部副本部長 兼 東京支店長    吉村  卓哉 

【本目論見書により行う売出有価証券の種類】 株式 

【本目論見書により行う売出金額】 引受人の買取引受による売出し 68,907,076,400円 

 オーバーアロットメントによる売出し 10,335,919,600円 

 

（注） 売出金額は、売出価額の総額であり、平成31年２月

15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であ

ります。 

【安定操作に関する事項】 １ 今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式につい

て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品

取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行

われる場合があります。 

２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市

場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引

所であります。 

 



 

 

（株価情報等） 

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】 

 平成28年２月22日から平成31年２月15日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥ

Ｒ及び株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。 

 
 

 

 （注）１ ・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しておりま

す。 

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。 

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。 

２ ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。 

 
ＰＥＲ（倍）＝ 

週末の終値 

 １株当たり当期純利益 

平成28年２月22日から平成28年３月31日については、平成27年３月期有価証券報告書の平成27年３月

期の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成28年４月１日から平成29年３月31日については、平成28年３月期有価証券報告書の平成28年３月

期の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成29年４月１日から平成30年３月31日については、平成29年３月期有価証券報告書の平成29年３月

期の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

平成30年４月１日から平成31年２月15日については、平成30年３月期有価証券報告書の平成30年３月

期の連結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 
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２【大量保有報告書等の提出状況】 

 平成30年８月22日から平成31年２月19日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、

以下のとおりであります。 

提出者（大量保有者）の 

氏名又は名称 
報告義務発生日 提出日 区分 

保有株券等の 

総数（株） 

株券等保有 

割合（％） 

キャピタル・リサーチ・アンド・

マネージメント・カンパニー 

(Capital Research and 

Management Company) 

平成30年12月６日 平成30年12月13日 
変更報告書 

（注）１ 

16,136,962.63 11.39 

キャピタル・ガーディアン・ト

ラスト・カンパニー 

(Capital Guardian Trust 

Company) 

273,315.75 0.19 

キャピタル・インターナショナ

ル株式会社 
266,300 0.19 

キャピタル・リサーチ・アンド・

マネージメント・カンパニー 

(Capital Research and 

Management Company) 

平成31年２月12日 平成31年２月19日 
変更報告書 

（注）１ 

14,650,783.63 10.34 

キャピタル・ガーディアン・ト

ラスト・カンパニー 

(Capital Guardian Trust 

Company) 

277,650.75 0.20 

キャピタル・インターナショナ

ル株式会社 
266,300 0.19 

（注）１ キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management 

Company)、キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー(Capital Guardian Trust Company)及び

キャピタル・インターナショナル株式会社は共同保有者であります。 

２ 上記大量保有報告書等は関東財務局及び近畿財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が上場さ

れている株式会社東京証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。 
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第一部【証券情報】 

第１【募集要項】 
 該当事項はありません。 

 

第２【売出要項】 

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】 

 平成31年３月４日(月)から平成31年３月７日(木)までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」とい

う。）に決定される引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受

人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引

受価額の総額を売出人に支払い、本売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）における売出

価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。 

種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 

普通株式 2,428,700株 68,907,076,400 

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 
株式会社京都銀行         1,000,000株 

 
東京都千代田区大手町二丁目２番２号 
野村信託銀行株式会社 
（退職給付信託三菱ＵＦＪ銀行口）  553,800株 

 
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 
株式会社三菱ＵＦＪ銀行       446,200株 

 
大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１号 
株式会社りそな銀行         225,000株 

 
滋賀県大津市浜町１番38号 
株式会社滋賀銀行          203,700株 

 （注）１ 引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該売出しの主幹事会社で

ある野村證券株式会社が当社株主から364,300株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下

「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。 

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別

記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 

２ 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」を

ご参照下さい。 

３ 振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

４ 売出価額の総額は、平成31年２月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終

値を基準として算出した見込額であります。 
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】 

売出価格 

（円） 

引受価額 

（円） 
申込期間 

申込 

単位 

申込 

証拠金 

（円） 

申込 

受付場所 

引受人の住所及び 

氏名又は名称 

元引受 

契約の 

内容 

未定 

（注）１、２ 

売出価格等決

定日の株式会

社東京証券取

引所における

当社普通株式

の普通取引の

終値（当日に

終値のない場

合は、その日

に先立つ直近

日の終値）に

0.90 ～ 1.00 を

乗 じ た 価 格

（１円未満端

数切捨て）を

仮条件としま

す。 

未定 

（注）１、２ 

自 平成31年 

３月８日(金) 

至 平成31年 

３月11日(月) 

（注）３ 

100株 

１株につ

き売出価

格と同一

の金額 

右記金融

商品取引

業者の本

店及び全

国各支店 

東京都中央区日本橋一丁目９

番１号 

野村證券株式会社 

 

東京都千代田区丸の内二丁目

５番２号 

三菱ＵＦＪモルガン・スタ

ンレー証券株式会社 

 

東京都千代田区丸の内三丁目

３番１号 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

 

東京都千代田区大手町一丁目

５番１号 

みずほ証券株式会社 

 

東京都千代田区丸の内一丁目

９番１号 

大和証券株式会社 

（注）４ 

 （注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条

件により需要状況を勘案した上で、平成31年３月４日(月)から平成31年３月７日(木)までの間のいず

れかの日（売出価格等決定日）に売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１

株当たりの売買代金）を決定いたします。 

今後、売出価格等（売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定された場合

は、売出価格等及び売出価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（引受人の買取引受による売出

しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントに

よる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて

売出価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び売出価格等の決定後から申込期間の末日までの期間中

の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ 〔 URL 〕

https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/index.html）（以下「新聞等」という。）で公表い

たします。また、売出価格等が決定される前に目論見書の記載内容について訂正が行われる場合には、

目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、売出価格等の決定に際し、売出価格等及び売

出価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目

論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 

２ 前記「１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価

額とは異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

３ 株式の受渡期日は、平成31年３月15日(金)であります。 

申込期間及び受渡期日については、上記のとおり内定しておりますが、売出価格等決定日において正

式に決定する予定であります。 

なお、上記申込期間及び受渡期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。

当該需要状況の把握期間は、 長で平成31年３月１日(金)から平成31年３月７日(木)までを予定して

おりますが、実際の売出価格等の決定期間は、平成31年３月４日(月)から平成31年３月７日(木)まで

を予定しております。 

したがいまして、 

① 売出価格等決定日が平成31年３月４日(月)の場合、申込期間は「自 平成31年３月５日(火) 至 

平成31年３月６日(水)」、受渡期日は「平成31年３月12日(火)」 
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② 売出価格等決定日が平成31年３月５日(火)の場合、申込期間は「自 平成31年３月６日(水) 至 

平成31年３月７日(木)」、受渡期日は「平成31年３月13日(水)」 

③ 売出価格等決定日が平成31年３月６日(水)の場合、申込期間は「自 平成31年３月７日(木) 至 

平成31年３月８日(金)」、受渡期日は「平成31年３月14日(木)」 

④ 売出価格等決定日が平成31年３月７日(木)の場合は、上記申込期間及び受渡期日のとおり、 

となりますのでご注意下さい。 

４ 元引受契約の内容 

買取引受けによります。 

引受手数料は支払われません。 

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。 

各金融商品取引業者の引受株式数 

 金融商品取引業者名 引受株式数 

 野村證券株式会社 1,335,600株 

 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 801,500株 

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 145,800株 

 みずほ証券株式会社 72,900株 

 大和証券株式会社 72,900株 

５ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

６ 申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。 

７ 申込証拠金には、利息をつけません。 

８ 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における

振替口座での振替えにより行われます。 
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】 

種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 

普通株式 364,300株 10,335,919,600 
東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

野村證券株式会社 

 （注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を

勘案した上で、引受人の買取引受による売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から

364,300株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。上記売出数は、オーバーアロット

メントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーア

ロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別

記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 

今後、売出数が決定された場合は、売出価格等（売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び売出

価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、

オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額

の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて売出価格等決定日の翌日付の日本経済新聞

及び売出価格等の決定後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト

（〔URL〕https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/index.html）（新聞等）で公表いたしま

す。また、売出価格等が決定される前に目論見書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論

見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、売出価格等の決定に際し、売出価格等及び売出価

格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見

書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 

２ 振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

３ 売出価額の総額は、平成31年２月15日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終

値を基準として算出した見込額であります。 

 

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】 

売出価格

（円） 
申込期間 申込単位 

申込証拠金 

（円） 
申込受付場所 

引受人の住所及び 

氏名又は名称 

元引受契

約の内容 

未定 

（注）１ 

自 平成31年３月８日(金) 

至 平成31年３月11日(月) 

（注）１ 

100株 

１株につ

き売出価

格と同一

の金額 

野村證券株式会社

の本店及び全国各

支店 

－ － 

 （注）１ 株式の受渡期日は、平成31年３月15日(金)であります。 

売出価格、申込期間及び受渡期日については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売

出し）」において決定される売出価格、申込期間及び受渡期日とそれぞれ同一といたします。 

２ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

３ 申込証拠金には、利息をつけません。 

４ 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における

振替口座での振替えにより行われます。 
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】 

１ オーバーアロットメントによる売出し等について 

 引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該売出しの主幹事会社である野

村證券株式会社が当社株主から364,300株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメン

トによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、364,300株を予定

しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントに

よる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、野村證券株式会社は、引受人の買取引受によ

る売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出数を上限として追加的に当

社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、引受人の買取引受による売出

し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から平成31年３月26日(火)までの間を行使期間（以下

「グリーンシューオプションの行使期間」という。(注)）として上記当社株主から付与されます。 

 また、野村證券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申

込期間の終了する日の翌日から平成31年３月20日(水)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。

(注)）、上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却を目的として、株式会社東京

証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け

（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカ

バー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカ

バー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーア

ロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があり

ます。 

 更に、野村證券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに

伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借

入れ株式の返却に充当することがあります。 

 上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返却に充当後の残余の借入れ株式は、

野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが

行われる場合の売出数については、売出価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出し

が行われない場合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れ、当該株主から野村

證券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー

取引は行われません。 

 （注）グリーンシューオプションの行使期間及びシンジケートカバー取引期間は、 

① 売出価格等決定日が平成31年３月４日(月)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「平

成31年３月12日(火)から平成31年３月26日(火)までの間」、シンジケートカバー取引期間は「平

成31年３月７日(木)から平成31年３月20日(水)までの間」 

② 売出価格等決定日が平成31年３月５日(火)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「平

成31年３月13日(水)から平成31年３月26日(火)までの間」、シンジケートカバー取引期間は「平

成31年３月８日(金)から平成31年３月20日(水)までの間」 

③ 売出価格等決定日が平成31年３月６日(水)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「平

成31年３月14日(木)から平成31年３月26日(火)までの間」、シンジケートカバー取引期間は「平

成31年３月９日(土)から平成31年３月20日(水)までの間」 

④ 売出価格等決定日が平成31年３月７日(木)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「平

成31年３月15日(金)から平成31年３月26日(火)までの間」、シンジケートカバー取引期間は「平

成31年３月12日(火)から平成31年３月20日(水)までの間」 

となります。 
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２ ロックアップについて 

引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である株式会社京都銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び

株式会社りそな銀行は野村證券株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受による売出し

の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、野村證券株式

会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、特定株

式投資信託の信託財産への売却又は譲渡、信託勘定において行う売却又は譲渡、担保として保有する当社株式

又は担保提供者より差入れられた当社株式の売却又は譲渡等を除く。）を行わない旨合意しております。 

また、引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱

ＵＦＪ銀行口）及び当社株式を信託財産とする退職給付信託契約に基づく信託（委託者：株式会社三菱ＵＦＪ

銀行、受託者：野村信託銀行株式会社）（かかる信託の信託財産を、以下「本信託財産」という。）の信託管

理人は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、本信託財産に関して、野村證券株式会社の事前の書面

による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、特定株式投資信託の信託

財産への売却又は譲渡等を除く。）を行わない旨合意しております。 

さらに、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中は野村證券株式会社の事前の書面による同意

なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは

受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨

合意しております。 

上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の

内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

 

３ 自己株式の消却について 

当社は平成31年２月22日(金)開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、平成31年３月29日

(金)付で当社普通株式10,000,000株の消却を行うことを決議いたしました。なお、消却後の当社発行済株式総

数は、131,669,000株となります。 

 

４ 自己株式の取得について 

当社は平成31年２月22日(金)開催の取締役会において、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環

として、当社普通株式につき、株式会社東京証券取引所における市場買付けにより、取得株式の総数1,000,000

株、取得価額の総額33,000,000,000円をそれぞれ上限とし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーア

ロットメントによる売出しの受渡期日の翌営業日から平成31年４月12日(金)までを取得期間(注)として、自己

株式の取得に係る事項を決議いたしました。 

 （注）自己株式の取得期間は、 

① 売出価格等決定日が平成31年３月４日(月)の場合、「平成31年３月13日(水)から平成31年４月12

日(金)まで」 

② 売出価格等決定日が平成31年３月５日(火)の場合、「平成31年３月14日(木)から平成31年４月12

日(金)まで」 

③ 売出価格等決定日が平成31年３月６日(水)の場合、「平成31年３月15日(金)から平成31年４月12

日(金)まで」 

④ 売出価格等決定日が平成31年３月７日(木)の場合、「平成31年３月18日(月)から平成31年４月12

日(金)まで」 

となります。 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】 
 該当事項はありません。 

 

第二部【公開買付けに関する情報】 
 該当事項はありません。 
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第三部【参照情報】 

第１【参照書類】 
 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類

を参照すること。 

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】 

 事業年度 第78期（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）平成30年６月29日関東財務局長に提出 

 

２【四半期報告書又は半期報告書】 

 事業年度 第79期第１四半期（自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日）平成30年８月10日関東財務

局長に提出 

 

３【四半期報告書又は半期報告書】 

 事業年度 第79期第２四半期（自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日）平成30年11月９日関東財務

局長に提出 

 

４【四半期報告書又は半期報告書】 

 事業年度 第79期第３四半期（自 平成30年10月１日 至 平成30年12月31日）平成31年２月12日関東財務

局長に提出 

 

５【臨時報告書】 

 １の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成30年７月２日に関東財務局長に提出 

 

第２【参照書類の補完情報】 
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の提

出日以後、平成31年２月22日までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」につい

て生じた変更その他の事由はありません。 

以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。 

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、平成31年２月22日

現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。 

 

[事業等のリスク] 

当社グループ(当社及び連結子会社)の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクに

は以下のようなものがあります。ただし、全てのリスクを網羅したものではなく記載した事項以外の予見し難

いリスクも存在します。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す。 

 

(1) 経済環境に関するリスク 

為替レートの変動 

当社グループは、全世界で製品を販売し海外での売上割合は約7割を占めています。そのほとんどを現地

通貨で取引しており、為替レートの変動による影響を軽減するために米ドル建等の仕入を増やすなどの施

策をとっているものの、当該リスクを完全に排除することは困難です。また、当社は多額の外貨建資産も

保有しています。そのため、円建資産に転換する場合だけでなく財務諸表作成のための換算においても為

替レートの変動の影響を強く受けます。 
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(2) 事業活動に関するリスク 

市場環境の変化や他社との競争 

当社グループの事業は、幅広い娯楽の中の一分野であり、他の様々な娯楽の趨勢による影響を受けます。

他の娯楽へのユーザーの志向が強くなると、ゲーム市場が縮小する可能性があります。また、技術の進歩

や革新で新たな競争相手が出現し、大きな影響を受ける可能性があります。 

ゲーム業界においては、多額の研究開発費や広告宣伝費等が必要とされる一方で、巨大な同業他社や他

のエンターテインメント業種・業者との競合等の可能性もあり、これまで以上に利益を確保し難い状況に

なる可能性があります。当社グループは、競争の結果、市場シェアを拡大もしくは維持し、収益性を保つ

ことが出来なくなる可能性があります。さらに、急激な構造変化が起きる、新たな法規制が行われる等の

可能性があり、これらに対応できない場合、当社グループの事業及び業績が影響を受ける可能性がありま

す。 

 

新製品開発 

当社グループは、継続して斬新で魅力ある新製品の開発に努めていますが、コンピューターエンターテ

インメントの分野において、これらの開発プロセスは複雑かつ不確実なものであり、以下のような様々な

リスクが含まれます。 

①  ゲーム専用機ソフトウェア及びスマートデバイス向けアプリケーションの開発にはかなりの時間と費

用を必要とする一方で、ユーザーの嗜好は常に変化しており、全ての新製品や新サービスがユーザーか

ら受け入れられる保証はありません。また、開発を中断または中止することがあります。 

②  ハードウェアの開発には長い期間を必要とする一方で、技術は絶えず進歩しており、娯楽に必要な技

術を装備出来ない可能性があります。さらに、発売が遅れた場合、市場シェアの確保が難しくなる可能

性があります。 

③  当社製品及びサービスは、その特性から予定の期間内で開発することや計画通り販売、提供開始する

ことが困難で、計画から大きく乖離する可能性があります。 

 

製品の評価、適正在庫の確保 

ゲーム業界における製品は、ライフサイクルが比較的短く、嗜好性や季節性の強いものです。その需要

に見合った供給を確保するために見込生産を行いますが、正確な販売予測は困難であるため、過剰な在庫

を抱える危険性があります。また、保有するたな卸資産が陳腐化することにより、業績及び財務状況に悪

影響を及ぼす可能性もあります。 

 

外部企業への製造依存 

当社グループは、主要な部品の製造や製品への組立てを複数のグループ外企業に委託しています。グ

ループ外企業の倒産等により重要部品の調達及び製造に支障が生じる可能性があります。また、部品の製

造業者が当社グループの必要とする数量を予定通りに供給出来ない可能性もあります。重要部品が不足す

ると、部品の価格高騰による利益率の低下にとどまらず、製品の供給不足や品質管理等で問題が発生し、

顧客との関係悪化をも引き起こす可能性があります。 

また、製造委託先の生産拠点が海外に多く、現地で暴動や災害等が起こり生産が妨げられれば、業績に

悪影響を及ぼします。 

 

業績の季節的変動 

当社製品の需要は、かなりの部分がクリスマスや正月時期に集中するため、季節的に変動します。この

時期に魅力的な新製品を投入出来なかった場合や、製品の供給が間に合わなかった場合等においては、業

績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

システムのトラブル 

当社グループは、情報発信だけではなく、ゲームのインターネット対戦やソフトのダウンロード販売、

インターネットサーバーを介したサービス提供等のさまざまなインターネットサービスを運営しています。

万一これらのシステムに対し例えば、サイバー攻撃が行われる、自然災害や事故が発生するなどして、シ

ステムの停止や破壊、データの流出や不正使用等が起きた場合には、将来の経営成績、株価及び財務状況

等に悪影響が及ぶ可能性があります。 
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事業活動に影響を及ぼす諸事情 

当社グループの事業は、日本以外に、米国、欧州、豪州並びにアジア等でも行っています。国内外での

事業活動においては、①不利な政治または経済要因の発生、②多国間税制度における不統一性及び税法解

釈の相違における不利な取扱い、③人材の採用と確保の困難、④テロ、戦争、その他の要因による社会的

混乱等のリスクが存在します。 

 

(3) 法的規制・訴訟に関するリスク 

製造物責任 

当社グループの製品は、世界各地域で認められている品質管理基準に従って製造していますが、欠陥等

が見つかり、将来大規模な返品要求が発生する可能性があります。また、製造物責任賠償につながるよう

な製品の欠陥は、追加のコストの発生や当社グループの評価に影響を与え、将来の業績及び財務状況に悪

影響が及ぶ可能性があります。 

 

知的財産保護の限界 

当社グループは、他社製品と差別化出来る様々な知的財産を蓄積してきましたが、インターネットを

使った違法なアップロードや、不正品への効果的な対処が困難な地域があり、将来の業績及び財務状況に

悪影響が及ぶ可能性があります。 

 

個人情報の漏洩・不正アクセスや秘密情報の流出 

当社グループは、当社製品やサービスのユーザー等に関する個人情報や、開発・営業機密情報を保有し

ています。万一これらの個人情報が漏洩した場合や、当社グループの開発や営業機密が流出し第三者に不

正使用された場合、または不正なアクセスがあった場合等は、将来の経営成績、株価及び財務状況等に悪

影響が及ぶ可能性があります。 

 

法律・規則等の変更 

当社グループが予期しない法律や規則の施行または変更、会計基準や税制の新たな導入・変更等により、

業績や財務状況等に影響が及ぶ可能性があります。また、税務申告における税務当局との見解の相違によ

り、追加の税負担が生じる可能性があります。 

 

訴訟等 

当社グループは、国内及び海外における事業活動等に関し、訴訟、紛争またはその他の法的手続等の対

象となることがあります。その場合、業績に悪影響を受ける可能性があります。 

 

(4) その他 

上記のほか、売上債権の回収不能、金融機関の破綻、環境に関する規制、あるいは、不測の事態による

コーポレートブランドの毀損等により業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】 

任天堂株式会社 本店 

（京都市南区上鳥羽鉾立町11番地１） 

任天堂株式会社 東京支店 

（東京都台東区浅草橋５丁目21番５号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
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第四部【提出会社の保証会社等の情報】 
 該当事項はありません。 

 

第五部【特別情報】 
 該当事項はありません。 
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「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 
 

 

会社名 任天堂株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長  古川  俊太郎 

 

 

１ 当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。 

 

２ 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。 

 

３ 当社の発行済株券は、３年平均上場時価総額が250億円以上であります。 

                                       4,954,637百万円 

 

     （参考） 

 

（平成29年１月31日の上場時価総額） 

東京証券取引所に

おける 終価格 

 
発行済株式総数 

  

23,120円 × 141,669,000株 ＝ 3,275,387百万円 

 

（平成30年１月31日の上場時価総額） 

東京証券取引所に

おける 終価格 

 
発行済株式総数 

  

47,970円 × 141,669,000株 ＝ 6,795,861百万円 

 

（平成31年１月31日の上場時価総額） 

東京証券取引所に

おける 終価格 

 
発行済株式総数 

  

33,830円 × 141,669,000株 ＝ 4,792,662百万円 

 

─ 13 ─



 

 

事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 
 

１ 事業内容の概要 

当社及び当社の関係会社(当社、子会社25社及び関連会社５社［平成31年２月１日現在］により構成)において

は、ホームエンターテインメントの分野で娯楽製品の開発、製造及び販売等を事業としています。主な製品は、

コンピューターを利用した娯楽機器である「ゲーム専用機」とトランプ・かるた等に分類されます。「ゲーム専

用機」とは、携帯ゲームやホームコンソールゲームのハードウェア及びソフトウェアであり、当社及び関係会社

が開発し、当社において製造し、主に関係会社が国内外で販売しています。 

当社及び主な関係会社の位置付けは次のとおりです。 

 

[開発] 

任天堂株式会社、Nintendo Technology Development Inc.、Nintendo Software Technology Corporation、 

Retro Studios, Inc.、Nintendo European Research and Development SAS、神游科技有限公司、 

エヌディーキューブ株式会社、１－ＵＰスタジオ株式会社、株式会社モノリスソフト、マリオクラブ株式会社 

 

[製造] 

任天堂株式会社 

 

[販売] 

任天堂株式会社、Nintendo of America Inc.、Nintendo of Canada Ltd.、Nintendo of Europe GmbH、 

Nintendo France S.A.R.L.、Nintendo Benelux B.V.、Nintendo Iberica, S.A.、 

Nintendo Australia Pty Limited、Nintendo RU LLC.、 

韓国任天堂株式会社、任天堂(香港)有限公司、任天堂販売株式会社 
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(事業系統図) 

前述の事項を事業系統図によって示すと次のとおりです。 
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２ 主要な経営指標等の推移 

(1) 連結経営指標等 

回次 第 74 期 第 75 期 第 76 期 第 77 期 第 78 期 

決算年月 平成 26 年３月 平成 27 年３月 平成 28 年３月 平成 29 年３月 平成 30 年３月 

売上高 (百万円) 571,726  549,780  504,459  489,095  1,055,682  

経常利益 (百万円) 6,086  70,530  28,790  50,364  199,356  

親会社株主に帰属する 

当期純利益又は 

親会社株主に帰属する 

当期純損失(△) 

(百万円) △23,222  41,843  16,505  102,574  139,590  

包括利益 (百万円) 17,971  59,373  △3,689  104,525  134,090  

純資産額 (百万円) 1,118,438  1,167,556  1,160,901  1,250,972  1,323,574  

総資産額 (百万円) 1,306,410  1,352,944  1,296,902  1,468,452  1,633,474  

１株当たり純資産額 (円) 9,447.00  9,862.52  9,662.73  10,412.59  10,980.45  

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失(△) 
(円) △183.59  353.49  137.40  853.87  1,162.30  

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ―  ―  ―  ―  ―  

自己資本比率 (％) 85.60  86.29  89.50  85.18  80.75  

自己資本利益率 (％) ―  3.66  1.42  8.51  10.86  

株価収益率 (倍) ―  50.00  116.45  30.26  40.32  

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △23,114  60,293  55,190  19,101  152,208  

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △20,084  △105,394  △71,740  69,518  61,387  

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △127,163  △11,916  △2,996  △14,435  △61,311  

現金及び現金同等物の 

期末残高 
(百万円) 341,266  281,539  258,095  330,974  484,480  

従業員数 

[外、平均臨時従業員数] 
(人)

5,213  5,120  5,064  5,166  5,501  

[717] [667] [633] [622] [529] 
  

(注)１ 売上高には、消費税等を含みません。 

２ 「潜在株式調整後 1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

３ 第 74 期の「自己資本利益率」及び「株価収益率」については、親会社株主に帰属する当期純損失である

ため記載していません。 

４ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を第 79

期の期首から適用しており、上記の経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等

になります。 

 

─ 16 ─



 

 

(2) 提出会社の経営指標等 

回次 第 74 期 第 75 期 第 76 期 第 77 期 第 78 期 

決算年月 平成 26 年３月 平成 27 年３月 平成 28 年３月 平成 29 年３月 平成 30 年３月 

売上高 (百万円) 448,175  366,807  379,992  363,383  978,496  

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 36,822  69,887  10,831  △7,631  133,429  

当期純利益 

又は当期純損失(△) 
(百万円) 23,333  41,467  4,516  △1,434  95,007  

資本金 (百万円) 10,065  10,065  10,065  10,065  10,065  

発行済株式総数 (千株) 141,669  141,669  141,669  141,669  141,669  

純資産額 (百万円) 849,973  884,195  881,203  872,320  899,655  

総資産額 (百万円) 985,250  1,012,341  962,911  1,051,811  1,163,741  

１株当たり純資産額 (円) 7,180.39  7,469.63  7,335.46  7,261.62  7,489.28  

１株当たり配当額 

(内、１株当たり中間配当額) 
(円)

100.00  180.00  150.00  430.00  590.00  

(0.00) (0.00) (30.00) (0.00) (110.00) 

１株当たり当期純利益 

又は当期純損失(△) 
(円) 184.46  350.31  37.60  △11.94  790.89  

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ―  ―  ―  ―  ―  

自己資本比率 (％) 86.27  87.34  91.51  82.94  77.31  

自己資本利益率 (％) 2.59  4.78  0.51  ―  10.72  

株価収益率 (倍) 66.46  50.45  425.54  ―  59.25  

配当性向 (％) 54.21  51.38  398.94  ―  74.60  

従業員数 

[外、平均臨時従業員数] 
(人)

1,977  2,009  2,066  2,133  2,191  

[219] [217] [210] [206] [147] 
  

(注)１ 売上高には、消費税等を含みません。 

２ 「潜在株式調整後 1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載していません。 

３ 第 77 期の「自己資本利益率」、「株価収益率」及び「配当性向」については、当期純損失であるため記

載していません。 

４ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を第 79

期の期首から適用しており、上記の経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等

になります。 
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