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１．17年11月中間期の業績（平成17年６月１日～平成17年11月30日） 
(1) 経営成績 （百万円未満切り捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 

17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円   ％
4,131   （  47.0）
2,809   （ － ）

百万円   ％
996   （ 138.5）
418   （ － ）

百万円   ％
991   （ 131.6）
427  （  － ）

17年５月期 5,598       722           722             

 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円   ％
544   （ 127.5）
239   （ － ）

円 銭
58,256 41 
148,975 72 

         円  銭
54,477  79 

－ 
17年５月期 385             44,199 28 － 
(注) ①持分法投資損益    17年11月中間期 －百万円  16年11月中間期 －百万円  17年５月期 －百万円 

②期中平均株式数    17年11月中間期  9,355株  16年11月中間期  1,608株  17年５月期  8,040株 
③会計処理の方法の変更   無 
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 ただし、16年11月中間期については、「中間会計期間」の開示初年度でありますので、対前年中間期増減率の記載は省略
しております。 

⑤当社は、平成16年12月15日付で株式１株につき５株の分割をおこなっております。当該株式分割に伴う影響を加味し、16 
年11月中間期の１株当たり中間純利益を修正すると、以下のとおりであります。 

 期中平均株式数 8,040株  １株当たり中間純利益 29,795円14銭 
 

(2) 配当状況  
 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

円  銭 
2,250  00  

      － 

円  銭
－ 
－ 

17年５月期        － 1,500   00 

(3) 財政状態 （百万円未満切り捨て） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 

17年11月中間期
16年11月中間期 

百万円 
5,275 
3,200 

百万円
3,441 
1,916 

％ 
65.2 
59.9 

円 銭
356,305  96 

 1,191,545  87 
17年５月期 3,797 2,062 54.3 252,757 72 
(注) ①期末発行済株式数   17年11月中間期 9,660株  16年11月中間期 1,608株  17年5月期 8,040株 

②期末自己株式数    17年11月中間期     －株  16年11月中間期   －株    17年5月期    －株 
③16年11月中間期の１株当たりの株主資本は、株式分割(１株につき５株)前であり、株式分割後に修正すると238,309円17 
銭となります。 

(4) キャッシュ･フローの状況 （百万円未満切り捨て） 

 
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 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
△293 

75    

百万円
△164 

25   

百万円 
863 
△12    

百万円
2,228 
1,237   

17年５月期 622 △10 47 1,810 
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２．18年５月期の業績予想（平成17年６月1日～平成18年５月31日）   

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり年間配当金 

期 末 

 
通 期 

百万円 
7,200    

百万円
1,400   

百万円
760 

円 銭 
750 00 

円 銭
  3,000  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)26,224円98銭 

（注）平成17年10月12日開催の取締役会決議により、平成17年11月30日現在の株主に対し平成18年１月23日をもって、普通 

   株式１株につき３株に分割する予定であります。 

   なお、１株当たり予想当期純利益(通期)は、期首において株式分割がおこなわれたものとして算出しております。 

   また、１株当たり配当金の当期末750円00銭は、株式分割後の金額であり、これを株式分割前に遡及修正して算出すると、 

   その金額は2,250円となり、１株当たり年間配当金は4,500円となります。 

 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因 

により異なる結果となる可能性があります。 
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１.企業集団の状況 

当社グループは、当社(㈱ウィズ)と非連結子会社２社(ＷＩＺ（Ｈ．Ｋ．）ＬＴＤ．、㈱クレマリーミルク)に

より構成されています。また、当社グループの事業はその内容に応じて主におもちゃの企画・開発から生産ま

でをおこなう「おもちゃ事業」と、携帯電話利用者に配信されるゲームコンテンツの企画・開発と運営管理を

おこなう「携帯コンテンツ事業」及び「その他事業」に区分されております。 

おもちゃ事業においては、おもちゃの企画・開発からファブレス企業として製品化までの業務をおこない、

その主要な収益は、当社の企画・開発業務への投下コストをクライアントから回収（企画・開発売上）、企画・

開発から生まれた製品のクライアントへの販売（製品売上）、及び当社単独または他社と共同で制作したキャラ

クター、ＴＶアニメ等から生ずる版権等のロイヤリティー収入（権利売上）に大きく分けられます。 

子会社のＷＩＺ（Ｈ．Ｋ．）ＬＴＤ．へは、外注先からの仕入製品の検品業務、及び当社の開発業務の一部を

委託しております。 

携帯コンテンツ事業においては、ゲームコンテンツの企画・開発と運営管理までの業務をおこない、その主

要な収益は、コンテンツの企画・開発売上、携帯電話加入者の利用料収入(コンテンツ課金収入)に分けること

ができます。 

その他事業においては、「遊び心」をコンセプトにした新規事業展開として、ペット・アパレルの企画・製造・

販売を主事業とする子会社㈱クレマリーミルクを平成17年９月に設立しております。 

なお、上記の企業集団の状況及び事業の流れを図示しますと以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンテンツ配信 

玩具等の販売 

コンテンツ配信 

企画・開発売上、 

製品売上、権利売上 

仕入製品の検品業務委託及び開発業務委託 

非連結子会社：ＷＩＺ（Ｈ．Ｋ．）ＬＴＤ． 

当社：㈱ウィズ 

有料情報ｻｰﾋﾞｽの提供 

コンテンツ・プロバイダー 

移動体キャリア（携帯通信会社） 大手玩具メーカー等 

量販店、百貨店、専門店等 

ペット・アパレルの企画・製造・販売 

非連結子会社：㈱クレマリーミルク 

その他事業(ペット・アパレル) 

当
社
グ
ル
ー
プ 

おもちゃ事業 携帯コンテンツ事業 

最終消費者 
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2.経営方針 

(1)経営の基本方針 

当社は、基本理念として『ＷｉＺは常に「遊び心」があり、オリジナリティーあふれた質の高いモノとコト

（企画・デザイン・製品・情報）を作り、社会に喜びと感動を提供します。』を掲げており、「無から有」、「０

から１」を創り出すことを最も得意としております。 

この理念のもと、「たまごっち」、「ふたりはプリキュア」、「デジモン」、「プリモプエル」、「クラッシュギア」

をはじめとした「おもちゃ」、「キャラクター」等の自社または共同で所有するコンテンツの企画、開発、生産

及びアニメーション制作までの独自の一貫したプロデュース体制を構築しております。 

今後も「おもちゃ」等の既存事業の発展はもとより、アニメーション制作の更なる伸長と、「遊び心」をコン

セプトにした新規事業分野への積極的な挑戦により、企業規模の拡大と経営の安定化を図り、総合エンタテイ

メント企業となることを目指してまいります。 

 

(2)利益配分に関する基本方針 

当社は株主の皆様への利益還元政策を経営の重要課題として認識しております。株主価値の向上のため、業

績の伸張はもちろん、アニメ制作投資等へ充当するための内部留保の確保を勘案して、株主の皆様からのご負

託に応えられる利益還元を実施することを基本方針としております。 

また、当期の配当金については年間配当金を１株当たり3,000円とさせていただくことを予定しており、中間

配当金として１株当たり2,250円を予定しております。 

ただし、１株当たり期末配当予定額750円は、株式分割後の金額であり、これを株式分割前に遡及修正して算

出すると、その金額は2,250円となり、年間１株当たり配当金は4,500円となります。 

 

(3)投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、投資単位の引き下げが当社株式の流通の活性化及び株主数増加に対し有効な施策の一つであると認

識し、平成18年１月23日をもって「株式分割」(１株につき３株)を実施する予定であります。今後の具体的な

施策に関しては、株式市場の趨勢、当社株式の株価の推移、当社の業績等を総合的に判断し、当社株式が適正

な投資単位となるよう検討してまいります。 

 

(4)目標とする経営指標 

当社は、主軸であるおもちゃ事業を推進するとともに、アニメ制作等を拡充することにより、総合エンタテ

イメント企業として多様性のある事業展開をおこなうことを目指しております。これにより、事業の安定性を

確保するとともに版権ビジネスの強化等を通して収益性の高い事業構造を構築し、特に経常利益の伸長と売上

高経常利益率の向上を主眼とした経営をおこなう所存であります。また、当社はヒット製品の多寡に業績が左

右され易いため、キャッシュ・フローを意識した経営をおこなうとともに、株主資本比率や流動比率などの指

標を重視し財務の安全性を確保してまいります。 

 

(5)対処すべき課題及び中長期的な会社の経営戦略 

当社はおもちゃ事業、アニメーション制作等の比較的製品ライフサイクルの短い事業を展開しているため、

ヒット製品の有無、ライフサイクルの盛衰等により業績が変動する可能性があり、業績の安定化を経営の課題

としております。 

このため、株式公開により調達した資金、及び内部留保している資金を積極的に活用し、具体的には以下の

施策をおこなうことで、事業規模の拡大による売上高、経常利益の成長性の促進、及び版権ビジネス等の権利

売上の伸長による利益率の向上を目指し、経営の安定化、企業価値の最大化を図ってまいります。 
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①年齢・性別を超えた、「遊び心」のある製品（おもちゃ）を世界中に展開 

     国内の玩具市場規模は、少子高齢化、遊びの多様化等の影響により伸び悩む状況となっておりますが、

当社としましては、子供だけでなく年齢・性別を超えたおもちゃを世界に提案することにより、世界のお

もちゃ市場、キャラクター・ライセンス市場を対象とした事業展開をおこなってまいります。 

②アニメ制作投資の拡大 

当社は、当社が企画・開発したおもちゃに対してキャラクター、世界観等を創造することで漫画、ＴＶ

アニメ化につなげるという独自のビジネスモデルを確立しております。なお、ＴＶアニメ『レジェンズ－

甦る竜王伝説－』（平成16年４月～平成17年３月、㈱フジテレビジョンにて放映）におきましては、当社

が初めておもちゃだけでなくアニメまでを主体となり企画・制作しております。また、日中韓台共同制作

アニメ『聖天折紙戦士ドラファラード』におきましては、プレプロダクション(アニメの企画設定、シリ

ーズ構成、シナリオ、キャラクターデザイン、美術、色彩設定、絵コンテまでの作業)と呼ばれるアニメ

制作に参画(平成18年１月13日より韓国内で地上波放映開始)いたしました。 

今後におきましても、年間２～３本のアニメ制作事業を推進していく所存であります。日本国内だけで

なく海外放映等も対象にすることにより、アニメと連動することによる自社おもちゃ製品の売上拡大と権

利売上の増加を目指してまいります。 

 

③新規事業の拡大 
当社は、前記のおもちゃ事業等の既存事業を推進していくほか、新規事業展開としてエンタテイメント

性と「遊び心」を持った高感度なペット・アパレルの企画・製造・販売をおこなう子会社㈱クレマリーミ

ルクを平成17年９月に設立しております。 

今後も当社事業と関連する「遊び心」のある新規事業を積極的に展開することで、事業規模の拡大を図

ると同時に経営基盤の安定化を目指してまいります。 

    

(6)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

 ＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞ 

当社の属する玩具業界は、少子化あるいは業界における事業領域のボーダーレス化が進むものと考えられる

ことから、幅広い世代にアピールする製品あるいは高付加価値製品の開発は必須であるといえます。その中に

おいて市場競争力の確保、収益力の拡大あるいは経営基盤の安定化を図ることは企業経営上極めて重要な課題

として認識しております。 

このような状況を踏まえた上、株主等のステークホルダーからの負託に応えるために、その意思が有効に機

能すべく経営体制を構築することが重要と考えており、特に経営意思決定の迅速性・公正性と業務執行の効率

性を図る一方、経営監視体制の強化を実現しうる企業統治制度を確立していく所存であります。 

 

＜コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況＞ 

Ａ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 

況 

① 会社の機関の内容 

「取締役会」は５名(うち１名は社外取締役)で構成され、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて

開催される臨時取締役会において経営の意思決定をおこなっております。また、その具体的な業務執行

についてはその時点での経営的な諸問題・課題を本部長以上で討議・解決する「本部長会議」(原則月1

回)、部長以上で構成され月次の各部門の進捗報告を中心とする「経営会議」(原則月1回)においてその

指示をおこなうこととし、業務執行の迅速化と明確化を図っております。 

当社は監査役制度を採用しており、３名の社外監査役(１名は常勤)で構成されております。監査役は

会計監査を実施する他、取締役会に出席して経営及び個別案件に対して適法性を鑑みた意見を述べる等、

経営監視体制の強化を図っております。 
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② 会社の内部統制及び業務執行図 

 株  主  総  会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 内部統制システムの整備の状況 

取締役会決議事項や経営的な諸問題・課題への対処方針など重要事項の確認と周知徹底を目的として、

「本部長会議」、「経営会議」を開催しております。 

情報管理については、「株式等の内部者取引に関する規程」に準拠して重要事実の報告が遅滞なく内部

情報管理担当役員におこなわれ、重要事実に関する情報が代表取締役社長、内部情報管理担当役員、情

報開示担当役員によって共有管理されております。 

情報開示については、株主及び一般投資家の投資判断に重要な影響を与える決定事実、発生事実、及

び決算情報について、迅速に情報開示担当役員により適時開示情報閲覧サービス(ＴＤネット)へ登録す

るほか、当社ホームページにおいて開示しております。 

④ リスク管理体制の整備の状況 

  会社を取り巻く様々なリスクを的確に把握し、それを経営に反映させることが必要であるとの観点よ 

り、リスク管理に対して組織的に対応しております。 

 月次で開催されます「取締役会」、「本部長会議」、「経営会議」等の会議体においてリスクに関して各

部門で収集されたリスク情報及びその対応が問題提起され、その検討及び対応策に関する意思決定をお

こない、社内に周知徹底を図っております。 

また、必要に応じて顧問弁護士等の社外からリスクに関する公正・適切な助言指導を受けながら社内

規程の整備・見直し等のリスク体制の整備を今後も継続しておこなっていく所存であります。 

⑤ 内部監査及び監査役監査の状況 

内部監査は、社内ルールの遵守性ならびに会計記録の正確性、網羅性をはじめとする内部牽制の運用

状況の調査を「内部監査規程」に基づき、計画的に実施しております。これにより社内管理体制の向上

に努めるとともに、コンプライアンスの徹底等を推進しております。 

 ３名の監査役は、公正かつ客観的な立場から協力して会計監査をおこなうとともに、取締役会に出席

して意思決定の過程を監視し適宜意見の表明をおこなうなど、内部統制が有効に機能するよう努めてお

ります。また、監査役は内部監査への立会を実施するなど、内部監査部と相互に連携をしながら必要な

情報交換、意見交換を適宜実施しております。 

⑥ 会計監査等の状況 

 会計監査につきましては、監査法人保森会計事務所と証券取引法に基づく監査契約を締結しておりま

す。当社は正しい会計情報を提供する等、公正不偏な立場から適正な監査ができる環境を整えておりま

す。 

取締役会(取締役５名) 

代表取締役社長 

内部監査部 

監
査
役
３
名 

選任・解任 選任・解任 

監査役監査 

 

選任・解任 

 

会計監査 

監 

査 

法 

人 

本部長会議 

経営会議 

報告 統制・監視 

各本部・部 

内部監査 

報告 
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会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。 

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 

横川 三喜雄 

津倉   眞 
監査法人保森会計事務所 

 (注) 会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名で構成されております。 

      顧問弁護士につきましては重要な法務的課題やコンプライアンス等の法律全般について、必要に応じ   

     て相談し、助言・指導を受けております。 

 

Ｂ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

    社外監査役３名のうち１名(非常勤監査役)は当中間会計期間末現在で当社株式12株を所有しております。

社外取締役１名は、平成17年６月30日まで会計面のコンサルティング契約(平成17年５月期の支払実績

3,100千円)を締結しておりましたが、現在契約は解消されております。それ以外に当社との間に人的関係、

資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 

 

Ｃ．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

① 平成17年３月より「株式等の内部者取引に関する規程」を制定し、情報管理の徹底を図っております。 

② 従前、経営管理本部経理部で実施していた内部監査につきましては、平成17年３月より代表取締役社長

の直轄として内部監査部を設置し、専任者を置くことにより内部牽制体制を強化しております。 

③ 平成17年８月開催の定時株主総会において経営基盤及びコーポレート・ガバナンス強化を目的として、

社外取締役１名を選任しております。 

④ 平成17年８月開催の定時株主総会において監査体制の充実を図ることを目的として、社外監査役(常勤)

を新たに１名選任し、３名体制としております。 

⑤ ＩＲ活動の一環として平成17年５月期決算説明会及び平成18年５月期第１四半期決算説明会をそれぞれ

開催いたしました。今後も株主・投資家の皆様への報告の充実を図るべく、自社ホームページ及び会社

説明会等を活用したＩＲ活動を積極的に実施してまいります。 

 

(7)親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

(8)内部管理体制 

① 会社の内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部統制

の整備状況 

当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、内部管理体制強化のための牽制組織の整備を

図っております。その内容は、｢(6) Ａ．③内部統制システムの整備の状況｣ ｢(6)Ａ．④リスク管理体制

の整備の状況｣ ｢(6) Ａ．⑤内部監査及び監査役監査の状況｣に記載のとおりであります。 

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

a. 平成17年３月より内部管理体制の強化を目的として、経営管理本部経理部が実施していた内部監査

に代わる社長直轄の内部監査部を新設し運用しております。 

b. 組織的経営体制の強化のため必要に応じて社内規程を新たに制定するほか、既存の規程を見直して

改訂をおこなっております。 

c. コンプライアンス経営の浸透のため法務担当が法務セミナー等へ積極的に参加し、法的対応能力の

向上を図っております。 
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３.経営成績及び財政状態 

(1)経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は原油高騰など一部に懸念材料はあるものの、企業収益の改

善や民間設備投資が拡大し、個人消費にも持ち直しの基調がみられるなど、景気は緩やかな回復基

調となりました。 

当社事業に関連する玩具業界におきましては、７月に㈱バンダイとピープル㈱との資本業務提携

の発表、９月には㈱バンダイと㈱ナムコの経営統合がおこなわれるなど業界再編が加速いたしまし

た。玩具市場におきましては、９月にオープンし家電量販店では国内最大の売場面積となる「ヨド

バシカメラ マルチメディアＡｋｉｂａ」を初めとするカメラ・家電量販店での玩具売場の拡大傾向

など業界内小売勢力図の変化の予兆が見られました。  

 また、一昨年より高い人気を維持し続けている㈱セガ「甲虫王者ムシキング」や昨年導入された㈱

セガ「オシャレ魔女ラブａｎｄベリー」、㈱バンダイ「データカードダス ドラゴンボールＺ」など

のキッズ・アミューズメントマシンが大きくクローズアップされ、コレクションカードとゲームマ

シンの融合という新たな市場が創出されました。一方、各メーカーは少子高齢化への取り組みとし

て、野球盤、ルービックキューブなど大人が懐かしむリバイバル商品の展開、㈱セガトイズ「ホー

ムスター」など玩具の枠を超えた商品発売をおこないましたが、キッズ・アミューズメントマシン

の人気が低単価傾向に拍車をかけるとともに、昨年より続く一部人気商品への偏重傾向も相まって

市場全体としては低調な推移となりました。 

このような状況の中で当社は、「たまごっち」シリーズの製品売上及びＴＶアニメ『ふたりはプ

リキュアＭａｘＨｅａｒｔ』に連動した製品売上が大変好調に推移いたしました。また「たまごっ

ち」シリーズの関連商品から得られる版権ロイヤリティー、海外における「たまごっち」シリーズ

の製造・販売許諾から得られる製品ロイヤリティーの収入が大きく伸張し業績に貢献いたしました。 

この結果、当中間会計期間の業績は売上高41億31百万円（前年同期比47.0％増）、営業利益９億

96百万円（前年同期比138.5％増）、経常利益９億91百万円（前年同期比131.6％増）となり、特別

利益としてレバレッジド・リースに係る匿名組合事業益等37百万円を計上し、特別損失として固定

資産除却損等で601千円を計上したため、当期純利益は５億44百万円（前年同期比127.5％増）と増

収増益となりました。 

なお、事業別の概況は以下のとおりであります。 

 

おもちゃ事業 

 製品売上におきましては、「祝ケータイかいツー！たまごっちプラス」、「おうちのでかたまご

っち」の「たまごっち」シリーズ製品が大変好調に推移いたしました。これに加えて、平成17年11

月23日に新発売されました「たまごっち」シリーズの新製品「超じんせーエンジョイ！たまごっち

プラス」の販売が滑り出し順調であり、業績に大きく寄与いたしました。また、ＴＶアニメ『ふた

りはプリキュアＭａｘＨｅａｒｔ』シリーズの関連製品「ミラクルコミューン」、｢ハートフルコミ

ューン｣などもアニメ人気が前シリーズより引き続いたため、堅調な販売状況となりました。 

 権利売上におきましては、「たまごっち」シリーズにおいて国内の書籍・文具・ぬいぐるみ等関

連商品から得られる版権ロイヤリティー収入、海外における「たまごっち」シリーズの製造・販売

許諾から得られる製品ロイヤリティー収入が大きく伸張し業績に貢献いたしました。 

 以上の結果、おもちゃ事業の売上高は40億87百万円（前年同期比48.9％増）となりました。 
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携帯コンテンツ事業 

  日本電気㈱の占いサイト「占い☆してみる？」に新たに３本のコンテンツをサービスインいたし

ました。 

一方で、主力コンテンツである「キャラミーゴワールド」の会員数は減少化傾向となりました。

対応策として新規ユーザー取り込みのためプロモーション活動などをおこないましたが、当中間会

計期間では効果が発揮しきれず「キャラミーゴワールド」の売上は前中間会計期間の売上を下回る

推移となりました。 

以上の結果、携帯コンテンツ事業の売上高は４千３百万円（前年同期比31.7％減）となりました。 

 

(2)財政状態 

① 当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により２億93百万円、投資活動

により１億64百万円減少し、財務活動により８億63百万円増加した結果、期末残高は22億28百

万円（前事業年度末比４億18百万円増）となりました。 

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は、以

下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動のキャッシュ・フローは、マイナス２億93百万円(前年同期比３億68百万円減)とな

りました。 

  これは、主として売上高増(前年同期比47.0%増)により税引前中間純利益を10億28百万円計上

しましたが、これに伴い売上債権が８億58百万円、たな卸資産が70百万円それぞれ増加すると

ともに法人税等の支払額が４億32百万円あったこと等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動のキャッシュ・フローは、マイナス１億64百万円(前年同期比１億90百万円減)とな

りました。 

これは、主として子会社株式の取得による支出30百万円、有形固定資産の取得による支出26

百万円、及びアニメ制作等に投資するまでの資金運用として投資有価証券の取得による支出97

百万円があったこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動のキャッシュ・フローは、８億63百万円(前年同期比８億75百万円増)となりました。 

これは、配当金の支払が12百万円あったものの、株式の発行による収入８億75百万円があっ

たことによるものであります。 
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② キャッシュ・フロー指標等のトレンド 

平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月期  

期末 中間 期末 中間 

株主資本比率(％) 64.2 59.9 54.3 65.2

時価ベースの株主資本比率

(％) 
－ － － 346.1

債務償還年数(年) － － 0.1 －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍) 
－ 588.0 1,855.9 －

 

(注) １  株主資本比率：株主資本/総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

     債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

２ キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表に計

上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

３ 株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数(株式分割調整後)により算出しております。た

だし、平成17年５月期以前は、非上場・未登録のため時価ベースの株主資本比率を記載しておりま

せん。 

４ 平成16年５月期末及び当中間期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びイ

ンタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。  

   ５ 平成16年５月期中間期は中間財務諸表を作成していないため記載しておりません。 

 

(3)通期の見通し 

通期の見通しといたしましては、上半期から国内、海外で大変好調でありました「たまごっち」

シリーズが、下半期においても製品売上、国内の関連商品から得られる版権ロイヤリティー収入、

海外の製造・販売許諾から得られる製品ロイヤリティー収入等により業績に貢献するものと見込ん

でおります。また、上半期の売上に寄与しましたＴＶアニメ『ふたりはプリキュア』シリーズの関連製

品、その他の新製品を下半期で見込んでおり、売上は堅調に推移するものと見込んでおります。 

以上により、通期の業績としては売上高72億円、経常利益14億円、当期純利益７億60百万円を見

込んでおります。 
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４.中間財務諸表等 

(1)中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成17年５月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 金額(千円) 
構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  1,259,043 2,228,939  1,810,363 

２ 受取手形  482,251 896,147  730,587 

３ 売掛金  898,944 1,251,425  563,866 

４ たな卸資産  211,292 383,973  312,989 

５ 繰延税金資産  25,879 41,824  43,883 

６ その他  21,450 4,415  2,478 

 貸倒引当金  △11,000 △5,000  △10,100 

流動資産合計   2,887,861 90.2 4,801,725 91.0  3,454,068 91.0

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１ 16,792 41,209  22,832 

２ 無形固定資産  17,028 10,901  13,039 

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  13,521 142,870  14,221 

(2) 出資金  9,310 11,192  26,718 

(3) 繰延税金資産  171,020 176,680  178,743 

(4) その他  87,944 92,943  90,042 

貸倒引当金  △2,800 △1,600  △2,200 

投資その他の資産合計  278,997 422,087  307,526 

固定資産合計   312,818 9.8 474,198 9.0  343,398 9.0

資産合計   3,200,680 100.0 5,275,924 100.0  3,797,466 100.0
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前中間会計期間末 

(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年11月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表

(平成17年５月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 金額(千円) 
構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形  27,578 180,949  163,585 

２ 買掛金  370,147 449,919  387,671 

３ 短期借入金  ― 40,000  40,000 

４ 未払金  208,780 166,514  222,625 

５ 未払法人税等  277,616 522,408  467,834 

６ 役員賞与引当金  ― 15,000  ― 

７ その他  112,253 128,835  132,359 

流動負債合計   996,376 31.1 1,503,626 28.5  1,414,077 37.2

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金  ― 20,000  20,000 

２ 退職給付引当金  48,564 55,211  52,082 

３ 役員退職慰労引当金  239,734 255,170  249,135 

固定負債合計   288,298 9.0 330,382 6.3  321,217 8.5

負債合計   1,284,675 40.1 1,834,008 34.8  1,735,294 45.7

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   81,560 2.5 463,435 8.8  81,560 2.1

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  1,560 495,635  1,560 

資本剰余金合計   1,560 0.0 495,635 9.4  1,560 0.0

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  14,800 18,830  14,800 

２ 任意積立金  1,450,000 1,700,000  1,450,000 

３ 中間(当期)未処分利益  367,640 762,348  513,449 

利益剰余金合計   1,832,440 57.4 2,481,178 47.0  1,978,249 52.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金   445 0.0 1,667 0.0  802 0.0

資本合計   1,916,005 59.9 3,441,915 65.2  2,062,172 54.3

負債資本合計   3,200,680 100.0 5,275,924 100.0  3,797,466 100.0
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(2)中間損益計算書 

 

 

前中間会計期間 

 (自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

前事業年度の要約損益計算書

(自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   2,809,736 100.0 4,131,355 100.0  5,598,350 100.0

Ⅱ 売上原価   1,842,568 65.6 2,501,632 60.6  3,744,523 66.9

売上総利益   967,167 34.4 1,629,723 39.4  1,853,826 33.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   549,083 19.5 632,773 15.3  1,131,665 20.2

営業利益   418,084 14.9 996,949 24.1  722,161 12.9

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  252 712  411 

２ 受取配当金  334 309  334 

３ 為替差益  8,567 11,697  12,166 

４ その他  867 10,021 0.3 743 13,463 0.3 1,231 14,143 0.2

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  128 209  335 

２ 新株発行費  ─ 5,920  4,432 

３ 株式上場費用  ─ 13,115  8,889 

４ その他  ― 128 0.0 30 19,275 0.4 － 13,657 0.2

経常利益   427,977 15.2 991,137 24.0  722,646 12.9

Ⅵ 特別利益     

１ 匿名組合事業益  21,353 32,007  47,264 

２ 貸倒引当金戻入益  ― 21,353 0.8 5,700 37,707 0.9 ─ 47,264 0.9

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除却損 ※２ 3,799 500  4,786 

２ 固定資産売却損  ― 101  41 

３ 投資有価証券評価損  ― 3,799 0.1 ― 601 0.0 39 4,866 0.1

税引前中間(当期)純利益   445,530 15.9 1,028,243 24.9  765,044 13.7

法人税、住民税及び事業税  258,715 479,725  458,374 

法人税等調整額  △52,737 205,977 7.4 3,529 483,255 11.7 △78,691 379,682 6.8

中間(当期)純利益   239,552 8.5 544,988 13.2  385,362 6.9

前期繰越利益   128,087 217,359   128,087

中間(当期)未処分利益   367,640 762,348   513,449
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 (3)中間キャッシュ・フロー計算書 

  

 

前中間会計期間 

 

(自 平成16年６月１日 

 至 平成16年11月30日)

 

当中間会計期間 

 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日) 

前事業年度の 

要約キャッシュ・フロー

計算書 

(自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間(当期)純利益  445,530 1,028,243 765,044 

減価償却費  11,848 12,475 24,425 

匿名組合事業益  △21,353 △32,007 △47,264 

貸倒引当金の増加額(△は減少

額) 
 3,100 △5,700 1,600 

退職給付引当金の増加額  5,351 3,129 8,869 

役員退職慰労引当金の 

増加額 
 9,401 6,035 18,802 

役員賞与引当金の増加額  ― 15,000 ― 

役員賞与の支払額  ― △30,000 ― 

受取利息及び受取配当金  △586 △1,022 △745 

支払利息  128 209 335 

為替差損(△は為替差益)  616 △12,751 ― 

固定資産除却・売却損  3,799 601 4,786 

売上債権の増加額  △496,621 △858,420 △420,384 

たな卸資産の増加額  △64,430 △70,984 △166,127 

仕入債務の増加額  162,797 79,611 334,178 

未払金の増加額(△は減少額)  ― △24,103 31,164 

その他  21,659 28,211 83,592 

小計  81,241 138,527 638,278 

利息及び配当金の受取額  586 931 745 

利息の支払額  △128 △209 △335 

法人税等の支払額  △6,342 △432,483 △15,783 

営業活動によるキャッシュ・フロー  75,357 △293,233 622,903 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入れに 

よる支出 
 △600 ― △1,100 

定期預金の解約に 

よる収入 
 36,000 ― 57,617 

有形固定資産の取得 

による支出 
 △1,976 △26,245 △13,967 

無形固定資産の取得 

による支出 
 △7,820 △3,770 △11,320 

子会社株式の取得 

による支出 
 ― △30,000 ― 

投資有価証券の取得 

による支出 
 ― △97,100 ― 

その他  68 △7,715 △41,282 

投資活動によるキャッシュ・フロー  25,672 △164,831 △10,052 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  ― 875,950 ― 

配当金の支払額  △12,060 △12,060 △12,060 

その他  ― ― 60,000 
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前中間会計期間 

 

(自 平成16年６月１日 

 至 平成16年11月30日)

 

当中間会計期間 

 

(自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日) 

前事業年度の 

要約キャッシュ・フロー

計算書 

(自 平成16年６月１日 

 至 平成17年５月31日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △12,060 863,890 47,940 

Ⅳ 現金及び現金同等物 

に係る換算差額 
 △616 12,751 ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物 

の増加額 
 88,353 418,576 660,791 

Ⅵ 現金及び現金同等物 

の期首残高 
 1,149,572 1,810,363 1,149,572 

Ⅶ 現金及び現金同等物 

の中間期末(期末)残高 
※1 1,237,926 2,228,939 1,810,363 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

１ 資産の評価基準 

及び評価方法 

１ 有価証券 

(1) ――――――― 

 

１ 有価証券 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法を採用して

おります。 

１ 有価証券 

(1) ――――――― 

 

 (2) 子会社株式 

総平均法による原価法

を採用しております。 

(2) 子会社株式 

同左 

(2) 子会社株式 

同左 

 (3) その他有価証券 

・時価のあるもの 

中間会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部資本

直入法により処理し、売

却原価は総平均法により

算定)を採用しておりま

す。 

(3) その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

(3) 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、全部資本直入

法により処理し、売却

原価は総平均法により

算定)を採用しており

ます。 

 ・時価のないもの 

総平均法による原価法

を採用しております。 

・時価のないもの 

同左 

・時価のないもの 

同左 

 

 

２ デリバティブ 

時価法によっておりま

す。 

２ デリバティブ 

同左 

２ デリバティブ 

同左 

 ３ たな卸資産 

(1) 製品 

総平均法による原価法

を採用しております。但

し、アニメフィルムにつ

いては個別法による原価

法を採用しております。 

３ たな卸資産 

(1) 製品 

同左 

３ たな卸資産 

(1) 製品 

同左 

 

 (2) 原材料 

総平均法による原価法

を採用しております。 

(2) 原材料 

同左 

(2) 原材料 

同左 

 (3) 企画・開発支出金 

個別法による原価法を

採用しております。 

(3) 企画・開発支出金 

同左 

(3) 企画・開発支出金 

同左 

２ 固定資産の減価償 

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっておりま

す。 

但し、平成10年４月１

日以降取得の建物(建物

付属設備を除く)につい

ては、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。 

建物      3～15年

車両運搬具   2～ 6年

工具器具備品 2～15年

 

 (1) 有形固定資産 

定率法によっておりま

す。 

但し、平成10年４月１

日以降取得の建物(建物

付属設備を除く)につい

ては、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。 

建物      15年

車両運搬具    6年

工具器具備品 2～15年

 (1) 有形固定資産 

定率法によっておりま

す。 

但し、平成10年４月１

日以降取得の建物(建物

付属設備を除く)につい

ては、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。 

建物      3～15年

車両運搬具  2～ 6年

工具器具備品 2～15年 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日）

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

    至 平成17年５月31日）

 (2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。 

なお、市場販売目的の

ソフトウェアについて

は、見込販売収益に基づ

く償却方法を採用し、自

社利用目的のソフトウェ

アについては、社内にお

ける見込利用可能期間

(５年以内)に基づく定額

法によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

(3) 長期前払費用 

均等償却をしておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 ――――――― 

 

新株発行費について

は、発生時に全額費用処

理しております。 

 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れに

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

債権等の特定の債権につ

いては、個別に回収可能

性を検討し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職金の支出

に備えるため、中間会計

期間末退職給付債務を計

上しております。 

なお、退職給付引当金

の対象人員が300名未満

であるため、簡便法によ

っており、退職給付債務

の金額は中間会計期間末

の自己都合要支給額とし

ております。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職金の支出

に備えるため、事業年度

末退職給付債務を計上し

ております。 

なお、退職給付引当金

の対象人員が300名未満で

あるため、簡便法によっ

ており、退職給付債務の

金額は期末自己都合要支

給額としております。 

 

 

 

 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく中間会計期間末要

支給見積額を計上してお

ります。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく期末要支給見積額

を計上しております。 

 (4)  ――――――― 

 

(4) 役員賞与引当金 

役員の賞与の支出に

備えるため、支給見込

額のうち当中間会計期

間対応分を計上してお

ります。 

(4)  ――――――― 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
  至 平成16年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

    至 平成17年11月30日）

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

   至 平成17年５月31日）

  （会計方針の変更） 

役員賞与について

は、従来は利益処分に

より株主総会の決議を

経て未処分利益の減少

として処理しておりま

したが、「役員賞与に

関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業

会計基準第４号）に基

づき、役員賞与を発生

した会計期間の費用と

認識し、その発生見込

額を役員賞与として会

計処理する方法に変更

いたしました。 

この結果、販売費及

び一般管理費が15,000千

円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純

利益はそれぞれ15,000千

円減少しております。 

 

５ リース取引の処理

方法 
 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につき

ましては、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。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の処理 

繰延ヘッジ処理によっ

ております。 

(1) ヘッジ会計の処理 

同左 

(1) ヘッジ会計の処理 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

当中間会計期間にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下

のとおりであります。 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建金 

銭債務・ 

外貨建予 

定取引 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

当事業年度にヘッジ会

計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のと

おりであります。 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建金 

銭債務・ 

外貨建予 

定取引 

 

 

 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関

する権限規程に基づき、

ヘッジ対象に係る為替相

場変動リスクを一定の範

囲内でヘッジしておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
  至 平成16年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日）

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日）

 (4) ヘッジ有効性評価の 

方法 

原則としてヘッジ対象と

ヘッジ手段双方のキャッシ

ュ・フロー変動の累計額又

は相場変動の累計額を基礎

にして、ヘッジ有効性の評

価をおこなっております。

(4) ヘッジ有効性評価の 

方法 

同左 

 

(4) ヘッジ有効性評価の 

方法 

同左 

 

 

 但し、ヘッジ手段とヘ

ッジ対象の外貨建金銭債務

または予定取引に関する重

要な条件が同一である場合

には、ヘッジ有効性の評価

を省略しております。 

  

７ キャッシュ・フロー

計算書における資

金の範囲 

手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資。 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

８ その他中間財務

諸 表 （ 財 務 諸

表）作成のため

の基本となる重

要な事項 

(1)消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。 

(1)消費税等の会計処理方法

 

同左 

(1)消費税等の会計処理方法

 

同左 

 (2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)匿名組合出資金の会計 

処理 

  レバレッジド・リー

スを目的とした匿名組

合への出資金は、出資

時に「出資金」に計上

し、匿名組合の会計報

告に基づき当中間会計

期間末時点で生じてい

る損失累計額を「投資

損失引当金」に計上す

る方法によっておりま

す。 

(2)組合方式によるアニメ

共同制作に係る出資金

の会計処理 

  当社は、アニメ制作及

びそれに付帯する収益を

主たる事業活動の一環と

して認識し、組合等の財

産のうち出資持分割合に

相当する金額を当社の資

産及び負債として貸借対

照表に計上し、損益計算

書についても同様に処理

する原則的方法を採用し

ております。但し、自ら

が業務執行組合員でない

場合等においては、入手

できる会計情報の制約等

から原則的方法が採用で

きないケースがあり、こ

うしたケースにおいて

は、原則的方法に代え

て、貸借対照表について

は持分相当額を純額で、

損益計算書についてはそ

れぞれの損益項目の持分

相当額を計上する方法を

採用しております。 

 

(3)レバレッジド・リース

を目的とした匿名組合

出資金の会計処理 

  レバレッジド・リー

スを目的とした匿名組

合への出資金は、出資

時に「出資金」に計上

し、匿名組合の会計報

告に基づき当中間会計

期間末時点で生じてい

る損失累計額を「投資

損失引当金」に計上す

る方法によっておりま

す。 

(2)組合方式によるアニメ

共同制作に係る出資金

の会計処理 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)レバレッジド・リース

を目的とした匿名組合

出資金の会計処理 

  レバレッジド・リー

スを目的とした匿名組

合への出資金は、出資

時に「出資金」に計上

し、匿名組合の会計報

告に基づき当事業年度

末時点で生じている損

失累計額を「投資損失

引当金」に計上する方

法によっております。 
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ファイル名:第20期中間決算短信 注記後発事象等 20～21 更新日時:1/19/2006 1:32:00 PM 印刷日時:06/01/19 13:51 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

 但し、「出資金」と

「投資損失引当金」は

中間貸借対照表上相殺

して表示し、「投資損

失引当金」が「出資

金」を超過する場合に

は、その超過額を「未

払金」に計上しており

ます。 

 なお、当中間会計期

間末における「出資

金」は444,743千円、

「投資損失引当金」は

444,743千円で「未払

金」は181,863千円であ

ります。 

但し、「出資金」と

「投資損失引当金」は

中間貸借対照表上相殺

して表示し、「投資損

失引当金」が「出資

金」を超過する場合に

は、その超過額を「未

払金」に計上しており

ます。 

 なお、当中間会計期

間末における「出資

金」は444,743千円、

「投資損失引当金」は

444,743千円で「未払

金」は123,944千円であ

ります。 

但し、「出資金」と

「投資損失引当金」は

貸借対照表上相殺して

表示し、「投資損失引

当金」が「出資金」を

超過する場合には、そ

の超過額を「未払金」

に計上しております。 

なお、当事業年度末

における「出資金」は

444,743千円、「投資損

失引当金」は444,743千

円 で 「 未 払 金 」 は

155,952 千円でありま

す。 
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ル名 更新日時:1/19/2006 1:32:00 PM 印刷日時:06/01/19 13:47 

会計方針の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

    至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

    至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会 

平成14年８月９日)）及び「固定資

産の減損会計に係る会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 平

成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 

 

―――――――― 
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ル名 更新日時:1/19/2006 1:32:00 PM 印刷日時:06/01/19 13:47 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

   至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

   至 平成17年11月30日） 

 

―――――――― 

(中間キャッシュ・フロー計算書) 

前中間会計期間まで営業キャッシュ・フローの「そ

の他」に含めて表示しておりました「未払金の増減

額」は、当中間会計期間より区分掲記いたしました。

なお前中間会計期間の未払金の減少額は、29,945千円

であります｡ 
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ル名 更新日時:1/19/2006 1:32:00 PM 印刷日時:06/01/19 13:47 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

   至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

    至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日） 

 

―――――――― 

(外形標準課税) 

外形標準課税制度の導入に伴

い、法人事業税の付加価値割及び

資本割7,332千円は、「法人事業

税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（企業会計基準委員

会  平成16年２月13日 企業会計

基準委員会実務対応報告第12号）

に基づき、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

 

 
――――――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 
   (平成17年11月30日) 

前事業年度末 
(平成17年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

   額 

70,815千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

       額 

                   49,949千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

       額 

63,317千円

 

２ ――――――――― 

 

２ 当中間期中の発行済株式数の

増加 

 

  (1)発行形態 新株予約権の行使

発行年月日 平成17年６月17

日～11月30日 

   発行株式数 520株 

発行価額  156,000,000円 

     資本組入額  78,000,000円 

 

    (2)発行形態 公募増資 

発行年月日 平成17年６月 

16日 

 発行株式数 900株 

発行価額  497,250,000円 

     資本組入額 248,625,000円

   

(3)発行形態 オーバーアロット

メントによる売出

に関連する第三者

割当増資 

発行年月日 平成17年７月 

20日 

 発行株式数 200株 

発行価額  110,500,000円 

資本組入額  55,250,000円 

 

  ２ ――――――――― 

 

３  ――――――――― 

 

３ 債務保証 

   次の子会社について、金融機関

からの借入に対し債務保証を

おこなっております。 

 

保証先：㈱クレマリーミルク

金 額：40,000千円    

 

３  ――――――――― 

 

 

 ４ 消費税等の取扱い 

仮受消費税等及び仮払消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

４ 消費税等の取扱い 

       

同左 

４   ――――――――― 
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ファイル名:第20期中間決算短信 貸借対照表等注記 25～26 更新日時:1/19/2006 1:32:00 PM 印刷日時:06/01/19 13:50 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

１ 減価償却実施額 

  有形固定資産   3,494千円 

無形固定資産     8,249千円 

 

1 減価償却実施額 

有形固定資産   6,805千円

無形固定資産     5,465千円

 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産   8,399千円 

無形固定資産    15,662千円 

※２ 固定資産除却損の内訳 

ソフトウェア    3,533千円 

工具器具備品    266千円 

※２ 固定資産除却損の内訳 

ソフトウェア      443千円

工具器具備品      56千円

※２ 固定資産除却損の内訳 

ソフトウェア   3,533千円 

工具器具備品   1,252千円
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ファイル名:第20期中間決算短信 ＣＦ注記 27～32 更新日時:1/19/2006 1:32:00 PM 印刷日時:06/01/19 13:47 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金 1,259,043千円

預入期間が３か月を 
超える定期預金 

△21,117千円

現金及び現金同等物 1,237,926千円
 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金 2,228,939千円

預入期間が３か月を
超える定期預金 

－千円

現金及び現金同等物 2,228,939千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

 

現金及び預金 1,810,363千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金 

－千円

現金及び現金同等物 1,810,363千円
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ファイル名:第20期中間決算短信 ＣＦ注記 27～32 更新日時:1/19/2006 1:32:00 PM 印刷日時:06/01/19 13:47 

(リース取引関係) 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間会

計期間末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間会

計期間末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
工具器具備品 

(千円) 

取得価額相当額 1,823 

減価償却累計額 
相当額 

1,421 

中間会計期間末 
残高相当額 

402 

 

 
工具器具備品

(千円) 

取得価額相当額 1,608 

減価償却累計額
相当額 

1,608 

中間会計期間末
残高相当額 

― 

 

 
工具器具備品

(千円) 

取得価額相当額 1,608 

減価償却累計額 
相当額 

1,474 

期末残高相当額 134 

 
 ２ 未経過リース料中間会計期間末 

残高相当額 

１年以内 410千円

１年超 －千円

合計 410千円
 

 ２ 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

１年以内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円
 

 ２ 未経過リース料期末残高 

相当額 

１年以内 137千円

１年超 －千円

合計 137千円
 

 ３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 747千円

減価償却費相当額 685千円

支払利息相当額 12千円
 

 ３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 138千円

減価償却費相当額 134千円

支払利息相当額 0千円
 

 ３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 552千円

減価償却費相当額 536千円

支払利息相当額 8千円
 

 ４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

   ・リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

 ４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

   ・リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

４ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

   ・リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

   利息相当額の算定方法 

   ・リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。 

   利息相当額の算定方法 

   ・リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。 

   利息相当額の算定方法 

   ・リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。 
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ファイル名:第20期中間決算短信 ＣＦ注記 27～32 更新日時:1/19/2006 1:32:00 PM 印刷日時:06/01/19 13:47 

(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末(平成16年11月30日現在) 

１ 時価のある有価証券 

(単位：千円) 

区分 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額 

 その他有価証券  

株式 2,193 2,962 768 

計 2,193 2,962 768 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

    (単位：千円) 

内容 中間貸借対照表計上額 

 子会社株式 10,559

計 10,559

 

 

当中間会計期間末(平成17年11月30日現在) 

１ 時価のある有価証券 

(単位：千円) 

区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

(１)満期保有目的の債券  

    社債 97,191 96,430 △761 

計 97,191 96,430 △761 

区分 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額 

(２)その他有価証券  

    株式 2,308 5,119 2,810 

計 2,308 5,119 2,810 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

    (単位：千円) 

内容 中間貸借対照表計上額 

 子会社株式 40,559

計 40,559
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ファイル名:第20期中間決算短信 ＣＦ注記 27～32 更新日時:1/19/2006 1:32:00 PM 印刷日時:06/01/19 13:47 

 

前事業年度(平成17年５月31日現在) 

１ 時価のある有価証券 

(単位：千円) 

区分 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

 その他有価証券  

  株式 2,308 3,661 1,352 

計 2,308 3,661 1,352 

 (注)当事業年度において一部減損処理をおこない、減損処理後の帳簿価額を取得原価に計上しております。 

当事業年度の減損処理は次のとおりであります。 

   株式     39千円 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、原則 

として減損処理をおこなっております。なお、市場価格のある有価証券のうち期末における時価が30％ 

～50％程度下落していて、かつ価額の回復が見込まれない銘柄について減損処理をおこなうこととして 

おります。 

 

２ 時価評価されていない有価証券 

    (単位：千円) 

内容 貸借対照表計上額 

 子会社株式 10,559

計 10,559
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ファイル名:第20期中間決算短信 ＣＦ注記 27～32 更新日時:1/19/2006 1:32:00 PM 印刷日時:06/01/19 13:47 

(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

１ 取引の内容及び利用目的等 

 通常の営業過程における輸入取

引の為替相場の変動によるリスク

を軽減するため、先物為替予約を

おこなっております。 

 

１ 取引の内容及び利用目的等 

同左 

 

１ 取引の内容及び利用目的等 

同左 

 

２ 取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将

来の為替相場の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な

取引はおこなわない方針でありま

す。 

 

２ 取引に対する取組方針 

同左 

 

２ 取引に対する取組方針 

同左 

 

３ 取引に係るリスクの内容 

 通貨関連における先物為替予約

取引は、為替相場の変動によるリ

スクを有しております。 

当該取引は、取引先に対する信

用リスクを有しておりますが、デ

リバティブ取引の契約先は、いず

れも信用度の高い国内の銀行であ

るため、相手先の契約不履行によ

る信用リスクは、ほとんどないと

判断しております。 

 

３ 取引に係るリスクの内容 

同左 

 

３ 取引に係るリスクの内容 

同左 

 

４ 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理

については、デリバティブ取引に

関する権限規程に基づき事前の稟

議をおこない、所定の決裁を得て

おこなっております。 

 

４ 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

４ 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

５ その他 

 「取引の時価等」に関する契約

額は、この金額自体がデリバティ

ブ取引に係る市場リスクの大きさ

を示すものではありません。 

 

５ その他 

同左 

５ その他 

同左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

(1) 前中間会計期間(平成16年６月１日～平成16年11月30日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象

から除いております。 
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(2) 当中間会計期間(平成17年６月１日～平成17年11月30日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象

から除いております。 

 

(3) 前事業年度(平成16年６月１日～平成17年５月31日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引をおこなっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象

から除いております。 
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(持分法損益等) 

(1) 前中間会計期間(自 平成16年６月１日 至 平成16年11月30日) 

当社は、持分法を適用すべき関連会社を保有していないため、該当事項はありません。 

(2) 当中間会計期間(自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日) 

当社は、持分法を適用すべき関連会社を保有していないため、該当事項はありません。 

(3) 前事業年度    (自 平成16年６月１日  至 平成17年５月31日) 

当社は、持分法を適用すべき関連会社を保有していないため、該当事項はありません。 

 

(関連当事者との取引) 

(1) 前中間会計期間(自 平成16年６月１日 至 平成16年11月30日) 

該当事項はありません。 

(2) 当中間会計期間(自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日) 

該当事項はありません。 

(3) 前事業年度    (自 平成16年６月１日  至 平成17年５月31日) 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

１株当たり純資産額 1,191,545.87円 
 

１株当たり純資産額  356,305.96円 １株当たり純資産額 252,757.72円 
 

１株当たり中間純利益 148,975.72円 
 

 １株当たり中間純利益 58,256.41円 １株当たり当期純利益 44,199.28円 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益    54,477.79円

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、平成17年１

月12日においてストックオプション

として新株予約権を発行しておりま

すが、当社の株式は非上場であり店

頭登録もしていないため記載してお

りません。 

当社は、平成16年12月15日付で株

式１株につき５株の分割をおこなっ

ております。前期首に当該株式分割

がおこなわれたと仮定した場合にお

ける前事業年度の（１株当たり情

報）の各数値は以下のとおりであり

ます。 

  １株当たり純資産額 210,029.36円 
 

  １株当たり当期純利益 2,833.06円 
 

(注)１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

(単位：千円) 

項目 
前中間会計期間 

(自平成16年６月１日 
至平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自平成17年６月１日 
 至平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自平成16年６月１日 
至平成17年５月31日)

１株当たり中間(当期)純利益   

損益計算書上の中間（当期）純利益 239,552 544,988 385,362 

普通株式に係る中間（当期）純利益 239,552 544,988 355,362 

普通株式に帰属しない金額 － － 30,000 

(うち利益処分による取締役賞与金) （－） （－） (30,000)

普通株式の期中平均株式数(株) 1,608 9,355 8,040 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期) 

純利益 
   

中間(当期)純利益調整額 － － － 

普通株式増加数(株) － 648.87 － 

  (うち新株予約権) （－） (648.87） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在 

株式調整後１株当たり中間(当期) 

純利益の算定に含めなかった潜在 

株式の概要 

－ － － 

- 34 - 



 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

１ 株式分割の実施 

 当社は、平成16年11月24日開催の 

取締役会決議により平成16年12月

15日をもって１株を５株に分割し

ております。これにより、株式数

は6,432株増加し、発行済株式数は

8,040株となっております。 

 なお、当該株式分割が前事業年

度の期首におこなわれたと仮定し

た場合の前事業年度及び当中間会

計期間に係る（１株当たり情報）

は以下のとおりとなります。 

 
 
 
    前事業年度  当中間会計期間 

(自 平成15年６月１日    (自 平成16年６月１日 

  至 平成16年５月31日）  至 平成16年11月30日） 

  
   
  １株当たり純資 １株当たり純資 
産額      産額 
210,029.36円  238,309.17円 
 

 １株当たり当期 １株当たり中間 
 純利益     純利益 
   2,833.06円   29,795.14円 
 
    なお、潜在株  なお、潜在株 
 式調整後１株当 式調整後１株当 
 たり当期純利益 たり中間純利益 
 については、ス については、潜 
 トックオプショ 在株式が存在し 
 ン制度導入に伴 ないため記載し 
 い新株引受権を ておりません。 
 発行しておりま 
 すが、当社の株 
式は非上場であ 
り店頭登録もし 
ていないため記 
載しておりませ 
ん。 
 なお、当該新 
株引受権は、平 
成16年５月31日 
において行使期 
間が終了してお 
ります。 

  
 
 

１ 株式分割の実施 

 平成17年10月12日開催の取締役会

において、平成18年１月23日をもっ

て、普通株式１株につき３株に分割

することを決議しております。 

 

(1) 分割により増加する株式数 

    普通株式      19,320株 

(2) 分割方法 

  平成17年11月30日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載又は記

録された株主の所有株式数を、１

株につき３株の割合をもって分割

する。 

(3) 配当起算日 

   平成17年12月１日 

当該株式分割が前期首におこな

われたと仮定した場合の前中間会

計期間及び前事業年度における１

株当たり情報並びに当期首におこ

なわれたと仮定した場合の当中間

事業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。 

  

前中間会計 当中間会計 前事業年度

期間    期間    

 

１株当たり １株当たり  １株当たり

純資産額  純資産額   純資産額 

79,436.39円 118,768.65円 84,252.57円

 

１株当たり １株当たり １株当たり

中間純利益 中間純利益  当期純利益

9,931.71円  19,418.80円  14,733.09円  

 

潜在株式調 潜在株式調 潜在株式調

整後１株  整後１株   整後１株 

当たり中間 当たり中間  当たり当期

純利益    純利益     純利益 

－円 18,159.26円        －円

 

 
 
 
 
 
 

１ 公募増資 

当社株式は、平成17年６月17日

にジャスダック証券取引所に上場

いたしました。上場に際して、平

成17年５月18日及び平成17年５月

30日の取締役会において、公募増

資（ブックビルディング方式）に

よる新株式の発行が決議され、下

記の条件で平成17年６月16日に払

込みが完了いたしました。 

 

①募集方法：一般募集 

②発行新株式数：普通株式900株 

③発行価格：１株につき700,000円

④引受価額：１株につき654,500円

⑤発行価額：１株につき552,500円

⑥資本組入額： 

１株につき276,250円

⑦発行価額の総額：497,250,000円

⑧払込金額の総額：589,050,000円

⑨資本組入額の総額： 

248,625,000円

⑩払込期日：平成17年６月16日 

⑪配当起算日：平成17年６月１日

⑫資金の使途：アニメ制作等の当

社事業に関連する

事業への投資資金

 

２ オーバーアロットメントによる

売出に関連する第三者割当増資 

  当社は、平成17年５月18日及び

平成17年５月30日の取締役会に 

おいて、オーバーアロットメント

による売出しに関連して、大和証

券エスエムビーシー株式会社を割

当先とする第三者割当増資をおこ

なうことを決議しておりましたが

、平成17年７月７日において大和

証券エスエムビーシー株式会社か

ら割当に応じる旨の通知があり、

普通株式200株を発行することが確

定し、下記の条件で払込みが完了

いたしました。 

 

①発行新株式数：普通株式200株 

②発行価格：１株につき654,500円

③発行価額：１株につき552,500円
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前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

２ 新株予約権の発行 
  当社は、平成17年１月12日開催の
臨時株主総会において、商法第280
条ノ20及び商法第280条ノ21の規定
に基づき、ストックオプションとし
て新株予約権を無償で発行すること 

 を、次のとおり決議しております。 
  
(1)割当対象者 

   当社及び子会社の役員及び従業
員 

(2)新株予約権の目的となる株式の 
  種類及び数 
  普通株式1,200株 
 (3)新株予約権の行使により株式を 
  発行する場合の株式の発行価格 
  及び資本組入額 
  発行価格  １株につき300,000円 
  資本組入額 １株につき150,000円 
(4)新株予約権の行使期間 

  平成17年６月１日から平成20年 
  ５月31日まで 

 

 

④資本組入額： 

１株につき276,250円

⑤発行価額の総額：110,500,000円

⑥払込金額の総額：130,900,000円

⑦資本組入額の総額： 

55,250,000円

⑧払込期日：平成17年７月20日 

⑨配当起算日：平成17年６月１日

⑩資金の使途：アニメ制作等の当

社事業に関連する

事業への投資資金
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５.生産、受注及び販売の状況 

(1) 仕入実績 

当社は、自社の企画・開発段階での試作品の制作や当社の仕様等に基づく製品の生産、及び携帯

コンテンツの制作を専ら外注先に委託しております。なお、当事業年度における仕入実績を事業部

門別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

前中間会計期間 
 (自 平成16年６月１日 
  至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
 (自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
 (自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日)事業部門 

金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％）

おもちゃ事業 1,881,976 97.8 2,585,891 99.7 3,864,246 98.1

携帯コンテンツ事業 43,050 2.2 8,796 0.3 75,038 1.9

合計 1,925,027 100.0 2,594,688 100.0 3,939,284 100.0

(注) １ 上記の金額は、仕入価額によっており消費税等は含まれておりません。 

    ２  上記仕入高にはＣＰＵ等の原材料仕入も含まれております。 

 

(2) 受注実績 

   当社は受注生産をおこなっていないため、記載を省略いたします。 

 

(3) 販売実績 

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日  
  至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日  
  至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 事業部門 

金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％） 金 額 構成比（％）

おもちゃ事業 2,745,329 97.7 4,087,376 98.9 5,475,153 97.8

携帯コンテンツ事業 64,406 2.3 43,979 1.1 123,197 2.2

合計 2,809,736 100.0 4,131,355 100.0 5,598,350 100.0

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 

前中間会計期間 
 (自 平成16年６月１日 
  至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
 (自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日) 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈱バンダイ 2,325,201 82.8 4,028,582 97.5

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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