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平成18年３月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
平成18年２月15日 

上 場 会 社 名 株式会社 ＧＤＨ （コード番号：3755  東証マザーズ） 

(URL http://www.gdh.co.jp/)    

問 合 せ 先 

 

代表者役職名 代表取締役社長    氏 名 石川 真一郎 

責任者役職名 ファイナンス部門長  氏 名 後藤 文明   TEL (03)5358-1923 

 
 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

（1）四半期連結財務諸表の作成基準           ： 中間連結財務諸表作成基準 

（2）最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無  ： 無 

（3）連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ： 有 

連結：（新規）３社 （除外）－社     持分法：（新規）－社 （除外）－社 

（4）会計監査人の関与                 ： 有 

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示

等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に

基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 

（1）連結経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期（当期） 
純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年３月期第３四半期 5,224 26.3 235 △10.7 252 5.1 144 29.6

平成17年３月期第３四半期 4,136 － 263 － 240 － 111 －

（参考） 平成17年３月期 6,294 － 495 － 466 － 315 －

 

 
１株当たり四半期
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期
（当期）純利益 

円 銭 円 銭

平成18年３月期第３四半期 2,924 69 2,672 08

平成17年３月期第３四半期 5,109 41 5,001 27

（参考） 平成17年３月期 14,071 48 13,473 96

(注)１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。 
２．平成17年３月期第１四半期より四半期業績状況の開示を行なっているため、平成17年３月期第３四半期の増
減率は記載しておりません。 

３．期中平均株式数(連結)は下記のとおりです。 
17年３月期第３四半期 21,768株   18年３月期第３四半期 49,284株   17年３月期 22,425株 

４．当社は平成17年５月20日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。なお、１株当たり第３四半
期純利益及び、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益は、期首に分割が行われたものとして算出して
おります。 
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[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景況感が回復基調で推移し、国内株価も同様に上

昇を続けており、個人消費につきましても堅調に推移する状況でありました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、ＧＯＮＺＯブランドを核とした、コンテンツの企画・

制作・販売並びにプロデュース機能の強化、海外向け事業の推進、ビデオグラム事業の強化などに積極

的に取り組みました。 

また、当社グループでの更なる成長を実現する為、平成17年７月にキッズ向けアニメーション事業へ

の取り組み強化として、株式会社ゴンジーノを100％子会社として設立、平成17年９月にアニメ事業と

の相乗効果及び今後の高成長が見込まれるオンラインゲームの企画・運営事業を行う、株式会社ワープ

ゲートオンライン（現 株式会社ゴンゾロッソオンライン）を買収しました。 

さらに、平成17年12月には、当社グループの高度な財務戦略を実現するべく、コンテンツファンド及

びＶＣファンドの組成・運営事業を行う株式会社ＧＤＨキャピタルを100％子会社として設立するなど、

グループ経営の発展に努めて参りました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は5,224百万円(前年同期比26.3%増)、経常利益は

252百万円(前年同期比5.1%増)、第３四半期純利益は144百万円(前年同期比29.6%増)となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（制作事業） 

当第３四半期連結会計期間におきましては、ホビー向け作品として「バジリスク～甲賀忍法帖

～」、「スピードグラファー」、「トリニティ・ブラッド」、「ソルティ・レイ」、「戦闘妖精雪

風」及び「ＢＬＡＣＫ ＣＡＴ」、キッズ向け作品として「トランスフォーマーギャラクシーフォ

ース」及び「Ｇ．Ｉ．ＪＯＥ ＳＩＧＭＡ６」といったテレビ向けアニメ、並びに劇場向けアニメ

作品として「銀色の髪のアギト」の制作を中心に業務を行いました。 

その結果、当事業の売上高は3,333百万円(前年同期比50.4%増)、営業利益は396百万円(前年同期

比422.5%増)となりました。 

 

（ライツ事業） 

「ＳＡＭＵＲＡＩ７」、「砂ぼうず」、「巌窟王」、「クロノクルセイド」、「爆裂天使」、

「カレイドスター」、「戦闘妖精雪風」を中心とした、アニメ作品のビデオグラム化・海外番組販

売などの版権収入や印税収入が順調に推移いたしました。 

また、ビデオグラム発売元事業におきましては、新規に「スピードグラファー」、「バジリスク

～甲賀忍法帖～」の発売を開始いたしましたが、前連結会計年度の下半期放映作品について、ビデ

オグラム発売元事業の取扱作品数が減少したことや、ＳＰＣ方式の導入により、ライツ事業の収益

計上方法が従来の委員会方式と異なることなどがライツ事業の業績に影響を与えました。 

その結果、当事業の売上高は1,596百万円(前年同期比10.8%減)、営業利益は316百万円(前年同期

比36.9%減)となりました。 

 

（その他事業） 

当第３四半期連結会計期間より、オンラインゲームの企画・運営事業について、その他事業に追

加して開示を行います。 
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モバイルサイトの企画・運営事業につきましては、アニメ専門誌「月刊Newtype」(株式会社角川

書店)のモバイルサイトである、iモード版「Newtype i」、KDDI版「EZ Newtype」、ボーダフォン

版「Newtype V」及びＧＯＮＺＯが手掛けるアニメ作品の情報を提供するモバイルサイト「深夜ア

ニメＧＯＮＺＯ」のサービス充実に取り組みましたが、競合他社のモバイルサイト数の増加にとも

ない、競争が激化している状況となっております。 

オンラインゲームの企画・運営事業につきましては、ゲームタイトル数の増加により、競争が激

しさを増しておりますが、当社グループが企画・運営するオンラインゲーム「ナイトオンライン」

につきましては、会員数及び顧客単価ともに堅調に推移いたしました。 

その結果、当事業の売上高は294百万円(前年同期比124.9%増)、営業利益は100百万円(前年同期

比182.7%増)となりました。 

 

（2）連結財政状態の変動状況                        （百万円未満切捨） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円    銭

平成18年３月期第３四半期 10,926 2,914 26.7 58,419 25

平成17年３月期第３四半期 6,404 2,505 39.1 102,553 31

（参考） 平成17年３月期 7,478 2,700 36.1 110,547 84

(注) 期末発行済株式数 17年３月期第３四半期 24,432株 18年３月期第３四半期 49,882株 17年３月期 24,432株 

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況                     （百万円未満切捨） 

 
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

百万円 百万円 百万円 百万円 

平成18年３月期第３四半期 94 △3,612 3,681 1,792

平成17年３月期第３四半期 971 △1,286 53 1,353

（参考） 平成17年３月期 2,377 △2,085 △278 1,621

 
 

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という)は、1,792

百万円となりました。当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次の

とおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、94百万円となりました。これ

は主に、税金等調整前第３四半期純利益を252百万円計上したものの、仕掛品の増加が568百万円、法

人税等の支払額が361百万円あったこと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) 

当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、3,612百万円となりました。こ

れは主に、子会社株式の取得2,105百万円及びコンテンツ版権に対する投資1,152百万円によるもので

あります。 
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は、3,681百万円となりました。こ

れは主に、長期借入金の返済が532百万円あったものの、短期借入金の増加が2,420百万円及び長期借

入金による収入が1,800百万円あったことによるものであります。 

 

３．平成18年３月期の連結業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

（1）連結業績予想 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 8,000 580 334 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   6,835円30銭 
 
 

[業績予想に関する定性的情報等] 

当社グループを取り巻く事業環境は、国内外における日本製アニメ作品への注目度がより一層高まる

ことや、ＤＶＤ等のデジタルメディアの普及等が予測されるものの、アニメ業界に対する注目度の高さ

ゆえ、更なる競争激化が見込まれます。 

この様な事業環境のもと、当第３四半期の業績は概ね計画どおりに推移し、平成17年５月18日に開示

しました、平成18年３月期の通期における連結業績予測に変更はありません。 

なお、当社グループの業績につきましては、テレビ向けアニメ作品の放映が４～９月又は10～３月の

期間に多く、アニメ作品の受注が当該放映時期の１年前になることが多々あること、海外ライセンシー

の許諾を放映開始又は放映終了に併せて行なっていることなどから、例年の傾向として、売上高並びに

利益の計上が第２四半期及び第４四半期に集中し、第１四半期及び第３四半期は相対的に低い水準とな

る傾向にあります。 

 

 

※ 上記業績予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な
要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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４ 四半期連結財務諸表等 

（1）四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期 

連結会計期間末 

当第３四半期 

連結会計期間末 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成16年12月31日) (平成17年12月31日) (平成17年３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   1,353,644 1,792,288  1,624,938 

 ２ 受取手形及び売掛金   1,414,770 1,241,665  1,750,469 

 ３ たな卸資産   1,406,361 2,019,089  1,450,547 

 ４ その他   173,055 529,916  269,412 

 ５ 貸倒引当金   △58 △28  △88 

   流動資産合計   4,347,773 67.9 5,582,932 51.0  5,095,281 68.1

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※1  71,626 1.1 128,979 1.2  83,187 1.1

 ２ 無形固定資産     

  (1) コンテンツ版権   959,626 844,986  878,040 

    (2) コンテンツ版権 

        仮勘定 
  599,631 1,150,699  650,176 

  (3) 連結調整勘定   － 2,103,363  － 

  (4) その他 ※2  83,470 114,101  120,183 

   無形固定資産合計   1,642,729 25.6 4,213,150 38.6  1,648,400 22.1

 ３ 投資その他の資産 ※3,4  342,792 5.4 1,001,610 9.2  652,011 8.7

   固定資産合計   2,057,148 32.1 5,343,740 49.0  2,383,599 31.9

   資産合計   6,404,921 100.0 10,926,673 100.0  7,478,880 100.0
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前第３四半期 

連結会計期間末 

当第３四半期 

連結会計期間末 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成16年12月31日) (平成17年12月31日) (平成17年３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 支払手形及び買掛金   480,032 597,463  462,570 

 ２ 短期借入金 ※２  250,000 2,620,000  200,000 

 ３ 一年以内返済予定 

    長期借入金 
※２  643,250 603,360  493,250 

 ４ 未払金   319,874 528,831  501,708 

 ５ 前受金   1,438,230 1,618,287  2,159,438 

 ６ その他   314,768 405,417  619,717 

   流動負債合計   3,446,155 53.8 6,373,360 58.3  4,436,685 59.3

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債   120,000 －  60,000 

 ２ 長期借入金 ※２  214,800 1,402,250  145,300 

 ３ その他   118,383 236,993  135,990 

   固定負債合計   453,183 7.1 1,639,243 15.0  341,290 4.6

   負債合計   3,899,339 60.9 8,012,604 73.3  4,777,975 63.9

     

   (少数株主持分)     

  少数株主持分   － － － －  － －

     

    (資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,322,572 20.6 1,350,669 12.5  1,322,572 17.7

Ⅱ 資本剰余金   1,363,722 21.3 1,391,819 12.7  1,363,722 18.2

Ⅲ 利益剰余金   △180,712 △2.8 167,758 1.5  23,617 0.3

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  － － 3,821 0.0  △9,007 △0.1

   資本合計   2,505,582 39.1 2,914,068 26.7  2,700,904 36.1

   負債、少数株主持分 

      及び資本 
  6,404,921 100.0 10,926,673 100.0  7,478,880 100.0
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（2）四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期 

連結会計期間 

当第３四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

  
(自 平成16年４月１日 

 至 平成16年12月31日) 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年12月31日) 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３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   4,136,953 100.0 5,224,039 100.0  6,294,146 100.0

Ⅱ 売上原価   3,165,090 76.5 3,917,890 75.0  4,827,511 76.7

   売上総利益   971,862 23.5 1,306,149 25.0  1,466,634 23.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  708,369 17.1 1,070,752 20.5  970,869 15.4

   営業利益   263,493 6.4 235,397 4.5  495,765 7.9

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  212 227 388  

２ 為替差益  11,597 12,788 20,630  

３ 補助金収入  － 24,519 －  

４ その他  5,326 17,136 0.4 11,920 49,454 0.9 3,170 24,190 0.4

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  25,000 22,436 32,231  

２ 持分法による投資損失  － 8,266 3,088  

３  その他  15,316 40,316 1.0 1,650 32,353 0.6 17,917 53,236 0.9

   経常利益   240,313 5.8 252,498 4.8  466,719 7.4

Ⅵ 特別利益   － － － －  － －

Ⅶ 特別損失 ※2  1,169 0.0 252 0.0  2,467 0.0

   税金等調整前第３ 

   四半期(当期)純利益 
  239,143 5.8 252,245 4.8  464,251 7.4

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 71,468 132,212 228,534  

   法人税等調整額  56,452 127,920 3.1 △24,106 108,105 2.0 △79,835 148,698 2.4

   第３四半期(当期) 

      純利益 
  111,222 2.7 144,140 2.8  315,552 5.0
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（3）四半期連結剰余金計算書 

  
前第３四半期 

連結会計期間 

当第３四半期 

連結会計期間 
前連結会計年度 

  
(自 平成16年４月１日 

 至 平成16年12月31日)

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年12月31日)

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  865,044 1,363,722  865,044

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 増資による新株の発行  270,025 － 270,025 

２ 新株引受権及び新株予約権の権

利行使 
228,652 498,677 28,097 28,097 228,652 498,677

Ⅲ 資本剰余金 

  第３四半期末(期末)残高 

 

1,363,722 1,391,819  1,363,722

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △291,934 23,617  △291,934

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 第３四半期（当期）純利益  111,222 111,222 144,140 144,140 315,552 315,552

Ⅲ 利益剰余金 

  第３四半期末(期末)残高 
 △180,712 167,758  23,617
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（4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期 

連結会計期間 

当第３四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度 

 

  
(自 平成16年４月１日 

 至 平成16年12月31日)

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年12月31日)

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３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 
 

    税金等調整前第３ 

   四半期(当期)純利益 
 239,143 252,245 464,251

    減価償却費  405,403 644,420 741,981

   連結調整勘定償却額  － 35,650 －

    コンテンツ版権原価  128,907 88,153 384,054

    貸倒引当金の増加額(△減少額)  0 △60 30

    受取利息及び受取配当金  △212 △3,714 △388

    支払利息  25,000 22,436 32,231

     新株発行費  15,223 1,591 17,503

    為替差損(△益)  △5,300 444 1,233

    固定資産除却損  1,169 252 2,467

    匿名組合関連費  27,418 19,217 44,984

    持分法による投資損失  － 8,266 3,088

    売上債権の減少額(△増加額)  △395,746 574,092 △718,845

    たな卸資産の減少額(△増加額)  △163,917 △568,542 △208,103

    仕入債務の増加額(△減少額)  △81,574 124,270 △99,035

      未払金の増加額(△減少額)  65,312 125,081 180,472

      前受金の増加額(△減少額)  525,454 △541,151 1,246,662

      預り金の増加額  75,277 △110,590 211,986

      立替金の減少額(△増加額)  5,117 △39,513 △45,034

      その他  144,174 △158,000 166,132

    小計  1,010,850 474,549 2,425,672

    利息及び配当金の受取額  211 3,716 388

    利息の支払額  △26,556 △22,267 △34,236

    法人税等の支払額  △13,500 △361,162 △14,606

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 971,005 94,836 2,377,217
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前第３四半期 

連結会計期間 

当第３四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度 

 

  
(自 平成16年４月１日 

 至 平成16年12月30日)

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年12月31日)

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
 

    定期預金解約による収入  － 3,500 －

     有形固定資産の取得による支出  △40,235 △60,152 △61,496

     無形固定資産の取得による支出  △61,843 △19,761 △104,283

      投資有価証券の取得による支出  － － △2,605,845

      投資有価証券の売却による収入  － － 2,463,787

   長期前払費用の増加による支出  － △61,098 －

     貸付けによる支出  △54,921 △49,306 △72,497

     貸付金の回収による収入  24,164 3,525 24,302

      敷金保証金の差入れによる支出  △780 △103,826 △1,670

      敷金保証金の返還による収入  597 240 867

      コンテンツ版権投資による支出  △1,008,219 △1,152,512 △1,451,786

      出資金の支払いによる支出  － △8,000 △15,000

     関係会社株式の取得による支出  △1,225 － △1,225

     連結範囲の変更を伴う子会社 

株式の取得による支出 
※２ － △2,105,653 －

      匿名組合出資金の払込による 

支出 
 － △57,375 △257,475

      その他  △143,591 △2,448 △3,126

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △1,286,056 △3,612,866 △2,085,449

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
 

    短期借入金増減額  △240,000 2,420,000 △290,000

    長期借入れによる収入  － 1,800,000 2,000,000

     長期借入金の返済による支出  △402,800 △532,940 △2,622,300

    社債の償還による支出  △60,000 △60,000 △120,000

    株式の発行による収入  755,925 54,603 753,645

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 53,125 3,681,663 △278,654

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額 
 5,293 7,216 △1,951

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の増加額（△減少額） 
 △256,632 170,849 11,162

Ⅵ 現金及び現金同等物 

  の期首残高 
 1,610,276 1,621,438 1,610,276

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３ 

  四半期末(期末)残高 
※1 1,353,644 1,792,288 1,621,438
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に

関する事項 

(1) 連結子会社の数 ３社 

株式会社ゴンゾ 

株式会社Ｇクリエイター

ズ 

株式会社フューチャービ

ジョンミュージック 

(1) 連結子会社の数 ６社 

株式会社ゴンゾ 

株式会社Ｇクリエイター

ズ 

株式会社フューチャービ

ジョンミュージック 

株式会社ゴンジーノ 

株式会社ゴンジーノにつ

いては、当第３四半期連

結会計期間において新た

に設立したため、連結の

範囲に含めております。 

株式会社ゴンゾロッソオ

ンライン 

株式会社ゴンゾロッソオ

ンラインは平成17年９月

13日の株式取得に伴い当

第３四半期連結会計期間

より連結子会社となりま

した。 

なお、株式会社ゴンゾロ

ッソオンラインは平成17

年12月１日付で株式会社

ワープゲートオンライン

から社名変更しておりま

す。 

株式会社ＧＤＨキャピタ

ル 

株式会社ＧＤＨキャピタ

ルについては、当第３四

半期連結会計期間におい

て新たに設立したため、

連結の範囲に含めており

ます。 

 

(1) 連結子会社の数 ３社 

株式会社ゴンゾ 

株式会社Ｇクリエイター

ズ 

  株式会社フューチャービ

ジョンミュージック 

 (2) 非連結子会社の数 １社 

GONZO DIGIMATION  

HOLDINGS,INC. 

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模

であり、合計の総資産、

売上高、四半期純損益

(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う

額)は、いずれも四半期

連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため

であります。 

(2) 非連結子会社の数 １社 

同左 

 

(連結の範囲から除いた理由)

同左 

 

(2) 非連結子会社の数 １社 

同左 

 

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う

額)は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 
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項目 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

２ 持分法の適

用に関する

事項 

(1) 持分法適用の関連会社数

及び非連結子会社数 1社 

GO-N Productions 

 

(1) 持分法適用の関連会社数

及び非連結子会社数 1社 

同左 

 

(1) 持分法適用の関連会社数

及び非連結子会社数 1社 

同左 

 

 (2) 持分法を適用していない

非 連 結 子 会 社 (GONZO 

DIGIMATION HOLDINGS, 

INC.)は、四半期純損益

(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う

額)からみて、持分法の

対象から除いても四半期

連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲

から除外しております。 

(2)         同左 (2) 持分法を適用していない

非 連 結 子 会 社 (GONZO 

DIGIMATION HOLDINGS, 

INC.)は、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)

からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体として

も重要性がないため持分

法の適用範囲から除外し

ております 

３ 連結子会社

の四半期決

算期（決算

日）等に関

する事項 

すべての連結子会社の四半期

決算日の末日は、四半期連結

決算日と一致しております。 

連結子会社のうち、株式会社

ゴンゾロッソオンラインの第

３四半期決算日の末日は11月

30日であります。第３四半期

連結財務諸表の作成にあた

り、第３四半期連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく

第３四半期財務諸表を使用し

ております。 

その他の連結子会社の四半期

決算日の末日は、四半期連結

決算日と一致しております。

すべての連結子会社の決算日

の末日は、連結決算日と一致

しております。 
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項目 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基

準に関する

事項 

(1) 重要な資

産の評価

基準及び

評価方法 

イ 有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 有価証券 

  その他有価証券  

  時価のあるもの 

四半期決算末日の市場価

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、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

を採用しております。 

イ 有価証券 

  その他有価証券   

  時価のあるもの 

決算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、

移動平均法により算定） 

 

  時価のないもの 

同左 

  

 

 

 

 

  匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合出資金について

は、匿名組合損益のうち

持分相当額部分を「営業

損益」に計上し、同額を

匿名組合出資金に加減算

することにより評価して

おります。 

 匿名組合出資金の会計処理 

同左 

 ロ デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

 

ハ たな卸資産 

商品 

 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

個別法による原価法を採

用しております。 

ロ デリバティブ 

同左 

 

 

ハ たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

仕掛品・貯蔵品 

同左 

ロ デリバティブ 

同左 

 

 

ハ たな卸資産 

商品 

 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

同左 
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項目 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(2) 重要な減価

償却資産の

減価償却の

方法 

 

 

イ 有形固定資産 

定率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   10年～15年 

車両運搬具   ３年 

器具備品 ３年～20年 

イ 有形固定資産 

同左 

イ 有形固定資産 

同左 

 ロ 無形固定資産 

  ソフトウェア 

定額法を採用しておりま

す。 

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)に基づく定額法を

採用しております。 

コンテンツ版権 

法人税法に定める特別な

償却方法と同様の償却方

法により、２年で償却し

ております。 

ロ 無形固定資産 

    ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

 

コンテンツ版権 

同左 

 

ロ 無形固定資産 

    ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

 

コンテンツ版権 

同左 

 

(3) 重要な引当

金の計上基

準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率等により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

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。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

(4) 重要な外貨

建の資産又

は負債の本

邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、四

半期連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

(5) 重要なリー

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

引については、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 
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項目 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(6) 重要なヘッ

ジ会計の方

法 

 

 

 

イ  ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例

処理を採用しております。 

ロ  ヘッジ手段とヘッジ対

象 

当第３四半期連結会計期間

にヘッジ会計を適用したヘ

ッジ対象とヘッジ手段は以

下のとおりであります。 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

ハ ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金

融収支改善のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っ

ております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方

法 

特例処理によっている金利

スワップについては、有効

性の評価を省略しておりま

す。 

同左 イ  ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特例

処理を採用しております。 

ロ  ヘッジ手段とヘッジ対

象 

当事業年度にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象とヘッ

ジ手段は以下のとおりであ

ります。 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

ハ ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに金

融収支改善のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っ

ております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方

法 

特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の

評価を省略しております。 

(7) その他四半

期連結財務

諸表（連結

財務諸表）

作成のため

の重要な事

項 

 

 イ 消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

 ロ 匿名組合出資金 

匿名組合損益のうち持分相

当額部分を「営業損益」に

計上し、同額を匿名組合出

資金に加減算することによ

り評価しております。 

イ 消費税等の処理方法 

同左 

 

 

イ 消費税等の処理方法 

同左 

 

 

５ 四半期連結

キ ャ ッ シ

ュ・フロー

計算書（連

結キャッシ

ュ・フロー

計算書）に

おける資金

の範囲 

 

 

四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び

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取得日

から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなって

おります。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヵ

月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す。 
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会計処理の変更 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 （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」（「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）を当第３四半期

連結会計期間から適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前第３四半期 
連結会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当第３四半期 
連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却 

      累計額 

 95,622千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 

      累計額 

 128,816千円

※１ 有形固定資産の減価償却 

      累計額 

 95,852千円

※２ 担保資産 

システム開発資金19百万円（長

期借入金10百万円、一年以内返

済予定の長期借入金８百万円）

の担保に供しているものは、次

のとおりであります。 

ソフトウェア  12,929千円 

 

※２ 担保資産 

システム開発資金10,200千円

（長期借入金1,400千円、一年

以内返済予定の長期借入金

8,800千円）の担保に供してい

るものは、次のとおりでありま

す。 

ソフトウェア 7,757千円

なお、上記のほか金融機関から

の短期借入金20,000千円につい

て、知財保険にかかる保険金請

求権に対し、質権が設定されて

おります。 

※２ 担保資産 

システム開発資金16,800千円

（長期借入金8,000千円、一年以

内返済予定の長期借入金8,800千

円）の担保に供しているもの

は、次のとおりであります。 

ソフトウェア  12,067千円

※３  匿名組合出資の内訳 

 

※３ 匿名組合出資の内訳 

匿名組合に属する資産、負債お
よび出資等の額 
資産の部 1,987,065千円 
負債の部  919,304千円 
出資金の部   1,067,761千円 
 

※３ 匿名組合出資の内訳 

匿名組合に属する資産、負債
および出資等の額 
資産の部 1,698,949千円 
負債の部 1,002,395千円 
出資金の部   696,553千円 

※４ 非連結子会社に対するものは次

のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 0千円
 

※４ 非連結子会社に対するものは次

のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 0千円
 

※４ 非連結子会社に対するものは次

のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 0千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

広告宣伝費 87,364千円 

役員報酬 82,619千円 

給与手当 228,254千円 

 

※２  固定資産除却損の内訳 

器具備品 931千円 

車両運搬具 238千円 

合計   1,169千円 

    

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

広告宣伝費 166,707千円

役員報酬 100,828千円

給与手当 301,792千円

 

※２  固定資産除却損の内訳 

 器具備品 252千円

 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

広告宣伝費 123,874千円

役員報酬 113,339千円

給与手当 305,252千円

 

※２  固定資産除却損の内訳 

 器具備品 1,557千円

 車両運搬具 909千円

 合計 2,467千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

(平成16年12月31日現在) 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

(平成17年12月31日現在)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成17年３月31日現在)

現金及び預金       1,353,644千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金               － 

現金及び現金同等物 1,353,644千円 

       

現金及び預金       1,792,288千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金               －

現金及び現金同等物 1,792,288千円

      

現金及び預金        1,624,938千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金          3,500千円

現金及び現金同等物  1,621,438千円

 

 ※２ 連結の範囲の変更を伴う子会社

株式の取得による支出 

連結子会社となった㈱ワープゲ

ートオンライン（現 ㈱ゴンゾ

ロッソオンライン）株式の取得

による支出は、次のとおりであ

ります。 

流動資産 80,448千円

固定資産 30,141千円

連結調整勘定 2,139,013千円

流動負債 △56,002千円

固定負債 △80,000千円
 
㈱ワープゲートオ
ンライン（現 ㈱
ゴンゾロッソオン
ライン）株式の取
得価額 

2,113,600千円

㈱ワープゲートオ
ンライン（現 ㈱
ゴンゾロッソオン
ライン）の現金及
び現金同等物 

△7,946千円

 
差引：㈱ワープゲ
ートオンライン
（現 ㈱ゴンゾロ
ッソオンライン）
取得のための支出

△2,105,653千円
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(リース取引関係) 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

(借主側) 

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第３四

半期末残高相当額 

 

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

第３四半

期末残高

相当額 

器具備品 

(千円) 
 99,992  48,319  51,673 

機械装置 

(千円) 
 60,640  19,484  41,156 

合計 

(千円) 
160,633  67,804  92,829 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(借主側) 

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第３四

半期末残高相当額 

 

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

第３四半

期末残高

相当額

建物 

(千円)
5,865 391 5,473

器具備品

(千円)
321,198 89,093 232,105

機械装置

(千円)
16,898 14,081 2,816

車両 

運搬具

(千円)

3,451 1,185 2,265

ソフト

ウェア

(千円)

28,615 1,907 26,708

合計 

(千円)
376,028 106,659 269,369

 

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 

(借主側) 

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 

 

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

器具備品

(千円)
164,992  56,233 108,759

機械装置

(千円)
 60,640  22,727  37,913

合計 

(千円)
225,633  78,961 146,672

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内            32,469  千円 

１年超            63,278  千円 

合計            95,747  千円 

 

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内            72,377  千円 

１年超           204,986  千円 

合計           277,363  千円 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内            48,573  千円 

１年超           123,641  千円 

合計           172,214  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  33,651  千円 

減価償却費相当額  30,293  千円 

支払利息相当額   3,681  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  47,249  千円 

減価償却費相当額  45,576  千円 

支払利息相当額   4,345  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  40,249  千円 

減価償却費相当額  36,732  千円 

支払利息相当額   4,817  千円 

 

４ 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 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

５ 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

価額相当額と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。 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

種類 
取得原価 
（千円） 

第３四半
期連結貸
借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

第３四半
期連結貸
借対照表
計上額 
（千円）

差額 
（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借
対照表計
上額 
（千円）

差額 
（千円）

(1)株式 － － － 142,057  148,500  6,442  142,057 126,500 △15,557

(2)債券 － － － － － － －  － － 

(3)その他 － － － － － － －  － － 

合計 － － － 142,057 148,500 6,442 142,057 126,500 △15,557

 

２.時価評価されていない有価証券 

前第３四半期連結会計期間末
（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

種類 
第３四半期連結貸借対照表計上額

（千円） 
第３四半期連結貸借対照表計上額

（千円） 
連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券    

匿名組合出資金 － 228,959 150,289 

合計 － 228,959 150,289 

関係会社株式    

非上場外国株式 1,225 － － 

合計 1,225 － － 
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２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1)通貨関連 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

区分 種類 
契約額等
（千円）

契約額等
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円)

契約額等
（千円）

契約額等
のうち
１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

契約額等 
（千円） 

契約額等
のうち 
１年超 
(千円) 

時価
(千円)

評価損益
(千円)

オプション 
取引 

    

売建     

コール     

米ドル 5,440 ― 11 102 ― ― ― ― ― ― ― ―

売建     

プット     

ポンド 179,032 134,274 3,372 8,423 134,274 89,516 566 10,048 167,842 123,084 2,357 9,260

買建     

プット     

米ドル 2,720 ― 130 18 ― ― ― ― ― ― ― ―

買建     

コール     

市場取引 
以外の取引 

ポンド 89,516 67,137 13,954 5,272 67,137 44,758 13,147 7,074 83,921 61,542 13,901 5,927

合計 276,708 201,411 17,468 13,816 201,411 134,274 13,714 17,123 251,763 184,626 16,259 15,188

(注) １ 時価の算定方法 
取引銀行から提示された価格によっております。 

２ 通貨オプション取引はいわゆるゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。 

 

（2）金利関連 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

区分 種類 
契約額等 
（千円） 

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等
のうち
１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
（千円）

契約額等 
（千円） 

契約額等 
のうち 
１年超 
(千円) 

時価
(千円)

評価損益
（千円）

金利スワ
ップ取引 

     
市場取引 
以外の取引 受取固定 

支払変動 
358,000 － △147 △147 100,000 70,000 △582 △582 ― ― ― ―

合計 358,000 － △147 △147 100,000 70,000 △582 △582 ― ― ― ―

(注) 時価の算定方法 

取引銀行から提示された価格によっております。
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日) 
 

 
制作事業 
(千円) 

ライツ事業
(千円) 

その他事業
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

2,215,925 1,790,225 130,801 4,136,953 ― 4,136,953

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

18,975 299,520 22,179 340,674 (340,674) ―

計 2,234,901 2,089,745 152,980 4,477,627 (340,674) 4,136,953

営業費用 2,159,047 1,588,654 117,293 3,864,996  8,463 3,873,459

営業利益 75,853 501,091 35,687 612,631 (349,138) 263,493

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 制作事業  ・・・・ アニメーション作品制作 

(2) ライツ事業 ・・・・ 番組販売権等の二次利用窓口権・版権投資回収 

(3) その他事業 ・・・・ モバイルサイトの企画運営 

３ セグメント間の内部売上高又は振替高のうち、消去又は全社の主なものは、子会社の当社からの制作売上 

18,975千円、当社の子会社からのプロデュース収入299,520千円であります。 

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門にかかる 

費用309,533千円であります。 

 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 
 

 
制作事業 
(千円) 

ライツ事業
(千円) 

その他事業
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

3,333,380 1,596,489 294,170 5,224,039 ― 5,224,039

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,420 289,702 3,625 294,747 (294,747) ―

計 3,334,800 1,886,191 297,795 5,518,787 (294,747) 5,224,039

営業費用 2,938,500 1,570,002 196,915 4,705,419 283,222 4,988,642

営業利益 396,299 316,188 100,879 813,367 (577,970) 235,397

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 制作事業  ・・・・ アニメーション作品制作 

(2) ライツ事業 ・・・・ 番組販売権等の二次利用窓口権・版権投資回収 

(3) その他事業 ・・・・ モバイルサイトの企画運営、ゲーム事業、ファンド運営及びファイナンシャルア

ドバイザリーサービス 

３ セグメント間の内部売上高又は振替高のうち、消去又は全社の主なものは、当社の子会社からのプロデュー

ス収入261,200千円であります。 

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門にかかる費

用569,032千円であります。 



ファイル名：第３四半期短信(連結) 開示 更新日時：2/15/2006 10:30:00 AM 印刷日時： 最終印刷日時：2/15/2006 10:31:00 AM 

― 23 ― 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
 

 
制作事業 
(千円) 

ライツ事業
(千円) 

その他事業
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

3,358,451 2,778,741 156,953 6,294,146 ― 6,294,146

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

47,682 417,734 24,219 489,636 (489,636) ―

計 3,406,133 3,196,475 181,173 6,783,782 (489,636) 6,294,146

営業費用 3,122,343 2,508,854 94,339 5,725,537 72,843 5,798,381

営業利益 283,790 687,621 86,833 1,058,244 (562,479) 495,765

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 制作事業  ・・・・ アニメーション作品制作 

(2) ライツ事業 ・・・・ 番組販売権等の二次利用窓口権・版権投資回収 

(3) その他事業 ・・・・ モバイルサイトの企画運営 

３ セグメント間の内部売上高又は振替高のうち、消去又は全社の主なものは、子会社の当社からの制作売上

47,682千円、当社の子会社からのプロデュース収入417,600千円であります。 

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の管理部門にかかる費

用510,496千円であります。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(自平成16年４月１日 至平成16年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

当第３四半期連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 
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３ 海外売上高 

前第３四半期連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日) 

 

 北米 アジア・オセアニア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 339,184 29,484 71,311 439,980

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 4,136,953

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

8.2 0.7 1.7 10.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：アメリカ 

(2) アジア・オセアニア：シンガポール、香港、台湾、オーストラリア 

(3) 欧州：イタリア、ドイツ、ベルギー、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

 

 北米 アジア・オセアニア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 635,768 120,192 246,914 1,002,875

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 5,224,039

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

12.2 2.3 4.7 19.2

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：アメリカ 

(2) アジア・オセアニア：シンガポール、香港、台湾、オーストラリア 

(3) 欧州：フランス、イタリア、ドイツ、ベルギー、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 北米 アジア・オセアニア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 809,487 90,539 267,383 1,167,409

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 6,294,146

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

12.9 1.4 4.2 18.5

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：アメリカ 

(2) アジア・オセアニア：シンガポール、香港、台湾、オーストラリア 

(3) 欧州：イタリア、ドイツ、ベルギー、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(１株当たり情報) 

 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 102,553.31円
 

１株当たり純資産額 58,419.25円
 

１株当たり純資産額 110,547.84円
 

１株当たり第３四半期 
純利益 

5,109.41円
 

１株当たり第３四半期 
純利益 

2,924.69円
 

１株当たり当期純利益 14,071.48円
 

 

潜在株式調整後 
１株当たり第３四半期 
純利益 

5,001.27円
潜在株式調整後 
１株当たり第３四半期
純利益 

2,672.08円

 
当社は、平成17年５月20日付で株
式１株につき２株の株式分割を行っ
ております。なお、当該株式分割が
前期首に行われたと仮定した場合の
１株当たり情報については、それぞ
れ以下のとおりとなります。 
 

前第３四半期 

連結会計期間 
前連結会計年度

１株当たり 

純資産額 

51,276.66円

 

１株当たり第３

四半期純利益 

2,554.71円

 

潜在株式調整後

１株当たり第３

四半期純利益 

2,500.64円

 

１株当たり 

純資産額 

55,273.92円

１株当たり 

当期純利益 

7,035.74円

潜在株式調整後

１株当たり 

当期純利益 

6,736.98円

 

     

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

13,473.96円

 

(注) １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

 前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度 

損益計算書上の第３四半期（当期）純利益
(千円) 

111,222 144,140 315,552

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益
(千円) 

111,222 144,140 315,552

普通株式の期中平均株式数(株) 21,768 49,284 22,425

第３四半期(当期)純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数(株) 471 4,659 994

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当
期）純利益の算定に用いられた普通株式増
加数の主要な内訳（株） 

 

新株予約権 471 4,659 994

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり第３四半期（当期）純利益の
算定に含まれなかった潜在株式の概要 

 新株予約権（新株

予 約 権 の 数 2,790

個） 
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(重要な後発事象) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  当社は、平成17年２月15日の取締

役会において株式分割による新株の

発行の決議をしております。 

 

  当該株式の内容は以下のとおりで

あります。 

(1)平成17年５月20日付をもって平

成17年３月31日最終の株主名簿

および実質株主名簿に記載また

は記録された株主の所有普通株

式１株につき、２株の割合をも

って分割する。 

(2)分割により増加する株式数 

   普通株式 24,432株 

(3)配当起算日 平成17年４月1日 

 

  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)の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 

 

前連結 

会計年度 

(自 平成15年

４月１日 

 至 平成16年

３月31日) 

当第３四半期

会計期間 

(自 平成16年

４月１日 

 至 平成16年

12月31日) 

１株当たり 

純資産額 

42,494.04円 

１株当たり 

純資産額 

51,276.66円 

１株当たり 

当期純利益 

 

6,719.25円 

１株当たり 

第３四半期純利

益 

2,554.71円 

潜在株式調整後

１株当たり 

当期純利益 

 

― 

潜在株式調整後

１株当たり 

第３四半期純利

益 

2,500.64円 

 

前事業年度は、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額については、

当社株式は非上場であり、かつ店頭 

登録もしていないため、期中平均株

価が把握できませんので記載してお

りません。 

子会社の設立について 

平成18年１月26日開催の取締役会

決議により、当社全額出資の新会社

を平成18年２月１日付で設立致しま

した。 

(1) 商号 

株式会社GK Entertainment 

(2) 本店 

大韓民国京幾道富川市 

(3) 資本金 

500,000,000ウォン 

(4) 代表者 

代表取締役 姜 兌龍 

(5) 決算期 

３月 

(6) 主な事業の内容 

アニメーション制作 

株式分割 
平成17年２月15日開催の当社取締
役会の決議に基づいき、次のように
株式分割による新株式を発行してお
ります。 
(1) 平成17年５月20日をもって普通
株式１株につき２株に分割いた
します。 
① 分割により増加する株式数 
普通株式  24,432株 

② 分割方法 
平成17年３月31日最終の株主
名簿及び実質株主名簿に記載
された株主の所有株式数を、
１株につき２株の割合をもっ
て分割いたします。 

(2) 配当起算日 
平成17年４月１日 
 

当該株式分割が前期首に行われた
と仮定した場合の前連結会計年度に
おける１株当たり情報及び当期首に
行われたと仮定した場合の当連結会
計年度における１株当たり情報は、
それぞれ以下のとおりとなります。
 
前連結会計年度 当連結会計年度
１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

42,494.04円 
 

55,273.92円

１株当たり 
当期純利益金額 

１株当たり 
当期純利益金額 

6,719.25円 
 

7,035.74円

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

― 
 

6,736.98円

潜在株式調整
後１株当たり当
期純利益金額に
ついては、当社
株式は非上場で
あり、かつ店頭
登録もしていな
いため、期中平
均株価が把握で
きませんので、
記載しておりま
せん。 
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平成18年３月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
平成18年２月15日 

上 場 会 社 名 株式会社 ＧＤＨ （コード番号：3755  東証マザーズ） 

(URL http://www.gdh.co.jp/)    

問 合 せ 先 

 

代表者役職名 代表取締役社長    氏 名 石川 真一郎 

責任者役職名 ファイナンス部門長  氏 名 後藤 文明   TEL (03)5358-1923 

 
 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

（1）四半期財務諸表の作成基準           ： 中間財務諸表作成基準 

（2）最近事業年度からの会計処理方法の変更の有無  ： 無 

（3）会計監査人の関与               ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく

意見表明のための手続きを受けております。 

 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 

（1）経営成績の進捗状況                          （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期（当期） 
純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年３月期第３四半期 2,543 11.8 48 △71.4 73 △50.6 35 △54.0

平成17年３月期第３四半期 2,275 － 170 － 148 － 76 －

（参考） 平成17年３月期 3,647 － 292 － 266 － 163 －

 

 
１株当たり四半期
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期
（当期）純利益 

円 銭 円 銭

平成18年３月期第３四半期 710 49 649 12

平成17年３月期第３四半期 － － － －

（参考） 平成17年３月期 7,277 54 6,968 97

(注)１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。 
２．平成17年３月期第１四半期より四半期業績状況の開示を行なっているため、平成17年３月期第３四半期の増
減率は記載しておりません。 

３．期中平均株式数は下記のとおりです。 
18年３月期第３四半期 49,284株   17年３月期 22,425株 

４．当社は平成17年５月20日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。なお、１株当たり第３四半
期純利益及び、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益は、期首に分割が行われたものとして算出して
おります。 

５．平成17年３月期第３四半期の期中平均株式数、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３
四半期純利益金額については、前年において開示を行っていなかったため、記載を割愛しております。 
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（2）財政状態の変動状況                          （百万円未満切捨） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円    銭

平成18年３月期第３四半期 8,584 2,960 34.5 59,344 33

平成17年３月期第３四半期 4,814 2,778 57.7 － －

（参考） 平成17年３月期 5,029 2,856 56.8 116,903 01

(注) 期末発行済株式数 
17年３月期第３四半期 24,432株  18年３月期第３四半期 49,882株  17年３月期 24,432株 

 

 

３．平成18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18年３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  
百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭 

通   期 4,550 290 171 0  00  0  00  0  00  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   3,499円 51銭 

 

 

 

※ 上記業績予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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４ 四半期財務諸表等 

（1）四半期貸借対照表 

  前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成16年12月31日) (平成17年12月31日) (平成17年３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   997,311 730,516  448,457 

 ２ 売掛金   942,239 1,055,613  1,250,042 

 ３ たな卸資産   97,354 277,290  103,500 

 ４ その他 ※４ 182,228 545,476  364,605 

   流動資産合計  

  

2,219,134 46.1 2,608,896 30.4  2,166,607 43.1

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※１  27,135 0.5 59,960 0.7  35,415 0.7

 ２ 無形固定資産     

  (1) コンテンツ版権   1,028,253 880,804  936,664 

  (2) コンテンツ版権 

        仮勘定 
  591,715 1,150,699  650,176 

  (3) その他 ※２  40,854 66,125  72,410 

   無形固定資産合計   1,660,823 34.5 2,097,629 24.4  1,659,251 33.0

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 関係会社株式   591,225 3,103,600  591,225 

  (2) その他   316,367 714,190  577,218 

   投資その他の資産 

   合計 
  907,592 18.9 3,817,790 44.5  1,168,446 23.2

   固定資産合計   2,595,552 53.9 5,975,381 69.6  2,863,112 56.9

   資産合計   4,814,686 100.0 8,584,277 100.0  5,029,720 100.0
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  前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成16年12月31日) (平成17年12月31日) (平成17年３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 買掛金   194,109 96,068  30,363 

 ２ 短期借入金 ※2,5  250,000 2,620,000  200,000 

 ３ 一年以内返済予定 

    長期借入金 
※２  643,250 573,360  493,250 

 ４ 一年以内償還予定社債   120,000 120,000  120,000 

 ５ 未払金   270,708 754,086  433,373 

 ６ その他   223,692 125,677  691,258 

   流動負債合計   1,701,759 35.3 4,289,191 50.0  1,968,246 39.1

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債   120,000 －  60,000 

 ２ 長期借入金 ※２  214,800 1,332,250  145,300 

  ３ その他   － 2,621  － 

   固定負債合計   334,800 7.0 1,334,871 15.5  205,300 4.1

   負債合計   2,036,559 42.3 5,624,063 65.5  2,173,546 43.2

     

    (資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,322,572 27.5 1,350,669 15.7  1,322,572 26.3

Ⅱ 資本剰余金     

      資本準備金  1,363,722 1,391,819 1,363,722  

      資本剰余金合計   1,363,722 28.3 1,391,819 16.2  1,363,722 27.1

Ⅲ 利益剰余金     

      第３四半期（当期） 

      未処分利益 
 91,831 213,902 178,887  

      利益剰余金合計   91,831 1.9 213,902 2.5  178,887 3.6

Ⅳ その他有価証券 

    評価差額金 
  - - 3,821 0.1  △9,007 △0.2

   資本合計   2,778,126 57.7 2,960,213 34.5  2,856,174 56.8

   負債資本合計   4,814,686 100.0 8,584,277 100.0  5,029,720 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 
前事業年度 

要約損益計算書 

  
(自 平成16年４月１日 

 至 平成16年12月31日) 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年12月31日) 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３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   2,275,742 100.0 2,543,596 100.0  3,647,053 100.0

Ⅱ 売上原価   1,438,126 63.2 1,546,391 60.8  2,442,518 67.0

   売上総利益   837,615 36.8 997,204 39.2  1,204,535 33.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４  666,818 29.3 948,387 37.3  911,812 25.0

   営業利益   170,797 7.5 48,817 1.9  292,723 8.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  17,513 0.8 47,800 1.9  24,388 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  40,306 1.8 23,477 0.9  50,138 1.4

   経常利益   148,003 6.5 73,140 2.9  266,973 7.3

Ⅵ 特別利益   － － － －  － －

Ⅶ 特別損失 ※３  125 0.0 － －  125 0.0

   税引前第３四半期 

   (当期)純利益 
  147,878 6.5 73,140 2.9  266,848 7.3

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 70,980 25,761 181,677 

   法人税等調整額  755 71,735 3.2 12,362 38,124 1.5 △78,028 103,649 2.8

      第３四半期 

      (当期)純利益 
  76,143 3.3 35,015 1.4  163,198 4.5

   前期繰越利益   15,688 178,887  15,688

   第３四半期 

      (当期)未処分利益 
  91,831 213,902  178,887
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期決算末日の市場価

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、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 

 

③匿名組合出資金の会計処

理 

匿名組合出資金について

は、匿名組合損益のうち

持分相当額部分を「営業

損益」に計上し、同額を

匿名組合出資金に加減算

することにより評価して

おります。 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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、

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 

 

③匿名組合出資金の会計処

理 

同左 

(2) デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

１ 資産の評価基

準及び評価方

法 

(3) たな卸資産 

商品 

 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

個別法による原価法を採用

しております。 

 

(3) たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 

仕掛品・貯蔵品 

同左 

(3) たな卸資産 

商品 

 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

同左 
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項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(1) 有形固定資産 

定率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         10年～15年 

車両運搬具         ３年 

器具備品     ３年～20年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア 

定額法を採用しておりま

す。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)に基づく定額法を採用

しております。 

コンテンツ版権 

法人税法に定める特別な償

却方法と同様の償却方法に

より２年で償却しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

２ 固定資産の

減価償却の

方法 

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 引当金の計

上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等によ

り、貸倒懸念債権等特定の

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。 

当四半期会計期間において

は、債権の回収が確実であ

ること及び過去の貸倒実績

がないこと等により計上し

ておりません。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等によ

り、貸倒懸念債権等特定の

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。 

当事業年度においては、債

権の回収が確実であること

及び過去の貸倒実績がない

こと等により計上しており

ません。 

４ 外貨建の資

産又は負債

の本邦通貨

への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、四半

期決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

同左 外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

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意

外のファイナンス・リース取

引については、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 その他財務

諸表作成の

ための重要

な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜
方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 
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会計処理の変更 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 （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」（「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）を当第３四半期

会計期間から適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

前第３四半期会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

13,406千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

25,970千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

16,118千円

※２ 担保資産 

システム開発資金19百万円

（長期借入金10百万円、一年

以内返済予定の長期借入金８

百万円）の担保に供している

ものは、次のとおりでありま

す。 

ソフトウェア     12,929千円 

※２ 担保資産 

システム開発資金10,200千円

（長期借入金1,400千円、一

年以内返済予定の長期借入金

8,800千円）の担保に供して

いるものは、次のとおりであ

ります。 

ソフトウェア 7,757千円

なお、上記のほか金融機関か

らの短期借入金20,000千円に

ついて、知財保険にかかる保

険金請求権に対し、質権が設

定されております。 

※２ 担保資産 

システム開発資金16,800千円

（長期借入金8,000千円、一

年内返済予定の長期借入金

8,800千円）の担保に供して

いるものは、次のとおりであ

ります。 

ソフトウェア      12,067千円

３ 偶発債務 

 

３ 偶発債務 

次の関係会社について、債務

保証を行っております。 

保証先 ㈱ゴンゾロッソオンライン

金 額 100,000千円 

内 容
 
被保証者の銀行借入に対す
る保証 

 

３ 偶発債務 

 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

「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 消費税等の取扱い 

 

※５ 当座貸越契約 

 
 

※５ 当座貸越契約 

当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため、取

引銀行４行と当座貸越契約を

締結しております。 

当四半期会計期間末における

当座貸越契約に係る借入未実

行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額 2,800,000千円

借入実行残高 2,600,000千円

未実行残高 200,000千円
 

※５ 当座貸越契約 

当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため、取

引銀行２行と当座貸越契約を

締結しております。 

当事業年度末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高

は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額 1,500,000千円

借入実行残高 200,000千円

未実行残高 1,300,000千円
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(四半期損益計算書関係) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息      1,074千円 

為替差益         11,579千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

為替差益         12,855千円

補助金収入       24,519千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息          1,483千円

為替差益         20,604千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         22,080千円 

新株発行費    15,223千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         22,006千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         28,330千円

新株発行費       17,503千円

※３ 特別損失の主要項目 ※３ 特別損失の主要項目 ※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損      125千円

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産    5,654千円 

無形固定資産   404,861千円 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産    9,975千円

無形固定資産   592,482千円

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産   8,302千円

無形固定資産  744,620千円
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(リース取引関係) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

(借主側) 

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第３四

半期末残高相当額 

 

 

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

第３四半

期末残高

相当額 

器具備品 

(千円) 
105,334  50,289  55,045 

合計 

(千円) 
105,334  50,289  55,045 

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 

(借主側) 

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第３四

半期末残高相当額 
 

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

第３四半

期末残高

相当額

建物 

(千円)
5,865 391 5,473

器具備品

(千円)
96,271 42,714 53,556

車両 

運搬具

(千円)

3,451 1,185 2,265

合計 

(千円)
105,588 44,291 61,296

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 

(借主側) 

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 

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

器具備品

(千円)
105,334  55,936  49,397

合計 

(千円)
105,334  55,936  49,397

 

 

 

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内            20,608  千円 

１年超            36,267  千円 

合計            56,876  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   18,848  千円 

減価償却費相当額   16,943  千円 

支払利息相当額    2,309  千円 

 

 

４ 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。 

 

２ 未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内            20,728  千円 

１年超            43,996  千円 

合計            64,724  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   15,019  千円

減価償却費相当額   13,691  千円

支払利息相当額    1,467  千円

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内            20,575  千円 

１年超            31,247  千円 

合計            51,823  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   25,131  千円

減価償却費相当額   22,590  千円

支払利息相当額    2,952  千円

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ 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

価額相当額と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。 

 

(貸主側) 

 未経過リース料第３四半期末残高

相当額 

１年内           11,761  千円 

１年超            9,445  千円 

 合計           21,206  千円 

(注) 上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未過リース料第３

四半期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はお

おむね同一の条件で第三者にリー

スしているので、ほぼ同額の残高

が上記の借主側の未経過リース料

第３四半期末残高相当額に含まれ

ております。 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

(貸主側) 

 未経過リース料第３四半期末残高

相当額 

１年内           4,785  千円 

１年超           2,557  千円 

 合計           7,343  千円 

 

同左 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

(貸主側) 

 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内           11,047  千円 

１年超            6,842  千円 

 合計           17,889  千円 

(注) 上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未過リース料期末

残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はお

おむね同一の条件で第三者にリー

スしているので、ほぼ同額の残高

が上記の借主側の未経過リース料

期末残高相当額に含まれておりま

す。 

 

 

 

(有価証券関係) 

前第３四半期会計期間末（平成16年12月31日）、当第３四半期会計期間末（平成17年12月31日）及び、

前事業年度末（平成17年３月31日）において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 
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(１株当たり情報) 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 59,344.33円
 

１株当たり純資産額 116,903.01円
 

１株当たり第３四半期 
純利益 

710.49円
 

１株当たり当期純利益 7,277.54円
 

 
 
 

潜在株式調整後 

１株当たり第３四半期 
純利益 

649.12円

当社は、平成17年５月20日付で株
式１株につき２株の株式分割を行っ
ております。なお、当該株式分割が
前期首に行われたと仮定した場合の
１株当たり情報については、以下の
とおりとなります。 
 

前事業年度 

１株当たり純資産額 

58,451.50円

１株当たり当期純利益 

3,638.77円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

3,484.49円

 

     

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 6,968.97円
 

(注) １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

 前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 前事業年度 

損益計算書上の第３四半期（当期）純利益
(千円) 

― 35,015 163,198

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益
(千円) 

― 35,015 163,198

普通株式の期中平均株式数(株) ― 49,284 22,425

第３四半期(当期)純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数(株) ― 4,659 994

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当
期）純利益の算定に用いられた普通株式増
加数の主要な内訳（株） 

 

新株予約権 ― 4,659 994

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり第３四半期（当期）純利益の
算定に含まれなかった潜在株式の概要 

 新株予約権（新株

予 約 権 の 数 2,790

個） 
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(重要な後発事象) 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 

 

 

子会社の設立について 

平成18年１月26日開催の取締役会

決議により、当社全額出資の新会社

を平成18年２月１日付で設立致しま

した。 

(1)商号 

株式会社GK Entertainment 

(2)本店 

韓国京幾道富川市 

(3)資本金 

500,000,000ウォン 

(4)代表者 

代表取締役  姜 兌龍 

(5)決算期 

３月 

(6)主な事業の内容 

アニメーション制作 

 

 

株式分割 
平成17年２月15日開催の当社取締
役会の決議に基づき、次のように株
式分割による新株式を発行しており
ます。 
(1) 平成17年５月20日をもって普通
株式１株につき２株に分割いた
します。 
① 分割により増加する株式数 
普通株式  24,432株 

② 分割方法 
平成17年３月31日最終の株主
名簿及び実質株主名簿に記載
された株主の所有株式数を、
１株につき２株の割合をもっ
て分割いたします。 

(2) 配当起算日 
平成17年４月１日 
 

当該株式分割が前期首に行われた
と仮定した場合の第５期における１
株当たり情報及び当期首に行われた
と仮定した場合の第６期における１
株当たり情報は、それぞれ以下のと
おりとなります。 

 

第５期 第６期 
１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

51,428.26円 
 

58,451.50円

１株当たり 
当期純利益金額 

１株当たり 
当期純利益金額

436.90円 
 

3,638.77円

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益金額

― 
 

3,484.49円

潜在株式調整
後１株当たり当
期純利益金額に
ついては、当社
株式は非上場で
あり、かつ店頭
登録もしていな
いため、期中平
均株価が把握で
きませんので、
記載しておりま
せん。 

 

 

 


