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問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長   氏名 鈴木成康   ＴＥＬ 03(5226)8821（代表）   
決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 12 日       中間配当制度の有無    有 
配当支払開始予定日 平成 －年 －月 －日 定時株主総会開催日 平成 18 年 6 月 27 日 
単元株制度採用の有無  無     
 
 
１．18 年 3月期の業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 
(1)経営成績                （注）本決算短信中の金額は百万円未満を切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 3 月期 
17 年 3 月期 

2,448     3.7
2,361    △7.0

93   △38.3
151   △38.9

85   △41.1
144    209.0

 

 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 3 月期 
17 年 3 月期 

24     △46.5 
44      92.9 

1,879.70
3,517.29

1,829.00
3,416.68

2.7
5.4

3.6 
6.4 

3.5
6.0

(注) ①持分法投資損益 18 年 3 月期    － 百万円   17 年 3月期     － 百万円 
     ②期中平均株式数 18 年 3 月期    12,789 株   17 年 3 月期     12,765 株 
     ③会計処理の方法の変更   有 
     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 
 

 中 間 期 末 
配当金総額 
（年   間） 配当性向 

株主資本 
配 当 率     

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

－
－

－ 
－ 

－
－

 
 
(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 3 月期 
17 年 3 月期 

2,358 
2,362 

874 
850 

37.1 
36.0 

68,379.03 
66,499.33 

(注) ①期末発行済株式数 18 年 3 月期    12,789 株   17 年 3 月期     12,789 株 
     ②期末自己株式数  18 年 3 月期       － 株  17 年 3 月期       － 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 3 月期 
17 年 3 月期 

250 
△295 

△165 
△174 

169 
285 

427 
172 

 
 
２．19 年 3月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1日～平成 19 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

1,024 △61 △36 中 間 期 
通   期 2,357 115 66 

0.0 
－ 

－ 
0.0 

－ 
0.0 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  5,237 円 46 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
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 
   該当事項はありません。 

 
２．経営方針 
（1）経営の基本方針 

当社は、コミック専門出版社としてコミックビジネスの革新を追求し、マンガ文化の発展に貢献

することを目的としております。またクオリティの高い作品を読者に提供することにより、テレビ

アニメ化および実写化等の映像関係のコンテンツを生み出し、フィギュア等のキャラクター関連商

品の販売など、出版社の枠を超えて自らその付加価値増進に取組んでおります。さらに、こうした

活動を通じてコミック業界全体の発展に貢献することが当社の使命であると考えております。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

当社は、企業価値の増大を最大の目標として、経営基盤の安定と収益の向上を図り、株主の皆様

をはじめとするステークホルダーに対し適正に利益を還元することを重要な経営課題と認識してお

ります。 

当期につきましては、財務基盤の強化と安定を図るため、配当は行わず内部留保を高める方針で

あります。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、企業価値の増大による投資家への知名度の向上に努め、株主数の増加および株式の流動

性を向上させていくことが重要な課題であると認識しております。投資単位の引下げにつきまして

は、株価水準、株主数および業績等を総合的に勘案し検討してまいります。 

 

（4）目標とする経営指標 

当社の使命は、優れたコミック・コンテンツを数多く世に送り出すことであると認識しておりま

す。そのため、目標とする経営指標として、①単位期間当たりのコミックス等新刊の刊行点数（コ

ンテンツの量） ②売上総利益額および売上高対売上総利益率（コンテンツの質） ③新規作家の

デビュー件数（コンテンツの創出基盤）を重視しております。 

 

（5）中長期的な経営戦略 

    ①コミック誌ラインの拡充 

小学生、中高校生、ヤング（18 歳～23 歳）、ヤングアダルト（24 歳～30 歳）およびアダルト

（30 歳超）の読者区分に少なくとも各 1誌のコミック誌を取り揃えたいと考えております。 

コミック誌の創刊にあたりましては、対象とする市場セグメントを十分に調査した上で、読

者ターゲットを明確にし、競争力のある事業モデルの構築に努めてまいります。 

②メディアコンプレックスの推進 

コミック出版を事業の核としつつ、そこで生まれたコンテンツを映像、ゲーム、キャラクタ

ーグッズ等他の媒体に展開することで付加価値の増加を図るメディアコンプレックスを積極的

に推進してまいります。具体的には、当社作品のテレビアニメ化と並行して映像事業やゲーム

事業等への展開を進めてまいりたいと考えております。 

③作家を発掘・育成する体制の整備 

事業上の必要性だけでなく、マンガ業界全体に貢献するという目的からも、作家を発掘・育

成する体制の充実に力を注いでまいります。具体的には、コミック誌上での作品募集など現在

行っている施策に加えて、スカウト体制の構築等施策を講じてまいりたいと考えております。 

 

（6）会社の対処すべき課題 

当社は、事業の発展・拡大、安定的な収益を確保するための強固な経営基盤を確立することを目

標として捉えております。 

当社出版事業においては、人気作品の有無による当社業績に与える影響が大きく、有力な作家お

よび作品を発掘していくこと、また人気作品を一時的な人気に終わらせることなく寿命の長い作品

を生み出してゆくことが、安定的収益を確保するための重要な課題となります。より多くの出版物

を提供し、幅広い読者層に支持されることによる安定した出版体制の確立を目指し、作家の発掘・

育成、人材の確保、内部管理体制等の充実を図りつつ、以下の具体的課題に取組んでまいりたいと

考えております。 
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①コミック誌ラインの拡充 

平成 16 年 11 月および平成 17 年 7 月に臨時増刊号を発売いたしました「ZEBEL」（女性向けフ

ァンタジーコミック誌）を季刊等、定期刊行化してまいります。また、随時新たな読者層に向

け臨時増刊号を企画・発売することにより拡充を図ってまいります。 

②メディアコンプレックスの推進 

 ａ）当社作品のテレビアニメ化 

    コミック誌の拡充に伴うコンテンツの増加と並行し、今後の映像事業への展開を見据え

てアニメ化を積極的に実施してまいります。平成 17年度においては、３作品のテレビアニ

メを放映いたしました。平成 18 年度におきましても３作品を予定しております。さらに、

外部からのキャラクターも積極的に取入れアニメ化、コミック化を推進していく予定です。 

ｂ）自社プロデュースによるオリジナルアニメ映像商品の製作・販売 

既存コミックキャラクターの映像化の他に、自社プロデュースによるオリジナルアニメ

製作による映像商品化を推進し、新事業としての体制を構築してまいります。 

③キャラクターグッズの製作・販売事業の拡大 

当社キャラクターのフィギュアについては、主にコミックス限定版付録として販売してまい

りましたが、今後はフィギュア商品を中心としたキャラクターグッズの製作・販売を他社とア

ライアンスにより事業化してまいります。 

④海外展開の活発化 

海外出版許諾に加え、映像・グッズ等の海外展開をおこなってまいります。 

⑤作家を発掘・育成する体制の整備 

優秀な人材をスカウト・育成する体制を構築するため、コミック誌上での作品募集、地域で

のオーディションの開催等行なってまいります。 

 
 
（7）親会社等に関する事項 
     該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
（1）経営成績 

当期におけるわが国経済は、原油高騰の不安要因がありましたが、全般的には企業収益の回復に

よる設備投資の拡大、失業率の低下および個人消費の伸長など景気の回復が鮮明になり堅調に推移

いたしました。 

このような環境のなか、当社はコミック専門出版社として雑誌、コミックスの刊行点数の拡大を

中心に、コンテンツのテレビアニメ化ならびにグッズ等関連商品の販売を推進し、メディアコンプ

レックスに積極的に取組んでまいりました。 

この結果、当期の業績につきましては、売上高 2,448 百万円（前年同期比 3.7％増）となりまし

た。しかしながら経常利益につきましては、コミック誌での販促品（付録等）の費用増加、将来の

製品在庫廃棄の損失に備えるための引当金繰入等の増加および刊行点数の増加に伴う物流費等の負

担増により 85 百万円（前年同期比 41.1％減）となり、当期純利益につきましては特別損失に貸倒

損失を計上したため 24 百万円（前年同期比 46.5％減）となりました。 

 

事業別の売上高は次のとおりであります。 

①出版事業 

コミック誌は、定期刊行物「月刊コミックブレイド」（12 点）およびその隔月増刊号「コミッ

クブレイド MASAMUNE」（６点）を刊行し、ハイティーン向けファンタジーコミック誌の創刊準備

号として「ZEBEL」（２点）を刊行しました。以上 20点を刊行いたしました結果、当売上高は 181

百万円（前期比 2.3％増）となりました。 

コミックス（単行本）は新刊 86 点を刊行し、テレビアニメ化作品を中心に好調に推移し、当

売上高は 1,788 百万円（前期比 1.4％増）となりました。 

その他（関連書籍・グッズ等）出版事業では、人気作品の関連商品および人気作家のイラス

ト集等、計 36 点の刊行および作品関連グッズの販売により、当売上高は 340 百万円（前期比

25.1％増）となりました。 

②その他事業 

当社コミックスの海外出版、テレビアニメ化およびキャラクター商品化の許諾に伴うライセン

ス収入、アニメーション作品への製作出資に係る分配金等により、当売上高は 138 百万円（前期

比 7.2％減）となりました。 

 

＜事業別売上高＞ 

第４期 
（平成17年3月期） 

第５期 
（平成18年3月期） 

前 期 比 
区 分 

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

出 版 事 業 2,212,208 93.7 2,309,819 94.3 97,610 4.4

 コ ミ ッ ク 誌 177,066 7.5 181,169 7.4 4,102 2.3

 コ ミ ッ ク ス 1,763,073 74.7 1,788,380 73.0 25,306 1.4

 そ の 他 272,067 11.5 340,269 13.9 68,202 25.1

そ の 他 事 業 149,783 6.3 138,980 5.7 △10,803 △7.2

合 計 2,361,992 100.0 2,448,799 100.0 86,807 3.7

(注)1.金額は販売価格によっております。 

2. 第４期のその他事業には、共同出版事業収入 90 百万円が含まれております。 

3.主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

第４期 第５期 
相手先 

金額（千円） 割合(%) 金額（千円） 割合(%) 

日本出版販売㈱ 

㈱トーハン 

796,121 

731,726 

33.7 

31.0 

767,967 

701,245 

31.3 

28.6 

4.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（2）財政状態 

①資産・負債・資本 

流動資産は、前期末と比べ 62,564 千円増加し、2,217,872 千円となりました。 

固定資産は、66,356 千円減少し、140,878 千円となりました。これは主に、アニメ製作に対

する出資の減少によるものであります。 

流動負債は、前期末と比べ 27,831 千円減少し、1,484,251 千円となりました。これは主に、

短期借入金 120,000 千円増加した一方、仕入・未払債務が 119,474 千円および未払法人税 25,887

千円の減少によるものであります。 

資本の部は、前期末と比べ 24,039 千円増加し、874,499 千円となりました。これは当期純利

益 24,039 千円によるものであります。 

以上の結果、総資産は 3,792 千円減少し、2,358,750 千円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ、254,657 千

円増加し、427,362 千円となりました。 

 

当会計期間におけるキャッシュ・フローの概要は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、資金の増加 250,546 千円となりまし

た。これは主に、売上債権およびたな卸資産の減少によるものであります。税引前当期純利

益44,113千円を計上致しましたが、仕入債務の減少による資金の減少が47,708千円のほか、

売上債権及びたな卸資産の増加による資金の減少204,815千円および出資金償却99,225千円

により、営業活動による資金は増加いたしました。     

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、資金の減少 165,028 千円となりまし

た。これは主に、アニメ製作出資金の支出 127,680 千円および無形固定資産の取得による支

出 25,922 千円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） 

当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、資金の増加 169,140 千円となりまし

た。これは、短期借入金の純増加 120,000 千円及び信託受益権譲渡による収入 49,140 千円に

よるものであります。 

 
 第 2期 

平成 15 年 3月
第 3期 

平成 16 年 3月
第 4期 

平成 17 年 3月 
第 5期 

平成 18 年 3月

自己資本比率 

時価ベースの自己資本比率 

債務償還年数 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 

26.8％ 

―― 

―― 

―― 

38.4％ 

210.6％ 

   ―― 

   ―― 

36.0％ 

232.2％ 

   ―― 

   ―― 

37.1％ 

111.7％ 

   3.4年 

       20.8 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 

(３)事業等のリスク 

当社は、未だ事業基盤の構築過程にあるため、業歴の長い会社に比べ事業計画を達成できないリ

スクが高いと思われます。以下において、主なリスク要因と考えられる事項を記載しております。 
 

①今後の事業展開について 

当社は、コミック誌ラインの拡充と当社作品のテレビアニメ化の推進を成長戦略の柱としてお

ります。新たなコミック誌の創刊にあたっては有力な作家および作品の発掘が、当社作品のテレ

ビアニメ化にあたっては外部出資者、広告代理店やテレビ局との交渉による放映枠の確保などが

必要となりますが、こうした外部との交渉が当社の計画どおりに進まないことも考えられます。

また、これらの施策を実現した場合においても、その経済効果については事前に予測しがたい面

があり、当社が期待する収益を得られない可能性があります。 
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②人材確保について 

当社は、平成 18 年 3月 31 日現在で、取締役 3名、監査役 3名、従業員 31 名の少数精鋭で業

務を遂行しているため、社外流出等があった場合における業績への影響は大きく、また採用につ

いても大規模組織の会社と比較して優秀な人材が集り難い状況にあります。 

③法的規制について 

当社の製作・販売している出版物は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（独

占禁止法）第 24 条の 2の規定により、再販売価格維持制度（再販制度）が認められる特定品目

に該当しており、書店では定価販売が行われております。公正取引委員会が平成 13 年 3 月 23

日に発表した「著作物再販制度の取扱いについて」によると、当面、再販制度は維持・存続され

る見通しですが、一方で、再販制度を維持しながらも、現行制度の弾力的運用を業界に求めてい

く方針を発表しております。当該制度が廃止された場合には、出版物の市況が悪化することも考

えられ、当社の出版物にその影響が及んだ場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

(４)平成 19 年 3 月期の業績見通し 

平成 19 年 3 月期においては、コミックス新刊 78 点（通常版 71・限定版 7）および関連書籍 44 点

の刊行を予定しております。また、アニメ化も 3作品（2作品は、平成 19 年 4月より放映中）予定し

ております。 
 

＜平成 19 年 3 月期業績予想＞ （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

中間期 1,024 △55 △61 △36 

通 期 2,357 127 115 66 

  

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

実際の業績は、今後生じる様々な要因により業績見通しと異なる可能性があることをご承知おき

くだい。 
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４．財務諸表等 
(1)財務諸表 

  ①貸借対照表 

  前事業年度 
（平成17年3月31日） 

当事業年度 
（平成18年3月31日） 比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  172,704 427,362  

２．受取手形  1,470 －  

３．売掛金  1,642,758 1,475,886  

４．製品  273,954 225,550  

５．仕掛品  23,546 22,388  

６．前渡金  349 484  

７．立替金  601 3,043  

８．前払費用  6,995 6,692  

９．繰延税金資産  31,887 57,415  

１０．未収入金  2,284 113  

１１．その他  － 0  

貸倒引当金  △1,244 △1,064  

流動資産合計  2,155,307 91.2 2,217,872 94.0 62,564

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産    

（1）建物  3,382 3,382   

    減価償却累計額  750 2,631 1,110 2,272  

（2）工具器具備品  5,479 4,625   

    減価償却累計額  2,839 2,639 2,619 2,006  

有形固定資産合計  5,271 0.2 4,278 0.2 △992

 
２. 無形固定資産 

   

  （1）ソフトウェア  － 39,754  

無形固定資産合計  － － 39,754 1.7 39,754

３. 投資その他の資産    

（1）投資有価証券  － 10,500  

（2）出資金  98,280 9,555  

（3）長期前払費用  501 －  

（4）繰延税金資産  33,422 48,031  

（5）差入保証金  28,759 28,759  

（6）長期未収入金  82,000 －  

貸倒引当金  △41,000 －  

投資その他の資産合計  201,964 8.5 96,845 4.1 △105,118

固定資産合計  207,235 8.8 140,878 6.0 △66,356

資産合計  2,362,543 100.0 2,358,750 100.0 △3,792
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  前事業年度 
（平成17年3月31日） 

当事業年度 
（平成18年3月31日） 比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  409,778 362,204  

２．短期借入金  730,000 850,000  

３．未払金  148,496 76,652  

４．未払費用  2,358 2,301  

５．未払法人税等  77,490 51,603  

６．未払消費税等  1,683 10,460  

７．前受金  18,793 5,704  

８．預り金  5,477 5,302  

９．返品調整引当金  117,895 119,912  

１０．その他  110 110  

流動負債合計  1,512,083 64.0 1,484,251 62.9 △27,831

負債合計  1,512,083 64.0 1,484,251 62.9 △27,831

（資本の部） 
 
 

  

Ⅰ 資本金 ※１ 451,871 19.1 451,871 19.2 －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  396,560 396,560   

資本剰余金合計  396,560 16.8 396,560 16.8 －

Ⅲ 利益剰余金    

１．当期未処分利益  2,028 26,068   

利益剰余金合計  2,028 0.1 26,068 1.1 24,039

資本合計  850,459 36.0 874,499 37.1 24,039

負債資本合計  2,362,543 100.0 2,358,750 100.0 △3,792
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②損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年4月 1日 
  至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
  至 平成18年3月31日） 

比較増減

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高    

１．出版事業売上高  2,212,208 2,309,819   

２．サービス等収入  149,783 2,361,992 100.0 138,980 2,448,799 100.0 86,807

Ⅱ 売上原価    

１．出版事業売上原価    

（1）製品期首たな卸高  158,686 273,954   

（2）当期製品製造原価  1,471,272 1,511,950   

合計  1,629,958 1,785,905   

（3）他勘定振替高  22,783 5,374   

（4）製品期末たな卸高  273,954 225,550   

出版事業売上原価  1,333,221 1,554,979   

２．サービス等原価  204,601 1,537,823 65.1 156,237 1,711,217 69.9 173,394

売上総利益  824,168 34.8 737,582 30.1 △86,586

返品調整引当金繰入額  42,556 1.8 2,017 0.1 △40,539

差引売上総利益  781,612 33.0 735,565 30.0 △46,047

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 629,836 26.6 641,889 26.2 12,053

営業利益  151,776 6.4 93,675 3.8 △58,100

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  3 3   

２．為替差益  503 2,379   

３．古紙等売却収入  933 779   

４．その他  202 1,643 0.0 518 3,680 0.2 2,037

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  8,388 12,016   

２．その他  200 8,588 0.3 0 12,017 0.5 3,428

経常利益  144,830 6.1 85,339 3.5 △59,491

Ⅵ 特別利益    

１. 貸倒引当金戻入益  － 180 180 0.0 180

Ⅶ 特別損失    

１．関係会社整理損  25,201 －   

２．貸倒引当金繰入額  41,000 －   

３．貸倒損失  － 41,000   

４．工具器具備品除却損  549 147   

５．その他  － 66,750 2.8 258 41,405 1.7 △25,345

税引前当期純利益  78,080 3.3 44,113 1.8 △33,966

法人税、住民税及び事業税  72,986 60,210   

法人税等調整額  △39,808 33,178 1.4 △40,136 20,074 0.8 △13,104

当期純利益  44,901 1.9 24,039 1.0 △20,862

前期繰越利益又は前期繰
越損失（△） 

 △42,872 2,028  44,901

当期未処分利益  2,028 26,068  24,039
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製造原価明細書 

  

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 

  至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日） 

 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 材料費  281,556 19.1 270,219 17.9

Ⅱ 労務費  97,415 6.6 99,438 6.6

Ⅲ 経費 ※１ 1,091,693 74.3 1,141,134 75.5

  当期総製造費用  1,470,665 100.0 1,510,792 100.0

期首仕掛品たな卸高  24,153 23,546 

合計  1,494,819 1,534,339 

  期末仕掛品たな卸高  23,546 22,388 

  当期製品製造原価  1,471,272 1,511,950 

 

（脚注） 

 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 

  至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日） 

原価計算の方法 
 
 

実際原価計算による総合原価計算制度を採用
しております。 
 

同左 
 
 

 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 

  至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日） 

※１ 経費のうち主なもの 
外注加工費           439,053千円 

   原作印税            359,907 
   原稿作画料           136,182 

原稿加工費           123,868 

※１ 経費のうち主なもの 
外注加工費           528,329千円 

   原作印税            339,992 
   原稿作画料           132,850 

原稿加工費           109,052 
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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4月 1日 

 至 平成17年3月31日）

当事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3月31日） 
比較増減

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益  78,080 44,113 △33,966 

減価償却費  2,760 2,939 178 

長期前払費用償却  11,421 501 △10,919 

貸倒引当金の増減額（△減少）  41,191 △41,180 △82,371 

返品調整引当金の増減額（△減少）  42,556 2,017 △40,539 

受取利息  △3 △3 1 

支払利息  8,388 12,016 3,628 

出資金償却  － 99,225 99,225 

工具器具備品除却損  549 147 △401 

売上債権の増減額（△増加）  △206,585 155,253 361,839 

たな卸資産の増減額（△増加）  △114,626 49,561 164,187 

仕入債務の増減額（△減少）  △231,437 △47,708 183,729 

未払消費税等の増減額（△減少）  △1,726 8,777 10,503 

未払金の増減額（△減少）  18,648 △21,048 △39,697 

その他  65,110 82,889 17,778 

小計  △285,673 347,501 633,174 

利息及び配当金の受取額  3 3 1 

利息の支払額  △9,720 △13,106 △3,385 

法人税等の支払額  △290 △83,852 △83,562 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △295,680 250,546 546,227 

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  △1,076 △926 149 

無形固定資産の取得による支出  － △25,922 △25,922 

関係会社株式の売却による収入  4,000 － △4,000 

投資有価証券の取得による支出  － △10,500 △10,500 

出資金の支払額  △177,320 △127,680 49,640 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △174,396 △165,028 △9,367 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

   短期借入金の純増減額（減少△）  － 120,000 120,000 

短期借入れによる収入  1,210,000 － △1,210,000 

短期借入金の返済による支出  △960,000 － 960,000 

株式の発行による収入  5,500 － △5,500 

信託受益権の譲渡による収入  30,240 49,140 18,900 

財務活動によるキャッシュ・フロー  285,740 169,140 △116,600 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△減少）  △184,336 254,657 438,994 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  357,041 172,704 △184,336 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 172,704 427,362 254,657 
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④利益処分案 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 

  至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

  至 平成18年3月31日） 
期 別 

 
科 目 

注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益 
 

2,028  26,068

Ⅱ 利益処分額  
－ － － －

Ⅲ 次期繰越利益 
 

2,028  26,068
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

――――――――― その他有価証券 

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。

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

（1）製 品 ・・・ 総平均法による原価法 

（2）仕掛品 ・・・ 総平均法による原価法 

（3）貯蔵品 ・・・ 最終仕入原価法 

（1）製 品 ・・・ 同左 

（2）仕掛品 ・・・ 同左 

（3）貯蔵品 ・・・ 同左 

３．固定資産の減価償却の

方法 

 

 

 

 

 

 

 

（1）有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、取得原価が10万円以上20万円未満の少額資

産については、3年間均等償却によっております。

主な耐用年数は、次のとおりであります。 

建物付属設備 15年 

工具器具備品 3～8年 

（2）――――――――― 

 

 

 

 

（3）長期前払費用 

定額法によっております。 

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

定額法によっております。 

自社利用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）に基づく定額法によ

っております。 

（3）長期前払費用 

同左 

４．繰延資産の処理方法 

 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理しております。 

――――――――― 

５．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

等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し回収不能見込み額を計上しております。 

（2）返品調整引当金 

将来の返品による損失に備えるため、過去の

返品率等を勘案し、返品損失見込み額を計上して

おります。 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

（2）返品調整引当金 

同左 

 

６．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、期末日の直物為替相

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 

 

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。 

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、随時引出し可能な預金からなっており

ます。 

同左 

 

９．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 
（平成17年3月31日） 

当事業年度 
（平成18年3月31日） 

――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

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）を適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（平成17年3月31日） 

当事業年度 
（平成18年3月31日） 

――――――― （キャッシュ・フロー計算書） 

 前会計期間において区分掲記しておりました財務活動に

よるキャッシュ・フローの「短期借入による収入」（当会計

期間3,640,000千円）および「短期借入金返済による支出」

（当会計期間3,520,000千円）については、期間が短く、か

つ回転が速い項目であるため、当会計期間より財務活動によ

るキャッシュ・フローの「短期借入金の純増減額」に含めて

表示しております。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年3月31日） 

当事業年度 
（平成18年3月31日） 

※１ 授権株式数    普通株式     50,000株 ※１ 授権株式数    普通株式     50,000株 

発行済株式数   普通株式     12,789株 発行済株式数   普通株式     12,789株 

 
（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 

 至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は53％、一般管理費
に属する費用のおおよその割合は47％であります 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は54％、一般管理費
に属する費用のおおよその割合は46％であります 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

販売促進費              117,952千円 販売促進費              95,325千円 

運賃                 37,947 運賃                 47,811 

広告宣伝費                95,919 広告宣伝費               104,538 

倉庫料                74,923 倉庫料                93,564 

貸倒引当金繰入額             191     役員報酬               51,849 

役員報酬               49,499 給与手当               97,455 

給与手当               97,198 減価償却費               2,106 

減価償却費               1,720  
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 

 至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3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 
 

※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 
 

（平成17年3月31日現在） （平成18年3月31日現在）
（千円） （千円） 

現金及び預金勘定            172,704 現金及び預金勘定            427,362
現金及び現金同等物           172,704 現金及び現金同等物           427,362

  

 
 
 
 

（税効果会計関係） 
 (1)繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（流動資産） 
前事業年度 

（平成17年3月31日）
当事業年度 

（平成18年3月31日） 
 

（千円）

 
 （千円）

貸倒引当金繰入額否認 506 432 

未払費用否認 1,258 － 

未払事業税否認 6,941 5,767 

製品評価減否認 23,181 51,214 

繰延税金資産合計 31,887 57,415 

  
（固定資産） 

 前事業年度 
（平成17年3月31日）

 
 

当事業年度 
（平成18年3月31日） 

 （千円） （千円）

貸倒引当金繰入額否認 16,682 16,377 

減価償却超過額否認 16,740 31,653 

繰延税金資産合計 33,422 48,031 

        
 (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内訳 

   前事業年度 
(平成17年3月31日)

 
 

当事業年度 
(平成18年3月31日) 

法定実効税率               40.69%  40.69% 

(調整)    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.43  3.56 

住民税均等割 0.37  0.66 

その他  - 0.60 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.49 
 

45.51 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

15 

 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年4月 1日 

 至 平成17年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

 至 平成18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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損

損失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 

  (千円) (千円) (千円)

器具及び備品 3,031 469 2,561 

ソフトウェア 2,054 299 1,754 

合計 5,085 768 4,316 
 

 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,252 千円 

１年超 3,083 千円 

計 4,335 千円  

 
(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 794千円 

減価償却費相当額 768千円 

支払利息相当額 45千円  

 
(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。  

 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース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。 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成 16 年 4月 1日  至 平成 17 年 3 月 31 日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成 17 年 4月 1日  至 平成 18 年 3 月 31 日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 10,500 
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（デリバティブ関係） 

前事業年度（自 平成 16 年 4月 1日 至 平成 17 年 3月 31 日） 

    該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成 17 年 4月 1日 至 平成 18 年 3月 31 日） 

    該当事項はありません。  

 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 平成 16 年 4月 1日 至 平成 17 年 3月 31 日） 

    該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成 17 年 4月 1日 至 平成 18 年 3月 31 日） 

    該当事項はありません。  

 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成 16 年 4月 1日 至 平成 17 年 3月 31 日） 

株式会社ポプラ社との共同事業解消に伴い、合弁で設立した㈱ビープラスの全株式を同社に譲渡しておりま

す。従って、当事業年度末おいて該当事項はありません。なお、これに伴う関係会社整理損 25,201 千円を特別

損失に計上しております。 

当事業年度（自 平成 17 年 4月 1日 至 平成 18 年 3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 4 月 1日 至 平成 17 年 3月 31 日） 

該当事項はありません。 
当事業年度（自 平成 17 年 4月 1日 至 平成 18 年 3月 31 日） 

該当事項はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17 

 



（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 平成16年4月 1日 

 至 平成17年3月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3月31日） 

1株当たり純資産             66,499.33円 1株当たり純資産             68,379.03円 

1株当たり当期純利益            3,517.29円 1株当たり当期純利益            1,879.70円 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益     3,416.68円 潜在株式調整後1株当たり当期純利益     1,829.00円 

 

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。 

 前事業年度 

（自 平成16年4月 1日 

 至 平成17年3月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年4月 1日 

 至 平成18年3月31日） 

当期純利益 44,901千円 24,039千円 

普通株式に帰属しない金額 ――― ――― 

（うち利益処分による役員賞与） ――― ――― 

普通株式に係る当期純利益 44,901千円 24,039千円 

期中平均株式数 12,765株 12,789株 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   

 当期純利益調整額 ――― ――― 

 （うち支払利息（税額相当額控除後）） ――― ――― 

 （うち事務手数料（税額相当額控除後）） ――― ――― 

 普通株式増加数 375株 354株 

 （うち新株引受権付社債） 201株 188株 

 （うち新株予約権） 174株 166株 
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５．生産及び受注の状況 
（1）生産実績 

当期の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

第４期 第５期 
事 業 部 門 

生産高（千円） 増減率 生産高（千円） 増減率 

 千円 ％ 千円 ％

出 版 事 業 2,644,025 △1.3 2,669,488 1.0

 コ ミ ッ ク 誌 309,789 △25.5 265,555 △14.3

 コ ミ ッ ク ス 2,037,803 △1.0 2,034,686 △0.2

 そ の 他 296,431 44.2 369,246 24.6

合     計 2,644,025 △1.3 2,669,488 1.0

   （注）1．金額は販売価格によっております。 
      2．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

       
（2）受注状況 

当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。       
 

６．役員の異動 
（1）新任取締役候補（平成18年6月27日付） 

取締役MASAMUNE編集部長  飯田義弘  （現 執行役員兼MASAMUNE編集部長）    
取締役メディア部長    立石 茂  （現 メディア部長） 

 
（2）退任予定取締役（平成18年6月27日付） 

鈴木成康  （現 取締役管理部長） 
 

19 

 


	(1)財務諸表
	②損益計算書
	至　平成17年3月31日）
	至　平成18年3月31日）
	至　平成17年3月31日）
	至　平成18年3月31日）
	至　平成17年3月31日）
	至　平成18年3月31日）
	③キャッシュ・フロー計算書
	至　平成17年3月31日）
	至　平成18年3月31日）
	比較増減
	④利益処分案
	至　平成17年3月31日）
	至　平成18年3月31日）
	重要な会計方針
	至　平成17年3月31日）
	至　平成18年3月31日）
	会計処理の変更
	表示方法の変更
	注記事項
	（貸借対照表関係）
	（損益計算書関係）
	至　平成17年3月31日）
	至　平成18年3月31日）
	（キャッシュ・フロー計算書関係）
	至　平成17年3月31日）
	至　平成18年3月31日）
	至　平成17年3月31日）
	至　平成18年3月31日）


