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平成 17 年 12 月期   決算短信（非連結） 平成18年２月14日 

会 社 名  株式会社ウィーヴ           上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ード番 号  ２３６０               本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.weve.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 鈴木 徹也 
問い合わせ先  責任者役職名 取締役ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

        氏    名 田中 弘之        ＴＥＬ（０３）５２１１－６２６４ 
決算取締役会開催日  平成18年２月14日        中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成18年３月27日        定時株主総会開催日  平成18年３月24日 

単元株制度採用の有無 無 

 
１．17年12月期の業績（平成17年１月１日～平成17年12月31日） 
(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
17年12月期 
16年12月期 

百万円   ％
6,509（127.5）
5,106  （－） 

百万円   ％
392（125.2）
313  （―） 

百万円   ％
369（120.9）
305 （―） 

 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
17年12月期 
16年12月期 

百万円   ％ 
212（128.6） 
165 （―）  

円  銭
6,895.26
11,497.87

円  銭
― 
― 

％
8.2 
8.3 

％ 
8.2 
8.0 

％
5.7 
6.0 

(注)①期中平均株式数      17年12月期 27,099株     16年12月期 12,220株 
②会計処理の方法の変更   無 
③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
④平成17年８月19日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。なお、平成17年12月期の１株
当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

⑤平成15年12月期は決算月を６月から12月に変更したため６ヶ月間になっております。そのため平成16年12月
期は前年増減率については記載しておりません。 

 (2) 配当状況 
１株当たり年間配当金 

 
 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 
17年12月期 
16年12月期 

円  銭
1,400.00
2,400.00

円  銭 
― 
― 

円  銭
1,400.00
2,400.00

百万円
40 
29 

％ 
20.3 
20.9 

％
1.3 
1.4 

(注)①17年12月期期末配当金の内訳 普通配当 1,400円00銭 
  ②平成17年８月19日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。 
  
(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 

17年12月期 
16年12月期 

百万円 
4,895 
4,145 

百万円
3,120 
2,054 

％ 
63.7 
49.5 

円   銭
106,560.86 
166,039.35 

(注) 期末発行済株式数   17年12月期 29,040株   16年12月期 12,220株 

 

 (4) キャッシュ･フローの状況 

 
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12月期 
16年12月期 

百万円 
1,266 
 887 

百万円
△1,167 
△1,454 

百万円 
 676 
△21 

百万円
1,544 
 768 
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２．18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 

中間期 
通 期 

百万円 
3,020 
6,800 

百万円
335 
422 

百万円
 76 
115 

円 銭
――― 
――― 

円 銭 
――― 
1,450.00 

円 銭
――――
1,450.00

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 3,176円44銭 
 

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内在

するさまざまな不確定要因や、この後の事業運営における内外の状況変化等により、実績はこれらの業績

見通しと大きく異なる可能性がありますのでご承知おきください。 
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１ 企業集団の状況 

当社グループは、当社及び子会社の株式会社アウルズ・エージェンシーの２社で構成されており、テレビアニメー

ション等のコンテンツ業界において、企画・制作機能、広告代理店機能、版権管理機能を三位一体として有機的に

結合することにより、コンテンツを事業化して、国内に限らずグローバルに展開いたします。 

なお、平成16年12月期より、子会社である株式会社アウルズ・エージェンシーを重要性が低いことを理由に、連結

対象範囲及び持分法適用範囲から除外しました結果、連結から非連結となりました。 

 

当社グループの事業系統図を示すと以下の通りであります。 
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２ 経営方針 

（１）経営の基本方針 

   当社は、「皆様の生活にエンターティンメント（娯楽、楽しみ）をお届けします」を経営理念としておりま

す。この理念はクライアント、コンテンツ、メディア、消費者を効果的に結びつけるという基本戦略のもとに

「企画・制作機能」、「広告代理店機能」、「版権管理機能」を三位一体としたコンテンツの事業化を通じて

実現させています。すなわち、クライアントニーズに呼応したコンテンツを獲得し、ユーザーニーズを織り込

みつつ、メディアミックスという手法をもってユーザーにコンテンツを提供するものであります。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

   当社は株主の皆様に対する利益還元と財務安全性を重要な政策として位置付けております。配当につきまし

ては、将来に向かって強力なコンテンツ開発・制作体制を構築するため、利益の一部を内部留保し財務体質の

強化を図り、資金需要に備えたうえで、配当性向を重視し積極的に実施していきたいと考えております。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針 

   当社は、株式の市場での流動性を高め、より広範な投資家の参加を促す観点から、株式市場での適切な株式

投資単位に関して、「株式の分割」等について必要に応じて適宜に見直していくことを基本方針としており、

今後も当社の株価の動向や市場の要請等を勘案して慎重に対処したいと考えております。 

 

（４）目標とする経営指標 

   当社は、経営方針に基づき安定的かつ持続的な成長と利益の確保を経営目標としております。そのため当社

は積極的にコンテンツ製作投資を行う必要があります。また、コンテンツをユーザーに届けてビジネスを展開

する以上、優良クライアントの開拓、コンテンツの開拓・開発を行うことが不可欠であります。従いまして、

コンテンツの製作投資を安定的に行うために、財務安全性を高める必要があります。また、優良クライアント

の開拓、コンテンツの開拓・開発には、各人が機動的にビジネスを行うことにより生産効率の向上を図ってゆ

く必要があります。よって、当社の目標とする経営指標としては、財務安全性において自己資本比率を50%に設

定し、更に大きな柱となるコンテンツとメディアを獲得すべく財務安全性の強化を図ってまいります。また生

産効率の指標としては、一人当たり売上高を最低２億円に設定し優秀な人材獲得をしてまいります。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

   当社をとりまく経営環境は、テレビアニメ番組数の増加に伴い厳しい状況が続いております一方、緩やかな

消費回復に伴い、クライアントの広告宣伝費の増加及びアニメをはじめとする知的財産権に対する官民からの

関心が高まりつつあります。このような状況において当社は、クライアント、コンテンツ、メディア、消費者

を効果的に結びつけるという基本戦略のもとにクライアントニーズとユーザーニーズに呼応したコンテンツを

開拓・獲得し、テレビを中心としたメディアミックスという手法により、ユーザーにコンテンツを認知してい

ただき、消費拡大＝版権収入の拡大に結びつけてまいります。この戦略遂行のために優良クライアントの開拓

とコンテンツの獲得・開発とメディアの維持拡大を図ってまいります。 

   具体的には、テレビアニメとセサミストリートを中心に展開を図ります。 

テレビアニメは、①「トランスフォーマー」シリーズや「リュウケンドー」のようなクライアントの商品企

画段階から関与して企画立案する作品、②「マイメロディ」のような認知度が高いキャラクターが登場し、か

つシリーズ化が期待できる作品、③平成18年1月より放映が開始された「それゆけ！徹之進」のような当社が原

作権を持ち、版権収入等の利益率を高めることができるようなオリジナル作品に特化してゆく方針であります。

特に、②、③のような作品は、当社の事業リスクでもある特定クライアントへの依存度の高さを分散させる上

でも重要であると考えております。 

セサミストリートは、当社の収益の柱として確立はしておりますが、本来、当該コンテンツが潜在的に持っ

ている蓄積型及び双方向性ビジネスの可能性を実現させるまでには至っておらず、今後のメディア展開の方法

も含めて一層の事業開拓に取り組んでまいります。 

さらに当社は、自社のみならず他社が保有する有力キャラクターを用いて出版事業を本格的に立ち上げるべ

く事業開発を進め、一層の業容の拡大をはかってまいる所存であります。 

 

（６）対処すべき課題 

当社の経営戦略の実現には、積極的な制作投資を行うことと優良クライアントの開拓、コンテンツの開拓・

獲得を行う必要があります。積極的な制作投資を行うには財務の安定性が求められ、これが対処すべき課題と

なります。また、優良クライアントの開拓、コンテンツの開拓・獲得を行うためには、優秀な人材を確保し、
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各人が機動的にビジネスを行うことによって生産効率の向上を図っていくことも対処すべき課題であります。 

 

（７）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ならびに内部管理体制の整備及

び運用状況について 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、企業を取り巻く利害関係者に対する責任を果たしつつ、経営者が株主から委託された資本と権限

を有効かつ適切に運用し、経営成果をあげて収益を分配するために、経営行動をどのように統治していくか

を企業統治の課題と捉えています。 

 

②会社の機関の内容 

当社は、取締役会規程に基づき毎月１回定時取締役会を開催し、経営の意思決定機関として全取締役、監

査役が出席しております。また、意思決定の迅速化を図るため、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営戦

略の検討及び重要事項の決議を行っております。 

当社の取締役は、社外取締役２名を含む５名であり、取締役会に出席し、経営全般への具申を行っており

ます。 

    当社では監査役会制度を採用し、取締役の業務執行の適法性、妥当性のチェックを行っております。監査

役会は毎月１回開催し、関係会社の状況につきましても監査を実施しております。また、定例取締役会及び

臨時取締役会には常勤監査役・非常勤監査役全員が出席し、状況報告以外に当社の経営戦略を円滑に遂行す

べく活発に議論を行い、具申を行っております。さらに監査役は、会計監査人と会計監査に関する状況につ

いて意見交換及び情報交換を行い、必要に応じて社内取締役、各部門の担当者から個別にヒアリングを行う

ことで、監査の質の向上に努めております。 

   

  ③内部統制システムの整備の状況 

    当社は、会社規模が小規模であることを考慮し、内部監査室を独立して設けておりませんが、内部牽制は

マネージメント・グループがあたり、適宜代表取締役社長に報告を行い、必要に応じて改善を指示すること

によって現場に密着した職務執行が可能なシステムを採用しております。 

また、職務分掌、職務権限規程をはじめとする各種規程を整備しており、取締役及び従業員が規程に記載

された責任と権限に基づいて職務を執行することにより、内部統制を行っております。 

    これらを通じて、法令諸規則の遵守、営業活動が適正に行われるよう内部統制の徹底を図っておりますが、

コーポレート・ガバナンスの徹底が求められている現状に鑑み、内部統制システムの整備を更に進めていく

所存であります。 

  

  ④リスク管理体制の整備の状況 

    当社を取り巻く様々なリスクを的確に把握し、それに迅速に対応することが重要であると認識し、多様な

リスク管理体制の確立に努めております。 

    取締役会の他、各部門会議において各部門が収集し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行い、社内に周知徹底を図っております。 

    また、当社は専門知識を有する社外取締役、社外監査役からの具申を通じて経営に牽制機能が働くような

体制を構築しております。 

当社は、法務問題の解決やコンプライアンス対応のため、法律事務所と顧問契約を締結しており、必要の

都度リーガルチェックを受けております。また当社は、版権ビジネスを行っておりますので、契約関係の重

要性を認識し、契約業務に従事する人員の育成と投入をおこなってまいります。 

   

⑤役員報酬の内容 

当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。  

１ 取締役及び監査役の年間報酬総額 

取締役  ５名 74,400千円（うち社外取締役 ２名 1,200千円） 

監査役  ３名 10,849千円（うち社外監査役 ２名 2,400千円） 

２ 利益処分による取締役及び監査役賞与金 

取締役  ５名 23,400千円（うち社外取締役 ２名 400千円） 

監査役  ３名  1,600千円（うち社外監査役 ２名 900千円） 

 

⑥監査報酬の内容 

当事業年度における当社の新日本監査法人への公認会計士法第２条第１項に規定する業務の報酬は7,750



 

 6

千円であり、左記以外の業務に基づく報酬はありません。 

 

⑦社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要 

当社社外取締役及び社外監査役は、うち社外監査役２名が当社株式36株を保有しております。 

うち社外監査役勝田哲司氏（平成18年３月24日退任予定）が当期末現在で当社株式20株を所有しておりま

す。 

同氏が兼務する会社と当社との間には、当事業年度において取引がありますが、一般的な取引条件に基づ

いた取引であり、関連当事者との取引の開示のとおりであります。 

社外取締役である下野誠一郎氏は、当社関係会社である株式会社アウルズ・エージェンシーの代表取締役

社長であり、こちらも関連当事者との取引の開示のとおりの取引があります。 

その他社外取締役１名及び社外監査役１名につきまして、当社との間に上記以外の人的関係、資本的関係

または取引関係その他利害関係はありません。 

 

⑧会計監査の状況 

当社は、証券取引法に基づく会計監査業務に新日本監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監

査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。当事業年度におい

て業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助員の構成については以下のとおりであります。 

１ 業務を執行した公認会計士の氏名 

指定社員  

業務執行社員  
斉藤 浩史 

指定社員  

業務執行社員  
福田 慶久 

２ 監査業務に係わる補助者の構成 

      公認会計士  １名 

      会計士補   ４名 

  （注）継続監査年数については、７年を超えていないため、記載を省略しております。 

 

 ⑨親会社等に関する事項 

   該当する事項はありません。 

 

（８）その他、会社の経営上の重要な事項 

  該当する事項はございません。 
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３ 経営成績 

（１）経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、民間設備投資の増加、企業収益の改善などに伴い、個人消費はおおむね

横ばいの状態から緩やかな増加で推移いたしました。当社が属する業界におきましても前事業年度に引き続き

クライアントの広告宣伝費は増加傾向にあり、アニメをはじめとする知的財産権に対する官民からの関心も依

然として高いものがあります。 

このような環境のなか当社は、「企画・制作機能」「広告代理店機能」「版権管理機能」の三位一体で総合

的かつ積極的な事業展開を行ってまいりました。 

   当社が確立したコンテンツの第１の柱としてテレビアニメでは、前年度に引き続いての「マシュマロ通信」

「ビューティフルジョー」の放映及び、海外向けではトランスフォーマー新シリーズの「TRANSFORMERS 

CYBERTRON」などが好調に推移しました。また、「ハローキティ」と並ぶサンリオの定番キャラクター「マイメ

ロディ」をアニメ化した「おねがいマイメロディ」の放映を開始いたしました。第２の柱である「セサミスト

リート」は前事業年度からのクライアントに加え、新規開拓も行っております。また、当事業年度におきまし

ては第３の柱であるイベントとして「スヌーピーライフデザイン展」他を開催しました。一方来期以降に展開

するコンテンツの投資を行った結果、当事業年度の売上高は6,509百万円と前年同期と比べ1,402百万円

(27.5％)の増収、経常利益は369百万円と前年同期と比べ65百万円(20.9％)の増益、当期純利益は212百万円と

前年同期と比べ47百万円（28.6％)の増益となりました。 

 

ユーザー別の業績を示すと次のとおりであります。 

① 一般向け 

    「セサミストリート」の売上が好調なことに加え、「スヌーピーライフデザイン展」他の開催により、売

上高は1,360百万円と前年同期と比べ872百万円(178.7％)の増収、営業利益は238百万円と前年同期と比べ152

百万円(177.7％)の増益となりました。  

② キッズ向け 

    「セサミストリート」他テレビアニメが順調に推移した結果、売上高は4,051百万円と前年同期と比べ276

百万円（7.3％)の増収、営業利益は701百万円と前年同期と比べ176百万円(33.6％)の増益となりました。 

③ 海外向け 

    「TRANSFORMERS CYBERTRON」をはじめとする番組販売によって、売上高は1,041百万円と前年同期と比べ203

百万円(24.3％)の増収、営業利益は954百万円と前年同期と比べ161百万円（20.4％)の増益となりました。 

 

メディア別の業績を示すと次のとおりであります。 

①出版 

    「週刊ガンダム」を中心として、売上高は179百万円と前年同期と比べ71百万円（65.8％)の増収、営業利

益は43百万円と前年同期と比べ8百万円(25.5％)の増益となりました。 

②ＴＶ 

    番組製作費の増加等を背景に、売上高は4,721百万円と前年同期と比べ640百万円(15.7％)の増収、営業利

益は1,547百万円と前年同期と比べ408百万円（35.9％)の増益となりました。 

③商品化権 

    「セサミストリート｣等が順調に推移した結果、売上高は681百万円と前年同期と比べ101百万円(17.4％)の

増収となりましたが、コスト面においては関連経費の増加等により営業利益は150百万円と前年同期と比べ10

百万円（6.4％)の減益となりました。 

④イベント 

    「スヌーピーライフデザイン展」他が新たに開催されたことにより、売上高は633百万円と前年同期と比べ

451百万円（248.1％)の増収、営業利益は93百万円と前年同期と比べ55百万円(147.2％)の増益となりました。 

 

（２）財政状態 

当社は、クライアントニーズに基づくコンテンツを開拓し、テレビを中心としたメディアミックスという手

法でビジネスを展開し、コンテンツの投資を行ってまいりました。当事業年度はコンテンツの投資等を手元資

金及び前受金で調達した結果、映像マスターをはじめとする有形固定資産が278百万円増加いたしました。また、

当事業年度以降の投資に対応するため、公募増資905百万円を行い、純資産が1,066百万円増加いたしました。 

その結果、現金及び預金が775百万円増加したことにより、総資産が750百万円増加しました。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当事業年度は税引前当期純利益を369百万円及び減価償却費で1,033百万円を計上した結果、営業キャッシュ・

フローとして1,266百万円と前年同期と比べ378百万円(42.7％)の増加をいたしました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は、当事業年度は1,167百万円と前年同期と比べ287百万円の減少となりました。

映像マスター（「トランスフォーマーギャラクシーフォース」「おねがいマイメロディ」「セサミストリート」

「ビューティフルジョー」「リュウケンドー」「マシュマロ通信」「それゆけ！徹之進」）への投資を行って

おります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー) 

  当事業年度は配当金の支払29百万円及び社債償還200百万円を行いましたが、株式の発行による収入905百万円

があったため、676百万円と前年同期と比べ698百万円の増加となりました。 

 

（３）次期の業績見通し 

   当社が属する業界におきましては、戦略的活用の見地から官民を問わず知的財産権への関心が高まりつつあ

りますものの、ユーザーに訴求できるコンテンツの多寡と多様なメディア展開が企業の成長を左右してゆくも

のと思われます。 

   このような環境のなか、当社は平成18年12月期においてもクライアント、コンテンツ、メディア、消費者を

効果的に結びつけるという基本戦略のもと、収益の２本柱である「テレビアニメ」と「セサミストリート」の

週４枠の番組体制を維持し、「企画・制作機能」において積極的な制作投資、「広告代理店機能」「版権管理

機能」では優良クライアントの開拓とメディアの確保に努め収益の多重性を図りつつ、「イベント」の展開に

も取り組んでまいります。 

   「テレビアニメ」におきましては、既に第１四半期より「キッズ向け」を対象とした「トランスフォーマー

シリーズ」の後継作品である「魔弾戦記リュウケンドー」と当社が原作権を保有する「それゆけ！徹之進」の

放映が開始されており、さらに株式会社サンリオの定番キャラクター「マイメロディ」のテレビアニメのシリ

ーズ化が決定し、第２四半期より放映開始が予定されております。当社は、これらのコンテンツを通じて企画・

製作、クライアントからの番組提供料、商品化権・ビデオグラム化権等の許諾、海外向け番組販売など幅広く

収益を確保するよう努めます。 

   「セサミストリート」におきましては、認知度の高いコンテンツの強みを活かし、引き続き優良クライアン

トの深耕・獲得に努め、番組提供料、商品化権・ビデオグラム化権、広告販促等の許諾を行ってまいります。 

  「イベント」におきましては、「ＳＮＯＯＰＹ ｉｎ Ｍｕｓｅｕｍ」、「ＴＨＥドラえもん展」に続く第

三弾として「スヌーピーライフデザイン展」を前期に引き続き開催中であり、全国各地を巡回する予定であり 

ます。本件イベントにおいて当社は、イベント全般の企画・制作等にあたり、多様なメディア展開を強化いた

します。 

   また、自社のみならず他社が保有する有力キャラクターを用いて出版事業を本格的に立ち上げるべく事業開

発を進め、一層の業容の拡大をはかってまいる所存であります。 

   これらにより、通期の業績見通しにつきましては、売上高6,800百万円、経常利益422百万円を見込んでおり

ます。 

一方、「固定資産の減損に係る会計基準」を平成18年12月期第1四半期から適用いたします。その結果、特別

損益として減損損失を第１四半期に201百万円程度計上する予定であります。その結果、当期純利益は115百万

円を見込んでおります。 

 

４ 時価発行公募増資に係わる資金使途計画及び資金充当実績 

  平成17年６月１日に実施した有償一般募集による増資（調達金額787百万円）の資金使途計画及び資金充当実績

は、次のとおりであります。 

（１）資金使途計画 

     全額をアニメーション映像マスターの制作資金とし充当する予定であります。 

（２）資金充当実績 

     「トランスフォーマーギャラクシーフォース」「おねがいマイメロディ」「ビューティフルジョー」「セ

サミストリート」の映像マスター制作費に計画どおり充当中であります。 

 

  平成17年６月24日に実施した有償第三者割当増資（オーバーアロットメントに関連した第三者割当増資）によ
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る増資（調達金額118百万円）の資金使途計画及び資金充当実績は、次のとおりであります。 

（１）資金使途計画 

     全額をアニメーション映像マスターの制作資金として充当する予定であります。 

（２）資金充当実績 

    「トランスフォーマーギャラクシーフォース」「おねがいマイメロディ」「ビューティフルジョー」「セ

サミストリート」の映像マスター制作費に計画どおり充当中であります。 



 

 10

５ 財務諸表等 

(1) 【財務諸表】 

①【貸借対照表】 
 

  
前事業年度 

(平成16年12月31日) 
当事業年度 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  748,285  1,523,658

２ 受取手形  118,144  43,360

３ 売掛金  1,162,980  1,082,663

４ 有価証券  20,679  20,697

５ 商品  497  662

６ 未成業務支出金  233,056  271,523

７ 前払金  489,300  236,250

８ 前払費用  34,435  26,640

９ 繰延税金資産  64,071  73,569

10 その他  67,719  45,759

  貸倒引当金  ―  △2,300

流動資産合計  2,939,170 70.9  3,322,485 67.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  30,982 30,982 

減価償却累計額  △10,596 20,386 △13,928 17,054

(2) 車両運搬具  6,108 6,108 

減価償却累計額  △811 5,296 △2,501 3,606

(3) 工具器具備品  45,112 44,177 

減価償却累計額  △29,719 15,393 △32,321 11,855

(4) 映像マスター  2,783,397 4,185,337 

減価償却累計額  △1,966,909 816,488 △3,081,422 1,103,915

  (5) 土地  109 109 109 109

有形固定資産合計  857,675 20.7  1,136,542 23.2

２ 無形固定資産   

(1) 商標権  4,770  5,465

(2) ソフトウェア  1,347  1,078

(3) 電話加入権  1,012  1,012

無形固定資産合計  7,130 0.2  7,555 0.1
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前事業年度 

(平成16年12月31日) 
当事業年度 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  15,240  19,160

(2) 関係会社株式  30,000  30,000

(3) 長期貸付金  ―  65,287

(4) 長期前払費用  20,625  ―

(5) 保険積立金  145,821  181,183

(6) 敷金保証金  51,098  44,359

(7) 会員権  26,155  29,536

(8) 繰延税金資産  52,182  58,251

(9) その他  ―  9,323

  貸倒引当金  ―  △8,474

投資その他の資産合計  341,122 8.2  428,627 8.8

固定資産合計  1,205,928 29.1  1,572,724 32.1

資産合計  4,145,099 100.0  4,895,210 100.0
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前事業年度 

(平成16年12月31日) 
当事業年度 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 業務未払金  1,004,609  1,132,043

２ 1年以内償還予定社債  200,000  ―

３ 未払金  9,259  8,667

４ 未払費用  7,450  5,845

５ 未払法人税等  69,992  109,160

６ 未払消費税等  9,402  5,701

７ 製作委員会仮受金  79,742  6,324

８ 前受金  473,361  134,662

９ 預り金  3,393  3,507

10 仮受金  100,188  226,859

11 賞与引当金  5,793  6,281

12 その他  910  868

流動負債合計  1,964,104 47.4  1,639,923 33.5

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  5,368  7,661

２ 役員退職慰労引当金  121,625  127,097

固定負債合計  126,994 3.1  134,759 2.8

負債合計  2,091,098 50.5  1,774,682 36.3

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※１ 714,150 17.2  1,166,974 23.8

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  697,250  1,150,074

資本剰余金合計  697,250 16.8  1,150,074 23.5

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  5,977  5,977

２ 任意積立金   

 (1) 別途積立金  350,000 350,000 450,000 450,000

３ 当期未処分利益  281,805  340,332

利益剰余金合計  637,782 15.4  796,309 16.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※２ 4,818 0.1  7,170 0.1

資本合計  2,054,000 49.5  3,120,527 63.7

負債・資本合計  4,145,099 100.0  4,895,210 100.0
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②【損益計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  5,106,689 100.0  6,509,606 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首商品たな卸高  1,892 497 

２ 当期制作仕入高  3,700,462 4,602,524 

合計  3,702,354 4,603,021 

３ 期末商品たな卸高  497 3,701,857 72.5 662 4,602,359 70.7

売上総利益  1,404,831 27.5  1,907,247 29.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 販売費及び一般管理費 ※２ 1,090,972 21.4  1,515,166 23.3

営業利益  313,859 6.1  392,080 6.0

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  595 1,098 

２ 受取配当金  49 796 

３ 事務処理料収入 ※１ 3,000 3,000 

４ その他  47 3,692 0.1 901 5,796 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息保証料  1,700 1,758 

２ 社債利息  2,760 2,760 

３ 上場関係費用  6,867 9,825 

４ 新株発行費  ― 13,999 

５ その他  470 11,798 0.2 ― 28,342 0.4

経常利益  305,753 6.0  369,533 5.7

Ⅵ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※３ 1,053 1,053 0.0 11 11 0.0

税引前当期純利益  304,700 6.0  369,522 5.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 144,571 173,802 

法人税等調整額  △5,375 139,196 2.8 △17,134 156,667 2.4

当期純利益  165,503 3.2  212,854 3.3

前期繰越利益  116,301  127,477

当期未処分利益  281,805  340,332
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③【キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  304,700 369,522 

減価償却費  734,960 1,033,735 

貸倒引当金の増加  ― 10,774 

退職給付引当金の増加  1,346 2,293 

役員慰労引当金の増加  5,472 5,472 

賞与引当金の増加  854 487 

有形固定資産除却損  1,053 11 

受取利息及び受取配当金  △644 △1,895 

支払利息及び社債利息  2,760 2,950 

売上債権の（△増加）減少  △423,553 155,100 

たな卸資産の（△増加）減少  1,395 △165 

仕入債務の増加  14,545 127,504 

前払金の増加  △52,137 △65,438 

仮受金・前受金の増加（△減少）  493,633 △285,445 

役員賞与の支払額  △10,000 △25,000 

その他  △34,669 80,265 

小計  1,039,714 1,410,173 

利息及び配当金の受取額  366 1,591 

利息の支払額  △2,760 △2,950 

法人税等の支払額  △150,178 △142,658 

営業活動によるキャッシュ・フロー  887,142 1,266,155 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △1,396,399 △1,079,437 

投資有価証券の取得による支出  △5,000 ― 

貸付金による支出  △10,750 △90,000 

貸付金回収による収入  ― 36,712 

その他  △42,741 △34,616 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,454,891 △1,167,340 

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  ― 905,648 

   社債償還による支出  ― △200,000 

配当金の支払額  △21,952 △29,072 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △21,952 676,575 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額  △589,701 775,390 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,358,666 768,965 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  768,965 1,544,355 

 
  

 



 

 15

④ 【利益処分計算書】 
 

  
前事業年度 

(平成17年３月25日) 
当事業年度 

(平成18年３月24日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  281,805  340,332

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  29,328 40,656 

２ 役員賞与金  25,000 26,000 

３ 任意積立金   

  別途積立金  100,000 154,328 100,000 166,656

Ⅲ  次期繰越利益  127,477  173,676

   

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 
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重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法 

(1) 子会社株式 

  移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式 

  同左 

 (2) 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、売却原価は主として移動平

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) その他有価証券 

  同左 

２ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 商品 

  移動平均法による原価法 

(1) 商品 

  同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

  定率法 

  なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。 

  ただし、平成10年4月１日以降取得した

建物（建物附属設備は除く）について

は、定額法によっております。 

(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日以降取得した建物（建物

附属設備は除く）については、定額法

を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

  建物及び構築物 8～39年 

  工具器具備品  4～15年 

  車両運搬具   6年 

  映像マスター  2年 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

  なお、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）に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

  同左 

   

 (3) 長期前払費用 

  定額法 

(3) 長期前払費用 

  同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、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、個別債権

の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。 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、当

期の負担すべき支給見込額を計上して

おります。 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

  同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 (3) 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の見込額に基
づき計上しております。退職給付見込額は、
退職給付会計基準に定める簡便法(退職給
付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法)により計算しております。

(3) 退職給付引当金 
  同左 

 
(4) 役員退職慰労引当金 
  役員の退職慰労金の支給に備えるた
め、内規に基づく期末要支給額を計上して
おります。 

(4) 役員退職慰労引当金 
  同左 

５ キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

 手元現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流

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

ない短期的な投資からなっております。 

同左 

６ その他財務諸表作成のため

の重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

  同左 
 
 

追加情報 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――― 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第９号)

が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以後に開始

する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、

当会計年度から「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」(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)に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が8,024千円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が8,024千円減少して

おります。 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成16年12月31日) 

当事業年度 
(平成17年12月31日) 

※１ 会社が発行する株式の総数 普通株式 45,000株

   発行済株式の総数 普通株式 12,220株
 

※１ 会社が発行する株式の総数 普通株式 45,000株

   発行済株式の総数 普通株式 29,040株
 

※２ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が4,818千円増加し

ております。 

   「その他有価証券」の時価評価による4,818千円について

は商法施行規則第124条第３号の規定により利益の配当に

充当することを制限されております。 

※２ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が7,170千円増加し

ております。 

   「その他有価証券」の時価評価による7,170千円について

は商法施行規則第124条第３号の規定により利益の配当に

充当することを制限されております。 

 ３ 偶発債務 

   下記子会社の金融機関からの借入に対して債務保証を行

っております。 

㈱アウルズ・エージェンシー 9,384千円
 

 ３ 偶発債務 

   下記子会社の金融機関からの借入に対して債務保証を行

っております。 

㈱アウルズ・エージェンシー 6,888千円
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 関係会社との取引 

   事務処理料収入     3,000千円 

※１ 関係会社との取引 

   事務処理料収入     3,000千円 

※２ 販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費 

   66.8％、一般管理費は33.2％です。 

   販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次の通りで

す。 

映像マスター減価償却費 723,615千円

役員報酬 88,874千円

給料手当 69,185千円

租税公課 10,224千円

法定福利費 16,640千円

賞与引当金繰入額 23,218千円

退職給付引当金繰入額 1,346千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,472千円

賃借料 43,407千円

減価償却費 11,225千円
 

※２ 販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費 

   75.4％、一般管理費は24.6％です。 

   販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次の通りで

す。 

映像マスター減価償却費 1,114,513千円 

貸倒引当金繰入額 10,774千円 

役員報酬 85,249千円 

給料手当 77,575千円 

租税公課 21,249千円 

法定福利費 18,415千円 

賞与引当金繰入額 24,707千円 

退職給付引当金繰入額 2,293千円 

役員退職慰労引当金繰入額 5,472千円 

賃借料 44,547千円 

減価償却費 10,530千円 
 

※ ３ 固定資産除却損の内容は次の通りです。 

車両運搬具 1,005千円

工具器具備品 48千円 

   計 1,053千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は次の通りです。 

 

工具器具備品 11千円

   計 11千円

 

 

 
(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

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 748,285千円

有価証券 20,679千円

現金及び現金同等物 768,965千円
 

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 1,523,658千円

有価証券 20,697千円

現金及び現金同等物 1,544,355千円
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(リース取引関係) 

前事業年度(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

リース取引金額の重要性がないため、注記を省略しております。 

当事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

リース取引金額の重要性がないため、注記を省略しております。 

 
(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの  

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表日
における 
貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表日 
における 
貸借対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

株式 

 

 

2,210 10,240 8,030 2,210

 

 

14,160 11,950

合計 2,210 10,240 8,030 2,210 14,160 11,950

 （注）有価証券の減損処理にあたっては、個別銘柄毎に、市場価格の推移及び市場の動向、最高値・最安値と取
得価格との乖離状況等、保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用各付や公表財務諸
表ベースでの各種財務比率の検討等を行なうことにより総合的に判断しております。 
     

 

２ 時価評価されていない主な有価証券  

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 区分 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 公社債投資信託 20,679 20,697

非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 5,000 5,000

合計 25,679 25,697

 

 (デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

当社はデリバティブ取引を全くおこなっていないため、該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

当社はデリバティブ取引を全くおこなっていないため、該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。

  なお、小規模企業等における簡便法の採用により退職給付

に係る期末自己支給額を退職金給付債務としております。

１ 採用している退職給付制度の概要 

  同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付引当金の額 5,368千円
 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付引当金の額 7,661千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

退職給付費用の額 1,346千円

 1,346千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

退職給付費用の額 2,293千円

 2,293千円
 

 
(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

減価償却費否認額 27,099千円

未払事業税 5,992千円

賞与引当金超過額 2,317千円

役員退職慰労引当金否認額 48,650千円

退職給付引当金繰入超過額 1,904千円

返品損失否認額 25,305千円

会員権評価損否認額 4,840千円

商品廃棄損否認額 3,356千円

その他有価証券評価差額金 △3,212千円

繰延税金資産の合計額 116,254千円
 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

減価償却費否認額 35,008千円

未払事業税 8,849千円

賞与引当金超過額 2,833千円

役員退職慰労引当金否認額 50,839千円

退職給付引当金繰入超過額 3,042千円

返品損失否認額 25,277千円

会員権評価損否認額 4,840千円

商品廃棄損否認額 1,599千円

貸倒引当金超過額 4,309千円

その他有価証券評価差額金 △4,780千円

繰延税金資産の合計額 131,820千円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との負担率と

の間に重要な差異がある場合 

 

法定実効税率 40.0％

（調整） 

交際費等の永久に損金算入されない項目 2.1％

住民税均等割等 0.3％

法定実効税率の変更による差異 2.0％

その他 1.2％

税効果適用後の法人税等の負担率 45.6％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との負担率と

の間に重要な差異がある場合 

 

法定実効税率 40.0％

（調整） 

交際費等の永久に損金算入されない項目 1.5％

住民税均等割等 0.2％

その他 0.7％

税効果適用後の法人税等の負担率 42.4％
 

３ 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債

の金額の修正 

  地方税法等の改正（平成16年４月１日以降開始事業年度よ

り法人事業税に外形標準課税を導入）に伴い、当事業年度末

における一時差異は改正後の実効税率（40.00％）であります。

 この税率の変更により、当事業年度末の繰延税金資産（流動）

の金額が3,283千円減少し、当事業年度末に収益計上された法

人税等調整額が3,283千円減少しております。 
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(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

該当事項はありません。 

 
【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

1 子会社等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又

は出資金

(千円） 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有(被所

有）割合（％）
役員の兼任

等 

事業上の関

係 

取引の

内容 

取引金

額(千

円） 

科目

期末残

高(千

円） 

子会

社 

株式会社アウ

ルズ・エージェ

ンシー 

東京都

千代田

区 

40,000 国内外の

出版・映像

物・音楽著

作権の売

買 

直接所有

75％ 

兼任２人 海外マーケ

ティング・

翻訳等の依

頼 

総務・

経理業

務の事

務処理 

3,000 ― ― 

 (注)上記金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

  事務処理料については、外注した場合の市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交渉のうえ決定

しております。 

 

当事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金

又は出

資金

(千円） 

事業の内容又は職

業 

議決権等

の所有

(被所有）

割合（％）

役員の

兼任等
事業上の関係

取引

の内

容 

取引金額

(千円） 
科目

期末残

高(千

円） 

業務

請負 

226,113 売掛

金 

44,898役員 勝田哲司 ― ― 当社監査役 

 

サントリーパブリ

シティサービス㈱

代表取締役 

― ― 当社の業務の

一部請負及び

委託 業務

委託 

13,513 業務

未払

金 

14,188

 (注)上記金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

1.当社の監査役勝田哲司は、サントリーパブリシティサービス㈱の代表取締役を兼務しており、上記の取引は同

社との取引であり、いわゆる第三者のための取引であります。 

２.取引条件及び取引条件の決定方針等 

 サントリーパブリシティサービスに対する営業取引の条件は、市場価格を参考に、協議のうえ決定してお

ります。 
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２ 子会社等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又

は出資金

(千円） 

事業の内容又

は職業 

議決権等の所

有(被所有）割

合（％） 
役員の

兼任等

事業上の関

係 

取引の内

容 

取引金

額(千

円） 

科目

期末

残高

(千

円）

子会

社 

株式会社アウ

ルズ・エージェ

ンシー 

東京都

千代田

区 

40,000 国内外の出

版・映像物・

音楽著作権の

売買 

直接所有75％ 兼任２

人 

海外マーケ

ティング・

翻訳等の依

頼 

総務・経理

業務の事

務処理 

3,000 ― ― 

 (注)上記金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

  事務処理料については、外注した場合の市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交渉のうえ決定

しております。 

 
(１株当たり情報) 

 

 前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 166,039円35銭 106,560円86銭

１株当たり当期純利益 11,497円87銭 6,895円26銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式がない為記

載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式がない為記

載しておりません。 

   当社は、平成17年８月19日付で普通株

式１株に対し普通株式２株の割合で株式

分割を行いました。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合における（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 83,019円68銭 

１株当たり当期純利益 5,748円95銭 

 

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当期純利益 165,503千円 212,854千円 

普通株主に帰属しない金額 25,000千円 26,000千円 

 （うち利益処分による役員賞与金） 25,000千円 26,000千円 

普通株式に係る当期純利益 140,503千円 186,854千円 

普通株式の期中平均株式数 12,220株 27,099株 

 

 (重要な後発事象) 

該当する事項はありません。 
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６ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

(2) 受注実績 

該当事項はありません。 

(3) 販売実績 
 

ユーザー別の名称 主なコンテンツ名 金額(千円) 前年同期比(％)

一般向け 
セサミストリート 
スヌーピーライフデザイン展 

1,360,801 278.7

キッズ向け 
セサミストリート 
ビューティフルジョー 
おねがいマイメロディ 

4,051,195 107.3

海外向け 
TRANSFORMERS CYBERTRON 
ぴちぴちピッチ 

1,041,452 124.3

その他 ― 56,155 922.8

合計 6,509,606 127.5

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 海外向けには㈱タカラを通しての販売913,520千円を含みます。 

メディア別の名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

出版 179,348 165.8

TV 4,721,671 115.7

商品化権 681,786 117.4

イベント 633,403 348.1

その他 293,395 189.2

合計 6,509,606 127.5

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 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は、次の通りであります。 

前事業年度 当事業年度 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈱タカラ 1,387,564 27.2 1,427,264 21.9

(注) 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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