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平成18年3月期     個別財務諸表の概要               平成18年5月19日 

上 場 会 社 名  株式会社マーベラスエンターテイメント         上場取引所  東証第２部 

コ ー ド 番 号  7844                         本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.mmv.co.jp） 

代  表  者  役職名 代表取締役社長  氏名 中 山 晴 喜 

問合せ先責任者  役職名 取 締 役  氏名 佐 野 信 行     ＴＥＬ（03）5793－9170 

決算取締役会開催日  平成18年5月19日         中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成18年6月26日         定時株主総会開催日  平成18年6月23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               (記載金額は、百万円未満の端数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 

 

18年3月期 

17年3月期 

百万円   ％

5,470    26.3 

4,332    22.8 

百万円   ％

166   △51.3 

341    16.7 

百万円   ％

183   △41.8 

315     7.3 
 

 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

 

18年3月期 

17年3月期 

百万円   ％ 
94   △35.1 
145   △11.3 

円  銭
2,351  24 
7,120  05 

円  銭
2,249  52 
7,052  90 

％
4.7 
10.1 

％ 
4.3 
11.3 

％
3.3 
7.3 

(注)①期中平均株式数      18年3月期   40,162株   17年3月期   19,219株 
②会計処理の方法の変更   無 
③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
④提出会社は平成17年7月20日付をもって、株式1株につき2株の分割を行っております。 
⑤提出会社は平成18年3月31日最終の株主に対し、平成18年4月1日付をもって、株式1株につき2株の分割を実施
しております。 

 

(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 

 

18年3月期 

17年3月期 

円  銭

1,250  00 

2,500  00 

円  銭 

0  00 

0  00 

円  銭

1,250  00 

2,500  00 

百万円
52   

48   

％ 

53.2 

35.1 

％

2.1 

3.2 

(注) 18年3月期期末配当金の内訳   普通配当 1,250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

 

18年3月期 

17年3月期 

百万円 
5,331    
3,234    

百万円
2,493   
1,515   

％ 

46.8 

46.9 

円   銭

59,141   29 

78,154   50 
(注)①期末発行済株式数   18年3月期   42,160株   17年3月期   19,280株 
②期末自己株式数    18年3月期    － 株   17年3月期    － 株 

 

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  

 
中間期 
通  期 

百万円 
2,251    
5,941    

百万円
△230   
61   

百万円
△263   
10   

円 銭 

0 00 

――― 

円 銭 

――― 

625 00 

円 銭

――― 

625 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   118円60銭 
※  上記に記載した予想数値は、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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１. 財務諸表等 

   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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  410,431  454,571 

 ２ 受取手形  ―  23,100 

 ３ 売掛金  823,538  915,175 

 ４ 製品  37  ― 

 ５ 映像コンテンツ  630,883  695,654 

 ６ 原材料  20,938  19,847 

 ７ 仕掛品  13,550  23,022 

 ８ 貯蔵品  2,900  4,690 

 ９ 前渡金  156,725  768,435 

 10 前払費用  23,066  35,949 

 11 繰延税金資産  44,101  52,705 

 12 短期貸付金 ※２ ―  654,823 

 13 未収入金  80,258  49,068 

 14 未収消費税等  4,487  9,482 

 15 その他  19,869  3,810 

   貸倒引当金  △15,874  △12,168 

   流動資産合計  2,214,914 68.5  3,698,167 69.4

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物  161,459 347,108  

    減価償却累計額  102,371 59,088 152,261 194,847 

  (2) アミューズメント 
    施設機器 

 1,211,632 1,690,487  

    減価償却累計額  711,452 500,179 974,589 715,898 

  (3) 車両運搬具  14,507 18,852  

    減価償却累計額  3,085 11,421 7,999 10,852 

  (4) 工具器具備品  39,300 41,955  

    減価償却累計額  26,499 12,801 30,909 11,045 

   有形固定資産合計  583,490 18.0  932,643 17.5
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

 ２ 無形固定資産    

  (1) 商標権  235  205 

  (2) ソフトウェア  35,812  25,044 

  (3) ソフトウェア仮勘定  ―  87,150 

  (4) 電話加入権  917  964 

   無形固定資産合計  36,965 1.2  113,364 2.1

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  3,000  2,000 

  (2) 関係会社株式  132,824  189,645 

  (3) 長期貸付金  14,742  12,302 

  (4) 長期前払費用  ―  40,766 

  (5) 繰延税金資産  7,726  7,539 

  (6) 敷金保証金  235,808  330,592 

  (7) 会員権  4,700  4,700 

   投資その他の資産合計  398,801 12.3  587,546 11.0

   固定資産合計  1,019,257 31.5  1,633,554 30.6

   資産合計  3,234,172 100.0  5,331,722 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  210,153  557,049 

 ２ 短期借入金  ―  800,000 

 ３ 未払金  722,315  461,575 

 ４ 未払費用  17,377  23,992 

 ５ 未払印税  521,153  590,866 

 ６ 未払法人税等  107,575  11,015 

 ７ 前受金  105,635  359,973 

 ８ 預り金  3,766  4,193 

 ９ 賞与引当金  27,875  25,711 

 10 その他  1,732  ― 

   流動負債合計  1,717,585 53.1  2,834,378 53.1

Ⅱ 固定負債    

   預り保証金  1,122  3,946 

   固定負債合計  1,122 0.0  3,946 0.1

   負債合計  1,718,708 53.1  2,838,325 53.2

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※１ 402,268 12.5  872,442 16.4

Ⅱ 資本剰余金    

  資本準備金  403,788  873,961 

資本剰余金合計  403,788 12.5  873,961 16.4

Ⅲ 利益剰余金    

  当期未処分利益  709,407  746,993 

利益剰余金合計  709,407 21.9  746,993 14.0

資本合計  1,515,463 46.9  2,493,396 46.8

負債資本合計  3,234,172 100.0  5,331,722 100.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高    

 １ 製品売上高  2,447,149 2,785,720  

 ２ アミューズメント 
   施設収入 

 1,478,366 1,865,561  

 ３ その他収入  406,827 4,332,343 100.0 818,997 5,470,279 100.0

Ⅱ 売上原価    

 １ 製品売上原価    

  (1) 製品期首たな卸高  10,252 37  

  (2) 当期製品製造原価  660,284 687,984  

合計  670,536 688,021  

  (3) 製品期末たな卸高  37 670,498 ― 688,021 

 ２ 印税  626,349  741,844 

 ３ アミューズメント 
   施設収入原価 

 1,223,168  1,678,907 

 ４ 映像コンテンツ償却  385,320  769,225 

 ５ 映像コンテンツ評価損  ―  107,319 

 ６ その他売上原価  14,381  126,937 

 ７ 返品調整引当金戻入額  19,964 △19,964 ― ― 

   売上原価合計  2,899,754 66.9  4,112,256 75.2

   売上総利益  1,432,588 33.1  1,358,023 24.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 広告宣伝費  579,603 611,676  

 ２ 販売手数料  5,863 ―  

 ３ 荷造発送費  4,687 1,889  

 ４ 貸倒引当金繰入額  15,454 ―  

 ５ 役員報酬  102,950 99,663  

 ６ 従業員給与・賞与  108,951 168,933  

 ７ 賞与引当金繰入額  17,611 17,268  

 ８ その他人件費  21,791 25,947  

 ９ 賃借料  50,793 66,194  

 10 減価償却費  27,902 26,811  

 11 その他  155,476 1,091,085 25.2 173,301 1,191,685 21.8

     営業利益  341,502 7.9  166,337 3.0
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 ※１ 2,596 5,571  

 ２ 賃貸料収入 ※１ 1,963 1,063  

 ３ 受取手数料 ※１ 3,850 21,585  

 ４ 為替差益  1,834 5,099  

 ５ 法人税等還付金利息  1,660 ―  

 ６ その他  930 12,835 0.3 2,018 35,338 0.6

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  2,037 2,975  

 ２ 新株発行費  243 9,702  

 ３ 株式分割費用  ― 4,879  

 ４ 東証上場費用  36,359 ―  

 ５ その他  ― 38,639 0.9 403 17,962 0.3

     経常利益  315,698 7.3  183,714 3.3

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入額  ― 3,706  

 ２ 固定資産売却益 ※２ 610 7,849  

 ３ 投資有価証券売却益  ― 610 0.0 5,500 17,055 0.3

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※３ 17,702 34,884  

 ２ 固定資産除却損 ※４ 301 293  

 ３ 本社移転費用  16,411 ―  

 ４ 中途解約違約金 ※５ 30,000 ―  

 ５ 著作権侵害慰謝料 ※６ 1,131 65,547 1.5 ― 35,178 0.6

   税引前当期純利益  250,761 5.8  165,591 3.0

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 133,135 79,576  

   法人税等調整額  △27,859 105,276 2.4 △8,416 71,160 1.3

   当期純利益  145,485 3.4  94,430 1.7

   前期繰越利益  563,922  652,562 

   当期未処分利益  709,407  746,993 
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  127,461 8.6 138,219 8.6

Ⅱ 外注加工費  189,338 12.7 183,421 11.5

Ⅲ 経費 ※２ 1,167,669 78.7 1,277,372 79.9

  当期総製造費用  1,484,468 100.0 1,599,013 100.0

  期首仕掛品たな卸高  13,859 13,550 

合計  1,498,328 1,612,564 

  期末仕掛品たな卸高  13,550 23,022 

  他勘定振替高 ※３ 824,494 901,557 

  当期製品製造原価  660,284 687,984 

   

 

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 原価計算の方法 

   実際原価による個別原価計算制度を採用しておりま

す。 

 １ 原価計算の方法 

同左 

  

※２ 経費のうち主なもの ※２ 経費のうち主なもの 

原盤及びジャケット制作費 1,028,091千円

著作権使用料 138,223千円
 

原盤及びジャケット制作費 1,134,531千円

著作権使用料 142,721千円
 

  

※３ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※３ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

広告宣伝費 21,038千円

映像コンテンツ 803,456千円
 

広告宣伝費 21,056千円

映像コンテンツ 880,500千円
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アミューズメント施設収入原価明細書 

  
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 労務費 ※１ 183,368 15.0 224,765 13.4 

Ⅱ 経費 ※２ 1,039,799 85.0 1,454,141 86.6 

  当期アミューズメント施設 
  収入原価 

 1,223,168 100.0 1,678,907 100.0 

  

 

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 労務費に含まれる引当金繰入額は以下のとおりで 

   あります。 

※１ 労務費に含まれる引当金繰入額は以下のとおりで 

   あります。 

賞与引当金繰入額 10,264千円
 

賞与引当金繰入額 8,442千円
 

  

※２ 経費のうち主なもの ※２ 経費のうち主なもの 

賃借料 91,586千円

減価償却費 337,090千円

消耗品費 114,519千円

支払手数料 219,578千円

景品費 139,035千円

 
 

賃借料 119,175千円

減価償却費 464,136千円

消耗品費 178,068千円

支払手数料 324,831千円

景品費 143,852千円
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③ 利益処分計算書（案） 

 
前事業年度 

(平成17年６月23日) 
当事業年度 

(平成18年６月23日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益 709,407  746,993

Ⅱ 利益処分額  

 １ 配当金 48,200 52,700 

 ２ 役員賞与金 
  （うち監査役賞与金） 

      8,645
(650)

56,845
― 52,700

Ⅲ 次期繰越利益 652,562  694,293

  

（注）日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 

１株当たり配当金の内訳 

 
前事業年度 

(平成17年６月23日) 
当事業年度 

(平成18年６月23日) 

普通配当 1,250 1,250 

記念配当 1.250 ― 

（注）１ 日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 

２ 平成17年５月31日最終の株主に対し、平成17年７月20日付で株式１株につき２株の分割を行なっております。  
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財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

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 

(1) 子会社株式 

  移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

  時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ取引により生

じる正味の債権の評価基準

及び評価方法 

―――――   時価法 

   

   

３ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 製品及び原材料 

  移動平均法による原価法 

(1) 製品及び原材料 

同左 

 (2) 仕掛品 

  個別法による原価法 

(2) 仕掛品 

同左 

 (3) 映像コンテンツ 

  見積回収期間にわたる月次均等償却 

(3) 映像コンテンツ 

同左 

なお、映画に関しては劇場上映時と

映像化商品発売時の予想収益に応じ

て按分し、それぞれ収益獲得時に一括

償却しております。 

 (4) 貯蔵品 

  最終仕入原価法 

(4) 貯蔵品 

同左 

   

４ 固定資産の減価償却の方法 (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。 

  アミューズメント施設機器 

   ２年から３年 

ただし、建物（建物附属設備を除く）

については定額法を採用しております。

また、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、３年均等償却によ

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)に基づく定額法によっており

ます。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 ――――― (3) 長期前払費用 

  均等償却によっております。 

なお、償却期間については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によ

っております。 

   

５ 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。 

新株発行費 

同左 
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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) 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、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、回収不能見込額を

計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に充てる

ため、支給見込額のうち当期に負担すべ

き金額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

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 ヘッジ会計の方法 

 

――――― (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……売掛金 

  (3) ヘッジの方針 

金融収支改善のため、対象債権の範囲

内でヘッジを行っております。 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較し、両者の

変動額等を基礎にして判断しておりま

す。 

   

９ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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 会計処理の変更 

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) 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 
当事業年度から「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 
(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) 

――――― 
 

（損益計算書） 
前事業年度において、販売費及び一般管理費の「販売手数
料」を区分掲記しておりましたが、当事業年度においては僅
少のため、「その他」に含めて表示しております。 
なお、当事業年度に含まれる販売手数料は3千円でありま
す。 
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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 会社が発行する株式の総数 
    普通株式 30,000株
   発行済株式総数 
    普通株式 19,280株
 
※２         ――――― 
 
 
 

 
※１ 会社が発行する株式の総数 
    普通株式 60,000株
   発行済株式総数 
    普通株式 42,160株
 
※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。 
    短期貸付金 650,000千円
 
 

 

 

（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 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 

   次のとおりであります。 

    受取利息              2,583千円

    賃貸料収入             1,963千円

    受取手数料             3,850千円

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 

   次のとおりであります。 

    受取利息              5,466千円

    賃貸料収入             1,063千円

    受取手数料            21,585千円

  

※２ 固定資産売却益の内訳 ※２ 固定資産売却益の内訳 

アミューズメント施設機器 610千円
 

アミューズメント施設機器 7,849千円
 

  

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 

アミューズメント施設機器 

車両運搬具 

17,504千円

198千円
 

アミューズメント施設機器 34,884千円
 

  

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 

建物 

アミューズメント施設機器 

工具器具備品 

174千円

72千円

53千円
 

アミューズメント施設機器 293千円
 

  

※５ 中途解約違約金は、アミューズメント施設の閉店に
伴う敷金の不返還金額であります。 

――――― 
 

  

※６ 著作権侵害慰謝料は、脚本家の現住所の確認が取れ
ずに映像商品を発売した後、連絡先が判明したため、
期間経過に対する支払額であります。 

――――― 
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（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

及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

工具器具備品 3,362 2,335 1,027

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

工具器具備品 11,850 987 10,862

 
 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 (注)        同左      

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,027千円

１年超 ―千円

合計 1,027千円
 

１年内 2,370千円

１年超 8,492千円

合計 10,862千円
 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

 (注)        同左      

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 2,242千円

減価償却費相当額 2,242千円
 

支払リース料 1,921千円

減価償却費相当額 1,921千円
 

(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      
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（有価証券関係） 

前事業年度(平成17年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当事業年度(平成18年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

 

（税効果会計関係） 

 

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 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 

 未払事業税否認額 8,974千円

 賞与引当金否認額 11,317千円

 貸倒引当金超過額 6,444千円

 減価償却超過額 3,466千円

 投資有価証券評価否認額 7,713千円

 中途解約違約金否認額 12,180千円

 その他 1,730千円

繰越税金資産合計 51,827千円
 

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 

 未払事業税否認額 2,250千円

 賞与引当金否認額 10,438千円

 貸倒引当金超過額 4,940千円

 減価償却超過額 3,190千円

 投資有価証券評価否認額 4,059千円

 映像コンテンツ評価否認額 35,051千円

 その他 312千円

繰越税金資産合計 60,244千円
 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  法定実効税率               40.6％

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。 

(調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない
項目 

1.7％

 住民税均等割 1.3％

 その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.0％
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（当期中の発行済株式数の増加内訳） 

 

発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（円）

平成17年４月28日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

60 199,250 5,977,500

平成17年６月17日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

16 25,000 200,000

平成17年７月20日 
株式分割 
（1：2） 

19,340 ― ―

平成17年８月31日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

80 99,625 3,985,040

平成17年９月30日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

80 99,625 3,985,040

平成17年10月11日 公募増資 3,000 292,800 439,200,000

平成17年11月10日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

50 146,325 3,658,150

平成17年11月16日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

50 146,325 3,658,150

平成17年12月１日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

30 146,325 2,194,890

平成17年12月20日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

8 146,325 585,304

平成18年１月26日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

20 146,325 1,463,260

平成18年１月26日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

40 99,625 1,992,520

平成18年２月13日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

10 146,325 731,630

平成18年３月30日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

24 12,500 150,000

平成18年３月30日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

32 25,000 400,000

平成18年３月30日 
新株引受権の行使 
（ストックオプション） 

40 99,625 1,992,520
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（１株当たり情報） 

 

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株当たり純資産額 78,154円50銭 59,141円29銭

１株当たり当期純利益 7,120円05銭 2,351円24銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 7,052円90銭

2,249円52銭

 

当社は平成16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。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の１株
当たり情報については、それぞれ以下
のとおりであります。 
１株当たり純資産額 

70,663円82銭
１株当たり当期純利益 

8,476円98銭
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

8,195円69銭
 

当社は平成17年７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。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の１株
当たり情報については、それぞれ以下
のとおりであります。 
１株当たり純資産額 

39,077円25銭
１株当たり当期純利益 

3,560円03銭
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

3,526円45銭
 

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

項目 
前事業年度 

(自 平成16年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) 

損益計算書上の当期純利益（千円） 145,485 94,430

普通株式に係る当期純利益（千円） 136,840 94,430

普通株主に帰属しない金額（千円） 
 利益処分による役員賞与金 8,645 ―

普通株式の期中平均株式数（株） 19,219 40,162

潜在株式調整後１株当たり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 183 1,816

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

第３回新株予約権(新株予約
権の数1,274個) 

―
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（重要な後発事象） 

 

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) 

（株式の分割） （株式の分割） 

平成17年５月９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いたします。 

平成18年２月10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いたします。 

１ 平成17年７月20日付をもって普通株式１株につき２株 

 に分割します。 

 (1) 分割により増加する株式数 

普通株式    19,340株 

 (2) 分割方法 

平成17年５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

もって分割します。 

１ 平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき２株 

 に分割します。 

 (1) 分割により増加する株式数 

普通株式    42,160株(平成18年３月31日現在) 

 (2) 分割方法 

平成18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

もって分割します。 

２ 配当起算日 

  平成17年４月１日 

２ 配当起算日 

  平成18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

事業年度における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事業年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりであります。 

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株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

35,331円91銭 39,077円25銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

4,238円49銭 3,560円02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 

4,097円84銭 3,526円45銭 
 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

19,538円63銭 29,570円65銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

1,780円01銭 1,175円62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 

1,763円22銭 1,124円76銭 
 

  

（子会社の設立） ――――― 

平成17年３月22日開催の当社取締役会において、当社の

90％出資で㈱マーベラススタジオを設立することを決議い

たしました。 

 

１ 設立の理由 

㈱マーベラススタジオは、これまで外部へ発注していた

当社グループ制作のアニメーションやラジオ番組等の収

録を行うことで、総合エンターテイメント企業としてのノ

ウハウの蓄積に加え、これらをグループ内で受注すること

によって、制作費削減に貢献することを目的としておりま

す。 

 

２ 設立する子会社の概要 

 (1) 商号     ㈱マーベラススタジオ 

         （平成17年６月15日付で㈱デルファイ 

          サウンドに社名変更） 

 (2) 本店所在地  東京都渋谷区 

 (3) 代表者の氏名 牧野 幸文 

 (4) 設立年月日  平成17年４月１日 

 (5) 事業の内容  レコーディングスタジオ運営、音楽原

   盤制作、音楽レーベル運営 

 (6) 決算期    ３月31日 

 (7) 従業員数   若干名 

 (8) 出資比率   当社90％ 

 (9) 資本金    50,000千円 
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２. 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６月23日付予定） 

①新任取締役候補 

取締役   片岡 義朗（現 当社顧問） 

 


