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親会社等における当社の議決権所有比率 63.2％

１．平成18年２月期の業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

(1)経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月期 28,405 10.4 4,406 9.3 4,453 9.9

17年２月期 25,739 7.5 4,030 17.3 4,052 20.5

 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

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年２月期 2,651 16.6 17,986 68 ―  ― 23.1 23.1 15.7

17年２月期 2,274 17.9 15,379 8 ― ― 24.3 23.7 15.8

(注) ①持分法投資損益 18年２月期  ―百万円 17年２月期  ―百万円
 ②期中平均株式数 18年２月期  144,000株 17年２月期 144,000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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況  

 
１株当たり年間配当金 配当金総額

（年間）
配当性向

株主資本
配当率 中間 期末

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年２月期 5,000 00 1,500 00 3,500 00 720 27.8 5.8

17年２月期 2,000 00 500 00 1,500 00 288 13.0 2.8

(注) 　18年２月期期末配当金の内訳 普通配当　1,500円、特別配当　1,500円、記念配当　500円 

(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

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年２月期 20,146 12,571 62.4 86,873 18

17年２月期 18,364 10,371 56.5 71,609 14

(注) ①期末発行済株式数 18年２月期 144,000株 17年２月期 144,000株
 ②期末自己株式数 18年２月期　　　 0株 17年２月期　　　 0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

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年２月期 3,313 △519 △432 9,719

17年２月期 2,468 △592 △336 7,357

２．平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）  

 売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 12,256 1,367 814 1,500  　― 　―

通　期 28,500 4,500 2,680 　― 1,500  3,000  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  18,611円 11銭  

※　上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々

な要因により予想数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項は９ページをご参照下さい。
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１．企業集団の状況
  当社の企業集団は、当社、子会社２社（非連結子会社）で構成され、映像著作物を企画・製作・販売することを主な事

業としており、「映像パッケージソフト事業」、「ライセンス事業」を事業部門としております。また、子会社株式会社

エモーションミュージック（非連結）は、主に音楽に関する著作物の管理を行っており、平成17年１月に設立しました子

会社BANDAI VISUAL USA INC.（非連結）は、北米における映像パッケージソフト事業の展開を予定しております。

　また、親会社である株式会社バンダイナムコホールディングスは持株会社として、当社以外にもその傘下にエンタテイ

ンメント系企業を擁し、エンタテインメント事業を総合的に展開しております。

　とりわけ親会社の子会社である株式会社サンライズは、アニメーションの企画及び製作を主とする事業を営んでおり、

当社は同社に対し、映像作品の製作を委託しております。株式会社サンライズは、当社に映像作品の供給を行うとともに、

株式会社サンライズが保有する映像作品のビデオグラム化権を当社に許諾し、当社はビデオグラム化権に対する版権料を

支払っております。

　当社企業集団の事業に関わる位置づけ、事業部門との関連は次のとおりであります。

事業部門 事業内容 会社名

 映像パッケージソフト事業

テレビ放映、劇場公開、オリジナルビ

デオ用などの映像著作物の企画・製作

及び映像パッケージソフト等の販売 

バンダイビジュアル㈱（当社） 

 ライセンス事業 
映像及び音楽に関する著作物の権利利

用及び管理 

バンダイビジュアル㈱（当社）

㈱エモーションミュージック（非連結）

BANDAI VISUAL USA INC. （非連結）

 

　また、「映像パッケージソフト事業」では、購入される顧客の特性等に応じ、４つに商品を区分しております。

商品区分 商品特性 

 映像ファン向け
映像に対して強い嗜好性を有し、コレクション性を追求する顧客(主に18歳～30歳代後半の男性)の

ために付加価値を高めた作品

 一般向け 年齢、性別にかかわりなく広くマスマーケットに向けた作品

 子供向け 幼児から小学校低学年児童を対象とした娯楽、教育作品

 新規商品 映像製作の過程から派生する素材等を利用した商品など 

 

　事業の系統図は次のとおりであります。

 

外部スタジオ 映像制作会社 映像著作権者
親会社の子会社

㈱サンライズ
親会社の子会社

㈱バンダイ

生産会社
非連結子会社

㈱エモーションミュー
ジック

非連結子会社
BANDAI VISUAL

USA INC.

得意先 国内配給会社 テレビ放送局等 玩具会社等 レコードメーカー海外ライセンシー

映
像
パ

ッ
ケ
ー
ジ

ソ
フ
ト
の
納
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２. 経営方針

ａ．会社の経営の基本方針

　当社は、「上質な映像作品を企画制作し、世界の人々にエンタテインメントを提供する」ことを経営理念とし、アニメー

ションを中心とした映像作品を企画・製作し、主に映像パッケージソフトとして商品化し、販売しております。当社が映

像作品を企画・製作し、商品化する際は、消費者の方々の期待に十分応えられるよう、その品質の維持とレベルアップに

努めております。映像作品の製作に当たっては、最高のスタッフによって高品質な映像作品の製作ができるよう、その映

像作品に最も相応しい製作プロダクションに製作を委託し、また、映像作品を映像パッケージソフトとして商品化するに

当たっては、特典映像等の付加価値をつけるなど、消費者の方々が購入してコレクションすることに十分満足されるよう

な商品作りを心掛けております。

　平成18年３月から始まる新中期経営計画におきましては、今まで培ってきました映像事業を基軸としながらも、さらに

音楽、出版等のコンテンツ（注１）を幅広く企画制作していくことを方針として打ち出し、「上質なコンテンツを企画制

作し、世界の人々にエンタテインメントを提供する」という経営理念を新たに掲げることといたしました。

　この新たな経営理念に基づいて事業を推進していくため、当社はタイムリーかつ分かりやすいディスクロージャーを積

極的に実行し、事業の内容について株主の皆様や販売先、消費者等ステークホルダーの方々に十分な理解を得ることが重

要であると考えております。

　

ｂ．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対し安定的に利益還元を行うことを利益配分に関する基本方針としております。この方針に基づき、従

来は期末のみ年１回実施しておりました株主配当につきまして、中間期末及び事業年度末の各株主の機会均等を図ること

を目的として、平成17年２月期から中間配当を実施しております。

　当期中間の１株当たり配当金につきましては、普通配当1,500円を実施しており、期末の１株当たり配当金につきまして

は、普通配当1,500円に業績連動の特別配当1,500円及び東京証券取引所市場第一部指定を記念した記念配当500円を加え

た3,500円を予定しております。今後はこの中間及び期末における普通配当を維持しながら、加えて業績に連動した配当の

実施を目指してまいります。

　さらに、当社が販売するＤＶＤビデオ又はビデオカセットを贈呈する株主優待は、これまで年一回中間期末の株主を対

象として実施しておりましたが、当期より期末の株主も対象とし、年二回実施といたしました。

　なお、利益処分に基づく役員賞与金につきましては、社内基準に基づいて厳正に配分しております。

　また、内部留保金につきましては、製作投資を継続することにより、映像作品を核としたコンテンツの著作権等の権利

を取得して中長期的な利益の確保を図るための原資とするほか、海外拠点の構築、事業環境の整備及びＭ＆Ａ等の各施策

を積極的に実施し、可能性のある事業への再投資を行い、将来の事業の拡大・強化に備えたいと考えております。

ｃ．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流動性の向上と個人株主を中心とした投資家層の拡大を資本政策上の重要課題と認識しており、投資単

位の引き下げがそのための有効な手段のひとつであると考えております。その考えに基づき、当社は、過去に二回株式分

割を実施しております。

　今後におきましても、投資単位の引き下げについては、投資家の視点にたって適時検討してまいります。

ｄ．目標とする経営指標　

　当社は、事業を推進する上で、効率的な経営を第一と考えております。当社は、その効果を測定する経営指標として、

「社員１人当たり経常利益」（注２）を採用しております。これまでの「社員１人当たり経常利益」の目標数値は、20百

万円としておりましたが、平成17年２月期（第22期）、平成18年２月期（第23期）と２年連続して、この20百万円の目標

数値を上回る実績を残すことができました。今後もなお一層の効率経営を目指してまいります。

　過去３年間の「社員１人当たり経常利益」は次のとおりであります。

 経常利益 １人当たり経常利益

平成16年２月期（第21期） 3,364百万円 19.6百万円

平成17年２月期（第22期） 4,052百万円 23.7百万円

平成18年２月期（第23期） 4,453百万円 25.8百万円
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ｅ．会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略　

　当社が属する映像パッケージソフト業界は、ＤＶＤプレーヤーの一般家庭への普及に伴うＤＶＤビデオの伸張により順

調に推移してまいりました。一方で音楽業界ではコンパクトディスクの売上が年々低下するなど、コンテンツビジネスを

取り巻く環境は著しく変化しております。このような状況は、単にパッケージソフト業界のみならず、放送、映画、出版、

広告等あらゆるメディアにおいて顕著になっております。

　高速大容量のブロードバンド環境が整備され、これに対応した高性能ハード機器の急速な普及により、それらのメディ

アを利用した新しいコンテンツビジネスが出現してきており、当社の課題は、これらへの取り組みと有効活用であると考

えております。具体的には、インターネット環境における音楽や映像の配信及び電子出版等があげられますが、従来メディ

アによるビジネスに加え、当社が保有するコンテンツをこれらのネットワーク系メディアで展開していくことが、今後の

重要な鍵になると予想しております。

　当社は、平成16年２月期から３ヵ年の中期経営計画（平成16年２月期～平成18年２月期）を進めてまいりました。この

中期経営計画においては、「ワンソース・マルチユースの徹底」による「事業のボリュームアップ」と「事業効率のアッ

プ」を中期経営方針として掲げ、当社が保有する経営資源の運用価値を最大化することにより、事業のボリュームアップ

を図るとともに、社員の持つ情報、ノウハウ、スキルを統合、共有化することでシナジーを発揮させ、効率的マーケティ

ングを展開し、事業効率の更なるアップを目指すことに注力してまいりました。パッケージメディアに限れば、この中期

経営計画は一応の目標達成をみましたが、前述したとおり映像を含むコンテンツビジネスの領域は、近年パッケージ系メ

ディアからネットワーク系メディアへと広がりを見せており、新しいビジネスチャンスを事業へと発展させるための方針

が必要となりました。

　これを踏まえ、当社は平成19年度２月期から始まる新中期経営計画（平成19年２月期～平成21年２月期）において、映

像のみに留まらない多様なコンテンツ開発と、ネットワーク系メディア等の多角的な活用を目的として「クロスコンテン

ツ・クロスメディア戦略による事業の拡大」を経営方針に掲げることといたしました。

　「クロスコンテンツ戦略」では、独創的なフラッグシップ作品の創出など映像製作を中核としながらも、音楽、出版等

のコンテンツへ開発の幅を広げ、これらの権利確保により、更なるビジネスチャンスの拡大を図ります。

　「クロスメディア戦略」では、ネットワーク系メディアを利用し、配信、インターネットラジオ、Ｗｅｂマガジン、Ｅ

コマース等を総合的に楽しめる環境を提供し、それが高い収益性につながるようなビジネスモデルを構築するとともに、

当社が培ってきた高価格高付加価値商品の展開という独自のビジネスモデルを海外においても構築し、さらに確立するこ

とを目指します。

　また、事業の拡大だけではなく、企業のモラルアップ、社会的責任へと意識高揚を図ることも重要であると認識してお

り、企業の社会的責任を果たせるよう努めてまいります。

ｆ．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）

　当社は、健全な企業経営と事業展開を進める上で、経営の意思決定の透明性の維持、向上及びコンプライアンスの重視

が最重点課題であると考えております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

（１）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

　当社は、監査役制度を採用しております。当社の取締役は８名で、内１名は社外取締役であります。また、監査役は３

名で、常勤監査役を含め全員が社外監査役であります。

　当社は、毎月１回開催される定時取締役会と、必要に応じて開催する臨時取締役会のほか、常勤取締役及び常勤監査役

によって構成される常勤役員会を週１回開催し、重要な取締役会決裁案件の事前協議及び会社経営上の日常事項の協議を

行って、経営の意思決定の透明性を高めております。また、常勤取締役（役付取締役を除く）及び常勤監査役は、ＧＭ会

議（注３）に出席してＧＭ会議決裁案件等による事業運営状況を把握するとともに、事業運営上のアドバイスを行ってお

ります。

　また、当社の社外取締役及び非常勤監査役は、取締役会のほか毎月中旬に開催される事業報告会（注４）に出席するこ

とで、取締役による経営状況及びゼネラルマネージャーによる業務執行状況を詳細に把握、監視するとともに、経営上及

び事業展開上の問題点の指摘並びに改善点の勧告を積極的に行っております。

　当社は、監査役による会社経営監査、会計監査人による会計監査、内部監査室（２名）による業務監査をそれぞれ厳密

に行うとともに、常勤監査役を中心として互いに連携し、会社の内部統制状況を日常的に監視して問題点の把握、指摘、

改善勧告を行っております。また、会社の規程集は随時改定し、内部統制上の齟齬がないように努めております。

　当社は、コンプライアンスプログラムを制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置して法令遵守の精神を浸透

させ、問題の発生を防止しております。なお、コンプライアンス対応が必要であるとする社員からの報告・相談に対応す

るため、担当弁護士にコンプライアンス用の電子メールアドレスを設置するとともに、社員に広く告知しております。ま

た、様々な危機事態に備えるため、バンダイビジュアル危機管理マニュアルを制定するとともに、危機発生時には随時危

機管理委員会を招集し、対応することとしております。
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　また、当社の会計監査については、三興監査法人が株主総会にて選任され、監査を実施しております。監査業務を執行

した公認会計士は次のとおりであります。

　三興監査法人

　　　　代表社員　業務執行社員　樋口　計夫（継続監査年数７年）

　　　　代表社員　業務執行社員　奥田　基樹（継続監査年数７年）

会計監査業務に係る補助者は、全て公認会計士で構成されております。

  当社のコーポレート・ガバナンス体制を図式すると以下のようになります。

ＧＭ会議

事業報告会

セクション

グループ・室

社長

コンプライアンス委員会

危機管理委員会

内部監査室（２名）

株主総会

監査役会
監査役３名

（全員社外監査役）

取締役会
取締役８名

（内社外取締役１名）

常勤役員会

（２）役員報酬・監査報酬の内容

役員報酬等の内容

１） 役員に支払った報酬

　　　　取締役　　　７名　　　87百万円

　　　　監査役　　　３名　　　19百万円

２） 利益処分による役員賞与金の支給額

　　　　取締役　　　７名　　　54百万円

　　　　監査役　　　３名　　　 5百万円

監査報酬の内容

　　公認会計士法第２条第１項に規定する業務に係る報酬の金額　18百万円

（３）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

　当社の社外取締役（１名）は、当社の親会社（株式会社バンダイナムコホールディングス）の子会社（株式会社サンラ

イズ）の常務取締役であります。株式会社サンライズは、当社の主要仕入先（版権料の主要支払先、映像製作の主要委託

先）であります。

　当社の社外監査役３名のうち１名（常勤監査役）は、当社の親会社（株式会社バンダイナムコホールディングス）の子

会社（株式会社バンプレスト）の元取締役であります。当社と株式会社バンプレストとの取引は軽微であります。

（４）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

　当社は、前述のとおり、毎月１回開催する定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、

週１回常勤役員会を開催することで、経営の意思決定過程の透明化を心がけております。なお、毎月１回開催する事業報

告会に社外取締役及び非常勤監査役が参加することで、事業運営状況の把握に努めております。

　当社は、権限委譲による意思決定の迅速化と業務執行単位の意思疎通強化を主な目的として、平成16年３月１日付で組

織・人事制度の改革を行い、本部、部、課、係等の重層的な組織をグループ（又は室）のみに単純化し、各組織に長とし

て置いていた重層的な役職もゼネラルマネージャー及びその補佐役であるアシスタントゼネラルマネージャーのみに整理

しております。また、職務権限規程以下の諸規程を改定し、担当取締役決裁であった事項をＧＭ会議若しくは担当ゼネラ

ルマネージャー決裁としております。この改革により、取締役は事業運営の多くをＧＭ会議以下に権限委譲し、企業経営

に専念することとしております。さらに当社は、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するた

め、平成16年５月22日に開催した第21期定時株主総会の決議に基づいて定款を変更し、取締役の任期を２年から１年に短
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縮しております。また、平成17年３月１日付でグループを業務内容ごとに、セクションに分け、原則として取締役が各セ

クションリーダーに就くことにより、経営執行者としての立場がより明確なものになる体制へと変更しております。

ｇ．親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する株券が

上場されている証券取引所等

 株式会社バンダイナムコホールディングス 親会社 
　　　　　　　 63.2

　　　　　　（  0.8）

株式会社東京証券取引所

市場第一部 

 （注）　親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。

 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社は親会社である株式会社バンダイナムコホールディングスを中核としたバンダイナムコグループに属しており、同

社は当社の議決権の63.2％（間接保有を含む）を保有しております。平成17年９月29日付で株式会社バンダイと株式会社

ナムコは、共同株式移転方式により、両企業グループを統括する持株会社、株式会社バンダイナムコホールディングスを

設立し、これに伴い、株式会社バンダイナムコホールディングスが当社の親会社に該当することとなりました。

  同企業グループは、トイホビー、ゲーム、アミューズメント施設及びキャラクタービジネス等の総合エンタテインメン

ト事業を営んでおり、当社はこの企業グループにおいて、映像音楽コンテンツの戦略ビジネスユニットに属し、主に映像

コンテンツの創出を担っております。なお、この企業統合のため、株式会社バンダイは平成17年９月22日付で上場を廃止

し、平成17年９月29日付で新たに株式会社バンダイナムコホールディングスが東京証券取引所市場第一部に上場しており

ます。

　また、同社の設立以前は株式会社バンダイが当社の株式を保有する親会社でありましたが、株式会社バンダイの関係会

社株式管理業務の一部が会社分割（吸収分割）により株式会社バンダイナムコホールディングスに移管されたことに伴い、

平成17年12月1日付で、株式会社バンダイが保有していた当社株式は株式会社バンダイナムコホールディングスに異動と

なっております。

　なお、当社は独立した経営を行っております。

 

 　　戦略ビジネスユニット編成図
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 ③親会社との取引に関する事項

　当社と株式会社バンダイナムコホールディングスとは、バンダイナムコグループ全体のブランディング戦略に関するコ

ンサルティング委託契約に基づく取引を行っております。

（注１）コンテンツとは、映像系・音声系・テキスト系等経済的価値のある情報のことで、具体的には映画・アニメ・ゲ

　　　　ーム・楽曲・キャラクター・小説・イラストなどを指します。

（注２）１人当たり経常利益を算出する際の社員には、従業員のほか、常勤の役員、契約社員、出向受け社員を含んでお

　　　　り、アルバイト・パート、派遣社員、出向出社員は含まれておりません。

（注３）ＧＭ会議は、当社の組織単位であるグループ(室)の長であるゼネラルマネージャー全員で構成され、毎月２回開

　　　　催し、会社の事業推進上の重要事項の決裁（上位機関である社長決裁、取締役会決裁のものを除く）、上位機関

　　　　で決裁する案件の協議、ゼネラルマネージャーが決裁した案件の報告等を行っております。
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（注４）事業報告会は、非常勤を含む全ての取締役及び監査役並びに全てのゼネラルマネージャーで構成され、毎月１回

　　　　開催し、計数報告、事業推進上の協議、報告等を行っております。
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３．経営成績及び財政状態

ａ　経営成績

（１）当期の概況

① 当期の業績全般の概況

　当期におけるわが国の経済は、全産業活動指数に加え、個人消費も３年連続上昇となり、景気回復傾向の中、堅調に推

移いたしました。（注１）

　当期の映像業界を取り巻く環境につきましては、高速大容量の通信環境が普及したことにより、ブロードバンドでのコ

ンテンツ配信ビジネスが注目を集め、また、インターネット通販の伸張により販売チャネルが変化するなど、流通インフ

ラを含むビジネスモデルの変化が予見できる年となりました。

　このような中、映像パッケージソフト業界におきましては、売上数量では、前年比を上回りながらも、ビデオカセット

市場の縮小のため、売上金額では、前年比を若干下回る結果となり、平成12年から拡大を続けてきた映像パッケージソフ

ト業界は、平成11年以来６年ぶりに前年割れという結果となりました。しかし、ＤＶＤビデオの市場では、上半期（１月

から６月まで）こそ停滞傾向にありましたが、７月以降の売上は順調に推移し、通年ではメーカー出荷金額が3,477億円

（前年比8.7％増）となり、引き続き最高売上を更新することとなりました。販売用ＤＶＤビデオの市場では、洋画ジャン

ルにおきまして出荷数量が伸張したものの、低価格化傾向がさらに進んだことから売上金額におきましては前年の実績を

下回りました。一方、当社が主力商品としているアニメーションのジャンルにつきましては、売上数量、売上金額ともに

大きく前年実績を上回りました。ＤＶＤビデオの市場全体といたしましては、レンタル用ＤＶＤビデオも堅調に推移した

ことから、引き続き拡大していくものと思われます。（注２）

　当社におきましては、ＴＶアニメーション「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」をはじめとする大型作品が予想以上の実

績となったことに加え、レンタル用ＤＶＤビデオの導入が前年度から引き続き好調であったこと等が売上高の増加に繋が

ることとなりました。

　当期は利益率の高いライセンス事業で北米の売上が伸び悩んだことにより、売上総利益率は35.9％（前年同期比2.3ポイ

ント減）と、前期の実績を下回りましたが、業務の見直しによる効率改善等を推進し、売上増加に対して販売費及び一般

管理費の低減に努めた結果、経常利益率、当期純利益率は、ほぼ前期の実績と同水準を維持することができました。

　以上の結果、当期の売上高は284億5百万円（前年同期比10.4％増）、経常利益は44億53百万円（前年同期比9.9％増）、

当期純利益は26億51百万円（前年同期比16.6％増）となり、経常利益と当期純利益は６期連続して過去最高益を更新いた

しました。

(注１) 経済産業省発表　平成17年年間回顧による

(注２) 社団法人日本映像ソフト協会統計調査報告書2005年１月～12月による

 ②　当期の事業部門別売上の概況

事 業 部 門 売　上　高 　構　成　比

　映像パッケージソフト事業 26,549百万円 93.5％

　ライセンス事業 1,855  6.5  

合　　　　計 28,405  100.0  

映像パッケージソフト事業 

　当事業部門につきましては、ＴＶアニメーション「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の大ヒットに加え劇場アニメーショ

ン２作品「機動戦士Ｚガンダム－星を継ぐ者－」、「機動戦士Ｚガンダム－恋人たち－」、さらにオリジナルビデオアニ

メーション「機動戦士ガンダム0083  5.1ch DVD-BOX」等が実績に大きく貢献し、一連の「機動戦士ガンダム」シリーズの

売上高は111億32百万円、売上構成比は41.9％（前年同期比20.1％増）となりました。また、劇場アニメーションの「ス

チームボーイ」やＴＶアニメーション「ああっ女神さまっ」、「舞－ＨｉＭＥ」等も当期の売上に貢献いたしました。さ

らに、レンタル用ＤＶＤビデオの売上高が66億3百万円となり、市場の広がりに伴い順調に推移いたしました。

　結果、当期の映像パッケージソフト事業の売上高は265億49百万円（前年同期比13.5％増）となりました

ライセンス事業

　当事業部門につきましては、劇場作品「機動戦士Ｚガンダム－星を継ぐ者－」、「誰も知らない」等の劇場配分収入が

大きく貢献し、また商品化権収入等の売上増もあったことから、国内ライセンス事業の売上高は12億8百万円（前年同期

比18.4％減）となり、「座頭市」の劇場配分収入が大きく貢献した前期の実績には及ばなかったものの、当初予想を大き

く上回りました。一方、海外ランセンス事業につきましては、北米マーケットの不振もあり、当期の売上高は、6億47百万

円（前年同期比24.8％減）となりました。
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　結果、当期のライセンス事業の売上高は18億55百万円（前年同期比20.7％減）となりました。

（２）次期の見通し　

　現在、コンテンツビジネスは、パッケージ系メディアからネットワーク系メディアへと広がりを見せておりますが、Ｄ

ＶＤビデオの業界売上高は、引き続き最高売上を更新しており、映像パッケージビジネスの業界における市場の転換期は、

まだ少し先のことかと思われます。しかし、「ＨＤ　ＤＶＤ」、「ブルーレイディスク」等の次世代ＤＶＤが昨年より話

題になってきており、映像パッケージビジネスの中におけるメディアの変化は、徐々に近づきつつあると考えます。当社

は次期を次世代ＤＶＤの本格的普及期及び非パッケージ系メディアにおけるコンテンツビジネスの伸張等に備えるための

先行投資の時期と位置づけておりますが、ＤＶＤビデオによる現行ビジネスも更に深耕し、事業の拡大を図ってまいります。

　次期の映像パッケージソフト事業の見込みにつきましては、北野武監督の「ＴＡＫＥＳＨＩＳ’」、是枝裕和監督の最

新作「花よりもなほ」等良質な劇場作品に加え、「リーンの翼」「かしまし～ガール・ミーツ・ガール～」等新しいキャ

ラクターによるＴＶアニメ等の映像パッケージソフトを発売してまいります。また、高付加価値商品の展開及びレンタル

用ＤＶＤビデオのラインナップの充実を図り、当期以上の売上高を見込んでおります。

　ライセンス事業の見込みにつきましては、国内では、劇場等の配分収入売上、番組販売売上に加え、キャラクターの商

品化売上にも注力し、ライセンス事業の領域拡大により売上増を図ってまいります。また、海外については、BANDAI 

VISUAL USA INC.を拠点として北米圏での販売の立て直しを図るとともに、成長著しいアジア圏での展開にも注力してまい

ります。

　さらに、従来のビジネスモデルでの売上増を図りながら、将来のためのビジネスモデル構築にも積極的に取り組んでま

いります。そのひとつが、アニメーションを核としたポータルサイト事業であり、このサイトからコンテンツ配信、Ｗｅ

ｂマガジン、Ｅコマース等ビジネスウインドウを広げるとともに、現行ポイントシステムと連動させ、会員制ビジネスの

可能性を探りつつ、新たな事業の構築を目指してまいります。

　以上の結果、次期の売上高は285億円（前年同期比0.3％増）、経常利益は45億円（同1.1％増）、当期純利益は26億80百

万円（同1.1％増）となる見込みであり、微増ではありますが、当期に続き最高益更新を目指してまいります。

　なお、当社は次期の業績予想において「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号）を適用しております。

 ｂ　財政状態

（１）当期の概況

①　当期末の資産、負債、資本の概況

　資産につきましては、前事業年度末と比べ、当期における収益確保と売上債権の回収に伴って、現金及び預金の残高が

23億62百万円増加し、売上債権が6億82百万円減少した結果、総資産は17億82百万円増加し、201億46百万円となりました。

　負債につきましては、前事業年度末と比べ、前受金が2億72百万円増加したものの仕入債務が5億43百万円減少したこと

等により総額で4億17百万円減少し、75億74百万円となりました。

　株主資本につきましては、前期決算の利益処分に基づく支出が2億75百万円あったものの、当期純利益が26億51百万円と

なったこと等から、前事業年度末と比べ22億円増加し、125億71百万円となりました。この結果、株主資本比率は、前事業

年度末の56.5％から62.4％に上昇いたしました。

②　当期のキャッシュ・フローの概況

　当期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末と比べ23億62百万円増加し、97億19百万円

（前年同期比32.1％増加）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の営業活動の結果、得られた資金は33億13百万円（前年同期比34.2％増加）となりました。これは主に、税引前当

期純利益が44億95百万円ありましたが、法人税等の支払額が19億72百万円、売上債権の減少額が6億82百万円、前受金の増

加額が2億72百万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）

　当期の投資活動の結果、使用した資金は5億19百万円（前年同期比12.4％減少）となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による支出が3億82百万円、投資有価証券の取得による支出が1億21百万円あったこと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）

　当期の財務活動の結果、使用した資金は4億32百万円（前年同期比28.6％増加）となりました。これは、配当金の支払い

によるものであります。

 

（２）次期のキャッシュ・フローの見通し

　次期の営業活動によって得られる資金は、税引前当期純利益が当期より多少増加するものと見込まれるのに対し、新規

の映像作品に対する投資が増加し、また、法人税等の支払増が見込まれること等から、当期より減少するものと見込まれ

ます。これに、投資活動によって使用する資金の減少、財務活動によって使用する資金の減少を加味した次期末の資金の

9



残高は、当期末に比べ多少減少するものと予想しております。

　なお、資金の有効活用のために、平成18年４月３日より株式会社バンダイナムコホールディングスへ40億円の貸付を行

いました。当該契約は、３ヶ月の短期貸付であり、貸付期間中に当社の資金需要が発生した際には同社から返還されるこ

ととなっております。

 

（３）キャッシュ・フロー指標のトレンド

 16年２月期 17年２月期 18年２月期

　株主資本比率 52.5％ 56.5％ 62.4％

　時価ベースの株主資本比率 144.7％ 239.9％  365.6％

　債務償還年数 ―　 ―　 ―　

　インタレスト・カバレッジ・レシオ 20,598.2 ―　 ―　

（注）株主資本比率　　　　　　　　　　　：株主資本／総資産

　　　時価ベースの株主資本比率　　　　　：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

　　※１．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数により算出しております。

　　　２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・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。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

　　　　　おります。

 

（４）事業等のリスク

　当社は、多くの製作プロダクションとの協力関係の中で、作品開発及び商品を企画しております。特に親会社の子会社

である株式会社サンライズが製作するアニメーション「機動戦士ガンダム」シリーズ作品の売上高は当社の売上構成比の

中で特に高い位置を占めておりますが、同シリーズ作品の売上構成比は、新作発売の有無によって毎期変動いたします。

従いまして「機動戦士ガンダム」シリーズのような単一のキャラクターや作品の売上構成比がさらに上昇した場合、将来、

これが低下する可能性につきましては、会社業績に対するリスクであると認識しております。

 

（次期の見通しに関する注意事項）

　前述の業績等の次期見通しは、現在入手可能な情報に基づく当社の判断によるものであり、リスクや不確実性を内包し

ております。従いまして、消費動向や経済環境の変化等により、実際の業績はこれらの見通しから異なる結果となる可能

性があります。
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４．財務諸表等
(1) 貸借対照表

第22期
（平成17年２月28日）

第23期
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 7,357,837 9,719,979  

２　売掛金 ※１ 4,553,695 3,870,868  

３　商品 403,109 295,293  

４　仕掛品 189,835 166,300  

５　貯蔵品 15,841 11,003  

６　前渡金 3,263,031 3,140,653  

７　前払費用 122,547 130,169  

８　繰延税金資産 566,498 626,310  

９　未収入金 16,941 15,923  

10　その他 20,214 36,641  

貸倒引当金 △19,653 △1,166  

流動資産合計 16,489,899 89.8 18,011,978 89.4 1,522,078

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物 75,556 90,830  

減価償却累計額 7,219 68,337 18,410 72,419  

(2）工具器具及び備品 66,692 97,393  

減価償却累計額 24,671 42,021 41,000 56,393  

(3）映像マスター 3,431,972 3,648,692  

減価償却累計額 3,013,900 418,072 3,219,384 429,307  

(4）映像マスター仮勘定 52,286 67,930  

有形固定資産合計 580,717 3.2 626,050 3.1 45,333

２　無形固定資産  

(1）ソフトウェア 58,344 92,802  

(2）電話加入権 4,077 4,077  

無形固定資産合計 62,422 0.3 96,880 0.5 34,458
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第22期
（平成17年２月28日）

第23期
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券 886,204 1,072,277  

(2）関係会社株式 110,523 110,523  

(3）長期貸付金 80,810 72,395  

(4）破産更生債権等 39,497 39,105  

(5）長期前払費用 1,647 2,557  

(6）繰延税金資産 27,229 4,293  

(7）差入保証金 194,464 209,666  

(8）その他 10,916 11,918  

貸倒引当金 △120,307 △111,500  

投資その他の資産合計 1,230,986 6.7 1,411,236 7.0 180,250

固定資産合計 1,874,125 10.2 2,134,167 10.6 260,042

資産合計 18,364,025 100.0 20,146,146 100.0 1,782,120
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第22期
（平成17年２月28日）

第23期
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形 801,630 783,257  

２　買掛金 ※１ 4,099,772 3,574,911  

３　未払金 ※１ 947,497 887,169  

４　未払費用 482,573 358,222  

５　未払法人税等 1,089,605 1,059,490  

６　前受金  70,739 342,874  

７　預り金 15,126 14,367  

流動負債合計 7,506,945 40.9 7,020,293 34.8 △486,652

Ⅱ　固定負債  

１　役員退職慰労引当金 148,062 180,936  

２　預り保証金 337,599 373,476  

固定負債合計 485,662 2.6 554,413 2.8 68,751

負債合計 7,992,608 43.5 7,574,707 37.6 △417,900
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第22期
（平成17年２月28日）

第23期
（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 2,182,500 11.9 2,182,500 10.8 - 

Ⅱ　資本剰余金  

　　　　資本準備金 1,214,500 1,214,500  

　　資本剰余金合計 1,214,500 6.6 1,214,500 6.0 - 

 Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 79,318 79,318  

２　任意積立金  

　（1）特別償却準備金 1,091 769  

　（2）別途積立金 4,144,000 5,944,000  

３　当期未処分利益 2,571,727 2,932,133  

利益剰余金合計 6,796,137 37.0 8,956,221 44.5 2,160,083

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

178,279 1.0 218,217 1.1 39,938

資本合計 10,371,417 56.5 12,571,438 62.4 2,200,021

負債資本合計 18,364,025 100.0 20,146,146 100.0 1,782,120
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(2) 損益計算書

第22期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１ 25,739,716 100.0 28,405,477 100.0 2,665,761

Ⅱ　売上原価 ※１ 15,907,579 61.8 18,214,908 64.1 2,307,328

売上総利益 9,832,137 38.2 10,190,569 35.9 358,432

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１　運賃 361,959 373,702  

２　広告宣伝費 ※１ 2,593,124 2,520,439  

３　役員報酬及び給与手当 1,504,801 1,425,838  

４　福利厚生費 192,603 227,514  

５　退職給付引当金繰入額 86,790 54,359  

６　役員退職慰労引当金繰
入額

32,331 32,874  

７　旅費交通費 146,966 132,303  

８　減価償却費 19,336 29,959  

９　研究開発費 ※２ 79,695 163,932  

10　地代家賃 ※１ 172,726 243,234  

11　賃借料  79,424 48,794  

12　貸倒引当金繰入額 4,694 115  

13　その他 ※１ 526,811 5,801,266 22.5 530,867 5,783,935 20.4 △17,330

営業利益 4,030,871 15.7 4,406,633 15.5 375,762

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 2,069 1,358  

２　受取配当金 33,730 37,620  

３　為替差益 -  1,904  

４　その他 3,801 39,601 0.2 5,492 46,375 0.2 6,773

Ⅴ　営業外費用  

１　為替差損 8,354  -  

２　新株発行費 1,556 -  

３　その他 7,700 17,610 0.1 - -  - △17,610

経常利益 4,052,862 15.8 4,453,009 15.7 400,147
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第22期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益  

１  貸倒引当金戻入額 12,501  27,407   

２　投資有価証券売却益  　　 -  12,501 0.0 29,000 56,407 0.2 43,905

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産売却損  267 81  

２　固定資産除却損 ※３ 42,716 5,331  

３　投資有価証券評価損  332 -   

４　関係会社株式評価損 40,469   　　 -     

５　差入保証金評価損 2,810   -     

６　和解金 -  86,596 0.3 9,000 14,413 0.1 △72,182

税引前当期純利益 3,978,768 15.5 4,495,003 15.8 516,235

法人税、住民税及び事
業税

1,844,455 1,905,359  

法人税等調整額 △139,974 1,704,480 6.6 △62,138 1,843,220 6.5 138,740

当期純利益 2,274,287 8.9 2,651,783 9.3 377,495

前期繰越利益 369,440 496,349  

中間配当額 72,000 216,000  

当期未処分利益 2,571,727 2,932,133  
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売上原価明細書

第22期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　仕入高 ※１ 3,665,731 23.2 4,274,516 23.6 608,784

Ⅱ　映像製作費 3,006,002 19.0 4,313,353 23.8 1,307,350

Ⅲ　版権料 8,706,090 55.0 9,112,900 50.3 406,810

Ⅳ　その他 ※２ 439,836 2.8 406,321 2.3 △33,515

当期仕入高 15,817,661 100.0 18,107,092 100.0 2,289,430

期首商品たな卸高 493,027 403,109 △89,917

期末商品たな卸高 403,109 295,293 △107,815

当期売上原価 15,907,579 18,214,908 2,307,328

 

（注）

第22期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　仕入高のうちに、投入途中にある期首期末の仕掛品

（パッケージ、ジャケット、印刷物等）を加減算し

ております。

※１　　　　　　　　　 同左

※２　その他の主な内訳 ※２　その他の主な内訳

減価償却費 317,625千円 減価償却費 299,045千円
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(3) キャッシュ・フロ－計算書

第22期
（自　平成16年３月１日

至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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 3,978,768 4,495,003

減価償却費 349,573 347,090

諸引当金の増減額 22,435 5,578

受取利息及び受取配当金 △35,800 △38,978

固定資産除却損 42,716 5,331

和解金 　-   9,000

投資有価証券評価損 332 　-   

投資有価証券売却益 　-    △29,000

関係会社株式評価損 40,469 -   

差入保証金評価損 2,810  　-   

売上債権の増減額 △1,084,887 682,826

たな卸資産の増減額 89,184 136,188

前渡金の増減額 484,726 122,378

未収入金の増減額 △6,212 1,018

前払費用の増減額 41,799 △7,622

仕入債務の増減額 962,933 △543,234

未払金の増減額 350,341 △60,328

前受金の増減額 △1,084,087 272,134

預り保証金の増減額 48,431 35,876

役員賞与の支払額 △56,300 △59,700

その他 27,592 △117,997

小計 4,174,827 5,255,567

利息及び配当金の受取額 35,800 38,978

和解金の支払額 　-   △9,000

法人税等の支払額 △1,742,360 △1,972,335

営業活動による
キャッシュ・フロー

2,468,267 3,313,211
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第22期
（自　平成16年３月１日

至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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

△472,956 △382,994

有形固定資産の売却によ
る収入

741 2

無形固定資産の取得によ
る支出

△28,687 △52,889

投資有価証券の取得によ
る支出

△1,553 △121,602

投資有価証券の売却によ
る収入

 　-   30,000

関係会社株式の取得によ
る支出

△102,760 　-   

貸付金の回収による収入 12,360 8,415

投資活動による
キャッシュ・フロー

△592,854 △519,069

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

配当金の支払額 △336,000 △432,000

財務活動による
キャッシュ・フロー

△336,000 △432,000

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

1,539,412 2,362,141

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

5,818,425 7,357,837

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

7,357,837 9,719,979
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(4) 利益処分案

第22期
株主総会承認日

（平成17年５月21日）

第23期
株主総会承認予定日
（平成18年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,571,727 2,932,133

Ⅱ　任意積立金取崩額

　特別償却準備金取崩額 322 322 338 338

合計 2,572,049 2,932,471

Ⅲ　利益処分額

１　配当金 216,000 504,000

２　役員賞与金
（うち監査役賞与金）

59,700
(5,000)

61,700
(5,150)

３　任意積立金

別途積立金 1,800,000 2,075,700 1,600,000 2,165,700

Ⅳ　次期繰越利益 496,349 766,771
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重要な会計方針

項目
第22期

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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を採用してお

ります。

(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、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

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。

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

総平均法による原価法を採用しております。 同左

３　固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

定率法を採用しております。

有形固定資産

同左

無形固定資産　

ソフトウエア（自社利用分）

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

無形固定資産　

同左

４　繰延資産の処理方法  新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

＿＿＿＿＿＿＿＿

５　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

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。

同左

６　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、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権及び破産更生債権等につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

なお、当期末においては、年金資産が

退職給付債務を上回っておりますので

退職給付引当金の残高はありません。

また、数理計算上の差異は発生の翌事

業年度から10年（各事業年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内）で

均等償却しております。

過去勤務債務については、その発生年

度に一括して処理しております。

(2）退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿
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項目
第22期

（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(3）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。

(3）役員退職慰労引当金

同左

７　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

８　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

な投資を現金及び現金同等物としておりま

す。

同左

９　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

   消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

 

   消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第22期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10月

31日）が平成17年２月28日に終了する事業年度に係る財務

諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度

から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これ

による税引前当期純利益に与える影響はありません。

 ＿＿＿＿＿＿＿＿

追加情報

第22期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（厚生年金基金の解散）

　当社が加入する玩具人形厚生年金基金は平成17年１月28

日付で厚生労働大臣より解散が認可され、同日付で解散致

しました。

　これにより損益に与える影響は軽微であります。

 （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36,862千円は、実務対応報告第12号「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

いての実務上の取り扱い」（企業会計基準委員会（平成16

年２月13日））に従い、販売費及び一般管理費として処理

しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第22期
（平成17年２月28日）

第23期
（平成18年２月28日）

※１　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであり

ます。

※１　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主な資産及び負債は次のとおりであり

ます。

売掛金 15,286千円

買掛金 51,217千円

未払金 6,826千円

売掛金 884千円

買掛金 75千円

未払金 5,383千円

※２　会社が発行する株式の総数

普通株式 576,000株

発行済株式総数

普通株式 144,000株

※２　会社が発行する株式の総数

普通株式 576,000株

発行済株式総数

普通株式 144,000株

３　配当制限に関する注記

商法施行規則第124条第3号に規定する時価を付した

ことにより増加した貸借対照表上の純資産額は 

178,279千円であります。

３　配当制限に関する注記

商法施行規則第124条第3号に規定する時価を付した

ことにより増加した貸借対照表上の純資産額は218,217

千円であります。

（損益計算書関係）

第22期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社との主な取引は次のとおりであります。

※１　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社との主な取引は次のとおりであります。

　売上高 87,412千円

　売上原価 156,030千円

　広告宣伝費 8,735千円

　地代家賃 9,683千円

　その他 23,068千円

　売上高 27,694千円

　売上原価 83,621千円

　広告宣伝費 3,436千円

　地代家賃 5,623千円

　その他 18,358千円

※２　研究開発費の総額 ※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開

発費
79,695千円

一般管理費に含まれる研究開

発費
163,932千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 33,331千円

工具器具及び備品 5,642千円

映像マスター 3,742千円

計 42,716千円

建物及び構築物 296千円

工具器具及び備品 95千円

映像マスター 4,939千円

計 5,331千円
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第22期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

　　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

現金及び預金勘定 7,357,837千円

現金及び現金同等物 7,357,837千円

現金及び預金勘定 9,719,979千円

現金及び現金同等物 9,719,979千円

（リース取引関係）

 EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。
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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

種類

第22期（平成17年２月28日） 第23期（平成18年２月28日）

取得原価
（千円）

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

(1）株式 50,554 352,722 302,168 52,383 419,753 367,370

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 50,554 352,722 302,168 52,383 419,753 367,370

合計 50,554 352,722 302,168 52,383 419,753 367,370

　（注）　減損処理の対象銘柄は次の基準としております。

時価の下落率50％以上のもの………………全銘柄

時価の下落率が30％以上50％未満のもの…回復可能性がないと判断した銘柄

２　当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

30,000 29,000 　　　　- 

 

３　時価評価されていない有価証券

種類
第22期（平成17年２月28日） 第23期（平成18年２月28日）

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

非上場株式 644,005 763,047

（デリバティブ取引関係）

該当事項はございません。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

　　　　　　確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。

　　　　　　平成9年5月1日より、退職一時金制度から適格退職年金制度へ全面移行しております。

２　退職給付債務及びその内訳

第22期
（平成17年２月28日）

第23期
（平成18年２月28日）

①退職給付債務 △501,480千円        △540,005千円

②年金資産（注） 529,413千円        603,838千円

③未積立退職給付債務（①+②） 27,933千円       63,832千円

④会計基準変更時差異の未処理額 － － 

⑤未認識数理計算上の差異 69,887千円       33,901千円

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） － － 

⑦貸借対照表計上額（純額）（③+④+⑤+⑥）   97,821千円         97,734千円

⑧前払年金費用   97,821千円         97,734千円

⑨退職給付引当金（⑦-⑧） － － 

（注）上記年金資産以外に厚生年金基金制度における年金資産がありましたが、平成17年1月28日付で厚生労働大臣より解

散の認可を受けました。

３　退職給付費用の内訳

第22期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

退職給付費用 86,790千円       54,359千円

(1）勤務費用 39,493千円       49,580千円

(2）利息費用 9,294千円      10,029千円

(3）期待運用収益（減算）  △12,018千円        △13,235千円

(4）過去勤務債務の費用処理額 46,241千円       － 

(5）数理計算上の差異の費用処理額 3,778千円      7,983千円

(6）会計基準変更時差異の費用処理額 －   － 

(7）臨時に支払った割増退職金 －  200千円
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４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

第22期
（平成17年２月28日）

第23期
（平成18年２月28日）

(1）割引率（％） 2.0 2.0 

(2）期待運用収益率（％） 2.5 2.5 

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10

発生の翌事業年度から10年で均

等償却しております。

発生の翌事業年度から10年で均

等償却しております。

（税効果会計関係）

第22期 
（平成17年２月28日）

第23期 
（平成18年２月28日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

前渡金評価損 239,440 千円

未払事業税 97,705

未払賞与 152,622

貸倒引当金繰入超過額 49,030

役員退職慰労引当金 60,705

研究開発費 57,630

その他 101,123

繰延税金資産合計 758,259

繰延税金負債

特別償却準備金 △534

前払適格退職年金 △40,106

その他有価証券評価差額金 △123,889

繰延税金負債合計 △164,530

繰延税金資産の純額 593,728

繰延税金資産

前渡金評価損 317,443 千円

未払事業税 81,625

未払賞与 104,893

貸倒引当金繰入超過額 38,952

役員退職慰労引当金 73,460

研究開発費 67,946

その他 135,410

繰延税金資産合計 819,731

繰延税金負債

特別償却準備金 △294

前払適格退職年金 △39,680

その他有価証券評価差額金 △149,152

繰延税金負債合計 △189,127

繰延税金資産の純額 630,604

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内容

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

記載を省略しております。

３．「地方税法等の一部を改正する法律」が平成15年３

月31日に公布され、法人事業税に外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、平成17年３月以降に解消する

繰延税金資産及び繰延税金負債に使用する法定実効税

率を42％から41％に変更しております。

　この税率の変更により、繰延税金資産17,502千円、

当期純利益17,502千円が、それぞれ減少しておりま

す。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内容

同左

 

　＿＿＿＿＿＿＿＿
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（関連当事者との取引）

第22期

（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

１　親会社及び法人主要株主等

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

議決権の所
有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上

の関係

親会社
㈱バンダ
イ

東京都台
東区

24,460,479
玩具等の製
造販売

被所有
直接
62.4％
間接 
0.8％

－

商品の販
売、
映像製作
の受託、
版権料の
支払、
大阪営業
所及び名
古屋営業
所の事務
所賃借

営業
取引

商品の販
売、配分
金の受取

87,023 売掛金 15,286

版権料の
支払等

155,965 買掛金 51,182

広告宣伝
費の支払

8,735

未払金 6,826事務所家
賃の支払

12,244

その他 23,518

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　㈱バンダイとの取引条件については、一般取引先と同様の取引を勘案して決定しております。

２　兄弟会社等

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

議決権の所
有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
の子会
社

㈱サンラ
イズ

東京都杉
並区

39,624
アニメー
ションの企
画及び制作

所有
直接 
7.6％
被所有
直接 
0.8％

兼任
１名

映像製作
の委託、
ビデオ化
の許諾

営業
取引

配分金の
受取

76,467 -

映像製作
の委託

589,760
未収入金 837

前渡金 827,704

版権料の
支払

2,279,001

買掛金 730,478
商品部材
の仕入

23,320

広告宣伝
費の支払

8,308 未払金 6,992

営業

取引

以外

の取

引

受取配当
金

32,000 －

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　㈱サンライズとの取引条件については、一般取引先と同様の取引を勘案して決定しております。
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第23期

（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

１　親会社及び法人主要株主等

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

議決権の所
有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上

の関係

親会社

㈱バンダ
イナムコ
ホール
ディング
ス

東京都港
区

10,000,000

 バンダイ
ナムコグ
ループの中
長期経営戦
略の立案・
遂行
グループ会
社の事業戦
略実行支
援・事業活
動の管理

被所有
直接
62.4％
間接 
0.8％

－

ブラン
ディング
コンサル
ティング
の委託

営業
取引

諸手数料
の支払
その他

5,127

260
 未払金 5,383

 （注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

 （注）  資本金及び議決権の被所有割合、期末残高については平成18年２月28日の残高、状態を表示しております。

 （注）  取引の内容及び取引金額については平成17年９月29日から平成18年2月28日までの内容を表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等 

　㈱バンダイナムコホールディングスとの取引条件については、一般取引先と同様の取引を勘案して決定しております。 

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

議決権の所
有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
残高

（千円）役員の
兼任等

事業上

の関係

親会社
㈱バンダ
イ

東京都台
東区

24,664,368
玩具等の製
造販売

被所有
直接
62.4％
間接 
0.8％

－

商品の販
売、
映像製作
の受託、
版権料の
支払、
大阪営業
所及び名
古屋営業
所の事務
所賃借

営業
取引

商品の販
売、配分
金の受取

25,564 売掛金 5,075

版権料の
支払等

83,505 買掛金 7,780

広告宣伝
費の支払

3,518

未払金 1,105事務所家
賃の支払

7,754

その他 14,356

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、残高は消費税等を含んで表示しております。

　（注）  資本金及び議決権の被所有割合、残高については平成17年11月30日の残高、状態を表示しております。

  （注）  取引の内容及び取引金額については平成17年3月1日から平成17年11月30日までの内容を表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　㈱バンダイとの取引条件については、一般取引先と同様の取引を勘案して決定しております。
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２　兄弟会社等

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

議決権の所
有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上

の関係

親会社
の子会
社

㈱バンダ
イ

東京都台
東区

24,664,368
玩具等の製
造販売

被所有
直接
0％
間接 
0％

－

商品の販
売、
映像製作
の受託、
版権料の
支払、
大阪営業
所及び名
古屋営業
所の事務
所賃借

営業
取引

商品の販
売、配分
金の受取

24,212 売掛金 3,525

版権料の
支払等

106,161 買掛金 41,128

広告宣伝
費の支払

1,458

未払金 4,630

その他 6,263

 （注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

 （注）  資本金及び議決権の被所有割合、期末残高については平成18年２月28日の残高、状態を表示しております。

 （注）  取引の内容及び取引金額については平成17年12月1日から平成18年2月28日までの内容を表示しております。 

  取引条件及び取引条件の決定方針等

 　㈱バンダイとの取引条件については、一般取引先と同様の取引を勘案して決定しております。 

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

議決権の所
有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
の子会
社

㈱サンラ
イズ

東京都杉
並区

49,749
アニメー
ションの企
画及び制作

所有
直接 
7.6％
被所有
直接 
0.8％

兼任
１名

映像製作
の委託、
ビデオ化
の許諾

営業
取引

配分金の
受取

166,387 -

映像製作
の委託

1,450,490  前渡金 745,290

版権料の
支払

3,823,601

買掛金 933,369
商品部材
の仕入

26,570

広告宣伝
費の支払

14,456 未払金 3,265

営業

取引

以外

の取

引

受取配当
金

35,000 －

　（注）　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　㈱サンライズとの取引条件については、一般取引先と同様の取引を勘案して決定しております。

31



（１株当たり情報）

項目

第22期 第23期

（自　平成16年３月１日  （自　平成17年３月１日  

　至　平成17年２月28日) 　至　平成18年２月28日)

１株当たり純資産額 71,609円14銭       86,873円18銭

１株当たり当期純利益    15,379円08銭        17,986円68銭

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株当たり当期純利益金

額については、新株予約権付社債等潜在

株式がないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、新株予約権付社債等潜在

株式がないため記載しておりません。 

当社は、平成16年８月16日付で株式１株

につき３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

と仮定した場合の前事業年度における１

株当たり情報については、以下のとおり

になります。 

 

１株当たり純資産額

57,478円95銭

 ＿＿＿＿＿＿＿＿

 

１株当たり当期純利益  

13,009円10銭

 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、新株予約権付社債等潜在

株式がないため記載しておりません。 

 

   （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第22期 第23期

（自　平成16年３月１日 （自　平成17年３月１日

    至　平成17年２月28日）     至　平成18年２月28日）

当期純利益（千円）   2,274,287            2,651,783

普通株主に帰属しない金額

（千円）
59,700       61,700

（うち利益処分による役員

賞与金）

（59,700）  （61,700）

普通株式に係る当期純利益

（千円）
2,214,587          2,590,083

期中平均株式数（株） 144,000        144,000
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（重要な後発事象）

第22期  第23期

（自　平成16年３月１日 （自　平成17年３月１日 

   至　平成17年２月28日）     至　平成18年２月28日） 

──────── 株式取得による会社の買収

　平成18年４月７日開催の臨時取締役会の決議に基づき、

　平成18年５月１日に株式会社ランティスの株式を取得い

　たします。その概要は次のとおりであります。

（１）目的

　　　音楽事業の業績拡大のため。

（２）株式取得の方法

      発行済株式の譲受及び第三者割当増資の引受け

（３）当該会社の概要

　　　①商号　　　　株式会社ランティス

　　　②事業内容　　ソフトウェア企画・制作・発売

　　　　　　　　　　音楽著作権の取得及び管理

　　　　　　　　　　コンパクトディスク等の原盤の

　　　　　　　　　　企画・製作

　　　③資本金　　　　　50百万円

　　　④売上高　　　19億73百万円（平成17年９月期）

　　　⑤経常利益　　 1億68百万円（平成17年９月期）

（４）取得株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

　　　①株式数　　　810株

　　　②取得価額　　10億円

　　　③持分比率　　50.6％

（５）資金調達の方法

　　　自己資金の充当

（６）その他の内容

　　　同社は平成18年５月１日より当社の連結子会社とな

　　　ります。連結業績に与える影響については、現時点

　　　では未確定であります。連結業績の見通しにつきま

　　　しては、確定次第改めて公表いたします。
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  （その他）

　株式会社竜の子プロダクションが、当社等に対し「マクロス」等の標章使用について金6億85百万円の不当利得の返還等

を求め、平成15年８月25日東京地方裁判所に提訴いたしましたが、平成16年７月１日に同社の全ての請求を棄却する判決

が下されました。同社はこれを不服とし、当社等に対し金５千万円の不当利得の返還等を求め、平成16年７月14日付で東

京高等裁判所に控訴いたしました。しかし、平成17年10月27日に同社の請求を棄却する判決が下され、これに対し同社は

上告を行わなかったため、この判決は確定いたしました。
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５．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）仕入実績

　当事業年度における仕入実績を事業部門ごとに示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（千円） 前年同期比（％）

　映像パッケージソフト事業 17,286,963 116.8

　ライセンス事業 927,944 90.8

合　　計 18,214,908 115.2

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．上記の金額は、当期仕入高によって表示しております。

 (4）販売実績

　当事業年度における販売実績を事業部門ごとに示すと次のとおりであります。

事業部門の名称 金額（千円） 前年同期比（％）

　映像パッケージソフト事業 26,549,744 113.5

　ライセンス事業 1,855,733 79.3

合　　計 28,405,477 110.4

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．主要顧客（総販売実績に対する割合が10％以上）に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

第22期
（自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日）

第23期
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

(株)星光堂 2,660,096 10.3 3,133,928 11.0

(株)ハピネット 2,649,967 10.3 2,892,196 10.2

　　　３．映像パッケージソフトの販売実績を商品区分別に示すと次のとおりであります。

商品区分 金額（千円） 前年同期比（％）

　映像ファン向け 21,818,897 126.4

　一般向け 2,308,758 97.2

　子供向け 2,311,691 70.1

　新規商品 110,397 24.0

 合　　計 26,549,744 113.5
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 　　　４．当事業年度における主な作品シリーズ別の売上構成比は次のとおりであります。

シリーズ名 売上構成比（％）

　機動戦士ガンダム 40.4

　クレヨンしんちゃん 4.5

  攻殻機動隊 3.7

　その他 51.5

合　　計 100.0

　　　５．当事業年度における映像パッケージソフトの媒体別の売上構成比は次のとおりであります。

媒体名 売上構成比（％）

　ＤＶＤビデオ 96.1

　ビデオカセット等 3.9

合　　計 100.0
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６．役員の異動

（１）代表者の異動

　　該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動　（平成18年５月20日付）

　　１）新任取締役候補

　　　　取締役経営セクションリーダー

　　　　兼社長室ゼネラルマネージャー
 藤　川　正　之  （現

　

　経営セクションリーダー

　兼社長室ゼネラルマネージャー
 ）

        取締役プロデュースセクションリーダー     プロデュースセクションリーダー  

        兼第１プロデュースグループ  森　本　浩　二  （現　兼第１プロデュースグループ  )

 　　　 ゼネラルマネージャー     ゼネラルマネージャー  
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