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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）本決算短信中の金額は、百万円未満の金額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 13,371 △3.4 1,011 △14.2 1,002 △13.9

17年３月期 13,842 12.1 1,178 13.9 1,163 20.0

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 577 0.5 47  08 － － 6.1 7.4 7.5

17年３月期 574 8.3 46 42 － － 6.5 9.0 8.4

（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（連結） 18年３月期 11,786,997株 17年３月期 11,690,241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）連結財政状態  

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 14,441 9,897 68.5 811 24

17年３月期 12,749 9,030 70.8 769 69

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 12,172,828株 17年３月期 11,690,476株

(3）連結キャッシュ・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 △706 △737 928 1,258

17年３月期 1,471 △513 △960 1,772

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ４社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 7,140 555 300

通　期 14,800 1,180 645

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）52円 99銭

※　上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。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結果となる可能性があります。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び子会社、以下同じ）は、㈱葵プロモーション（以下当社という）及び連結子会社４社（㈱メ

ディア・ガーデン、㈱デジタル・ガーデン、㈱葵デジタルクリエーション及び㈱スパイクフィルムス）で構成されてお

ります。事業は、テレビコマーシャルの企画及び制作を主に、映像制作及びこれらに附帯する業務を営んでおります。

　㈱メディア・ガーデンは、撮影スタジオの経営を行っております。㈱デジタル・ガーデンは、コンピュータグラフィッ

クスの企画・制作及び編集を行っております。㈱葵デジタルクリエーションは、平成18年３月分社化により設立し、デ

ジタルコンテンツ及びＷｅｂサイト等の企画・制作を中心とした映像制作事業を行っております。㈱スパイクフィルム

スは、コマーシャルの企画・制作を中心とした映像制作事業を行っております。

　以上の当社グループ等の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。

 
広 告 会 社 ・ 顧 客 

連結子会社 
㈱スパイクフィルムス 

連結子会社 
㈱葵デジタルクリエーション 

提出会社 
㈱葵プロモーション 

連結子会社 
㈱デジタル・ガーデン 

発注 

受注 発注 

受注 受注 

連結子会社 
㈱メディア・ガーデン 

スタジオ施設の賃貸 
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは、下記の企業理念・企業使命・行動規範を念頭に、企業価値をより高めることをめざして活動して

おります。

【企業理念】

Ｄｒｅａｍ ＆ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ

【企業使命】

映像制作を通じてすべての人々と喜びを分ち合い、ひろく経済、情報、文化に貢献する企業をめざす。

【行動規範】

　時代のニーズに応え、つねに創造的であること。

思考と行動において、つねに情熱的であること。

未知のものを恐れず、つねに挑戦的であること。

２．利益配分に関する基本方針

　当社グループは、経営基盤と財務体質の強化を図るとともに、株主の皆様に積極的かつ継続的に利益還元を行う

考えであります。内部留保金につきましては、グループ全体の企業体質の強化並びに設備投資等、将来の事業展開

に役立てていく予定であります。

　以上の観点から、配当に関しては今後の収益予想を踏まえ、当面下記のとおり実施いたします。

①　配当性向30％以上。

②　１株当たり年10円以上。

なお、会社法施行後も従来どおり中間期末日、期末日を基準とした年２回の配当を予定しております。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループは、投資家による当社株式の長期安定的な株式保有を促進するとともに、投資家層の拡大を図るこ

とを、資本政策上の重要課題と認識しております。

　投資単位引下げに係る施策につきましては、平成10年８月に1,000株から500株に引下げておりますが、今後、業

績及び市況等を勘案し、その費用並びに効果等を慎重に検討した上で、株主利益の最大化を基本に決定してまいり

たいと考えております。現段階におきましては具体的な施策及びその時期等につきましては未定であります。

４．中期的な経営戦略及び対処すべき課題

当社グループは、テレビコマーシャル制作を主とした映像制作会社としてデジタル化を含めた新しいうねりに的

確に応え、社会的使命・責任を果たしていくために、次の４点に重点を置いて経営を進めてまいります。

①　メディアの多様化に対応したコンテンツ制作

②　高度な映像制作技術を活かしたエンタテイメントコンテンツの制作

③　海外の友好プロダクションとの連携によるグローバルな制作体制の積極的活用

④　クロスメディアに対応できる営業力・企画力の強化と人材の育成

５．目標とする経営指標

①　テレビコマーシャル制作業界シェア・・・10％以上

 ②　映像作品にかかわる事業の売上・・・・・30億円以上

③　１株当たり当期純利益・・・・・・・・・50円以上

④　株主資本当期純利益率・・・・・・・・・７％以上

６．親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

－ 3 －



３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、緩やかな景気回復を示しました。即ち、好調な企業業績を背景に設

備投資は着実に増大し、株式市況も回復傾向にありました。また、雇用・所得環境の改善に伴い長く低迷してい

た個人消費も回復基調にあり、民需主導による自立的な景気回復局面に入りました。

　当広告業界におきましては、わが国経済の好調な動きも、前連結会計年度のアテネ五輪特需の反動を埋めはし

たものの、広告需要の大きな伸びには結びつきませんでした。従いまして、競合各社との受注競争も激しさを増

し、またより良い作品をとの広告主・広告会社からの要請には厳しいものがあり、引き続き一層の経営努力が必

要になりました。

　このような環境の中にありまして、当社グループでは、事業の柱であるテレビコマーシャル制作にしっかりと

軸足を置きつつ、映像制作会社としてメディアの新しい展開に的確に対処するなど、グループ各社の組織を挙げ

て業績の更なる向上に向けて鋭意努力してまいりました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が133億７千１百万円（前連結会計年度比96.6％）となりました。

一方利益面では、人件費等諸経費の増加から、経常利益が10億２百万円（前連結会計年度比86.1％）となりまし

た。また、当期純利益は前連結会計年度のような特別損失計上もなく、特別損益の改善から５億７千７百万円（前

連結会計年度比100.5％）と僅かではありますが既往最高を達成することができました。

(2）主要部門の営業状況

①　映像制作事業部門

　根強いテレビ広告を中心とした企業の広告戦略はあるものの、メディアの新しい展開により広告媒体の多様

化が確実に進んでおります。

事業の中心であるＣＭ作品の売上高は、91億１千７百万円（前連結会計年度比92.9％）と不振でした。業種

別売上状況は、「自動車」が引き続き堅調に推移しましたが、アテネ五輪特需の反動から「食品・飲料」「電

気機器」が落ち込み、「医薬・化粧品」も大口作品の受注ずれ込みもあり不振でした。

　また、新しい分野として力を注ぎ込んでいる映像作品の売上高は、18億６千６百万円（前連結会計年度比

126.4％）と大きく伸張しましたが、企画の先送りもあり目標には届きませんでした。

　この結果、プリント等を加えた当連結会計年度の映像制作部門の売上高は、128億９千２百万円（前連結会計

年度比96.4％）となりました。

②　その他の事業部門

　テレビコマーシャル撮影用スタジオとして東洋有数の規模・設備を備える㈱メディア・ガーデンは、引き続

き安定した業績を維持しております。

前連結会計年度に創業時の欠損を漸く一掃した㈱デジタル・ガーデンは、近隣工事の影響もあり約３ヵ月間

にわたり実質休業状態にありました。現在、編集スタジオの移転と増設を進めております。

この結果、当連結会計年度の映像制作部門以外の売上高は、４億７千９百万円（前連結会計年度比101.1％）

となりました。

(3）次期の見通し

　今後の経済見通しにつきましては、米国・中国経済の動向に左右される外需依存体質、原油等原材料価格の高

騰や金融政策転換に伴う金利動向による企業業績への影響、行財政改革に伴う「痛み」や社会保障制度への不安

による個人消費への影響等々、決して楽観できないものがあります。

　しかし、当社グループは、いかなる経営環境の下でも安定した収益を確保するため、前掲の中期的な経営戦略

を引き続き積極的に推進してまいります。

　以上により、通期の連結業績の見通しにつきましては、売上高148億円（当連結会計年度比110.7％）、経常利

益11億8千万円（当連結会計年度比117.7％）、当期純利益６億４千５百万円（当連結会計年度比111.7％）を見込

んでおります。

　また、個別業績の見通しにつきましては、売上高130億円（当事業年度比105.8％）、経常利益10億７千万円（当

事業年度比109.6％）、当期純利益５億８千万円（当事業年度比107.6％）を予想しております。

　なお、上記見通しは、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ます。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結果となる可能性があります。
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(4）利益配分について

　当社は、前記「利益配分に関する基本方針」に沿い、強固な経営基盤と健全な財務内容を維持しつつ、積極的

かつ継続的に利益還元を行う考えであります。

　当事業年度（平成18年３月期）は、前事業年度より１円増額の１株当たり年間23円（中間期５円、期末18円）

の配当を予定させていただきます。

　翌事業年度（平成19年３月期）は、当事業年度と同額の年間23円（中間期５円、期末18円）を予定しております。

２．財政状態

(1）当連結会計年度末の財政状態

①　資産の状況

　当連結会計年度末の連結貸借対照表上の資産合計残高は、144億４千１百万円（前連結会計年度末比16億９千

１百万円増）となりました。これは、現金及び預金の減少がありましたが、主に受取手形及び売掛金や投資有

価証券の増加等によるものです。

②　負債の状況

　当連結会計年度末の連結貸借対照表上の負債合計残高は、45億２千万円（前連結会計年度末比８億２千２百

万円増）となりました。これは、賞与引当金・退職給付引当金等の減少もありましたが、主に借入金の増加等

によるものです。

③　資本の状況

　当連結会計年度末の連結貸借対照表上の資本合計残高は、98億９千７百万円（前連結会計年度末比８億６千

７百万円増）となりました。これは、利益剰余金の増加に加え、自己株式処分に伴う資本剰余金の増加と自己

株式減少等によるものです。

④　キャッシュ・フローの状況

 前連結会計年度 当連結会計年度

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 1,471 △706

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △513 △737

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △960 928

現金及び現金同等物の期末残高（百万円） 1,772 1,258

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、財務活動による収

入は増加したものの、営業活動及び投資活動による支出の増加により、前連結会計年度末より５億１千４百万

円減少し、当連結会計年度末には12億５千８百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、７億６百万円（前連結会計年度末は、得られた資金14億７千１百万円）と

なりました。これは主に、コスト削減のため債権流動化を抑えたこと等による売上債権の増加によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、７億３千７百万円（前連結会計年度末比２億２千３百万円増）となりまし

た。これは主に、投資有価証券の取得等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、９億２千８百万円（前連結会計年度末は、使用した資金９億６千万円）と

なりました。これは主に、借入金の増加及び社債の発行等によるものです。

(2）翌連結会計年度の財政状態の見通し

　翌連結会計年度の売上高見込みの水準及び大きな設備投資計画もないことから、資産、負債及び資本に見込ま

れる大きな変動要因はありません。

　また、キャッシュ・フローにつきましては、営業活動により得られた資金を、将来の事業展開に役立つ投資に

使用すると共に、配当金支払と借入金の圧縮に振り向ける予定にあります。
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　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

株主資本比率（％） 65.7 70.8 68.5

時価ベースの株主資本比率（％） 76.2 80.8 89.4

債務償還年数（年） 3.3 1.0 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 23.1 49.4 －

　（注）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

・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

株式時価総額：連結会計年度末株価終値×連結会計年度末発行済株式数（自己株式控除後）

・債務償還年数　＝　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

有利子負債：連結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

としています。

営業キャッシュ・フロー：連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しています。

・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

営業キャッシュ・フロー：同上

利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しています。

※　平成18年３月期の債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・

フローがマイナスのため記載しておりません。

３．事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなものがあります。

　当社グループは、これらの事項の発生を十分に認識した上で、発生を極力回避し、また、発生した場合に的確な

対応を行うための努力を継続してまいります。

(1）経済情勢等の影響について

　当社グループが属する広告業界は、主に企業の広告宣伝費を糧として事業運営をしております。広告宣伝費は、

内外の経済情勢・企業収益の動向に大きく左右される傾向が強いことから、その動きによっては、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2）主要取引先の動向について

　当社グループの売上高の70％強を、㈱電通、㈱博報堂、㈱アサツーディ・ケイの３社グループが占めておりま

す。国内広告業界の情勢を反映するものとなっておりますが、これら主要販売先の業況・発注方針等の変化によっ

ては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3）新しい事業展開について

　これまで、当社グループの主たる事業である映像制作事業は、受注による制作が原則でありました。

　メディアの新しい展開に対応するため、エンタテイメントコンテンツディビジョンを立ち上げ、映画・アニメー

ション・テレビ番組の企画制作、モバイルコンテンツ・ＰＣ向けコンテンツの企画制作、各種ＤＶＤ・キャラク

ターの販売等々の事業に取り組みつつあります。

　これまで培ってきた映像制作技術を活かす事業でありますが、その大半が自主制作を前提としたもので、その

興業動向・販売動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4）デジタル放送普及の影響について

　当社グループ売上高の７％弱を占めるＣＭプリントは、ＢＳデジタル放送・地上波デジタル放送が完全普及す

ると、不要となることも予想されております。その場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(5）人材の確保・育成について

　ＣＭ制作の全て（制作スタッフ編成、予算内での制作費執行、スケジュール及び作品のクォリティ管理等々）

に係る責任者としてプロデューサーがいます。発注権限を持つ広告会社クリエイターと深く係わりながら、仕事

を受注する営業マンの役割も果たします。一人前になるには、７年～10年を要します。この人材確保及び育成が

重要な経営課題となっております。そのため、成果主義に基づく給与体系の導入・研修制度及び福利厚生制度の

充実を図っております。優秀な人材の確保及び育成ができない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

(6）固定資産の減損会計の影響について

　当社グループが保有する固定資産の大半を占めるスタジオの土地（当連結会計年度末の帳簿価額34億３千７百

万円）は、取得後の地価下落の影響により、当該土地の路線価等による評価額が帳簿価額を下回る状況にあります。

　ディスカウント・キャッシュ・フロー法による評価額は、帳簿価額を上回る水準にあり、減損の必要はありま

せんが、当該事業の収益状況によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

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 1,772,676 1,258,162 △514,514

２　受取手形及び売掛
金

3,065,712 4,706,571 1,640,858

３　たな卸資産 572,271 541,703 △30,567

４　繰延税金資産 105,529 115,612 10,083

５　その他 91,175 131,708 40,533

６　貸倒引当金 △2,146 △3,691 △1,545

流動資産合計 5,605,220 44.0 6,750,067 46.7 1,144,847

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１　建物及び構築物 ※２ 1,651,191 1,686,440

減価償却累計額 571,695 1,079,495 633,251 1,053,189 △26,306

２　機械装置及び運
搬具

180,536 190,276

減価償却累計額 76,329 104,206 85,034 105,241 1,035

３　工具・器具・備
品

624,968 668,123

減価償却累計額 422,900 202,068 493,676 174,447 △27,621

４　土地 ※２ 3,586,073 3,566,073 △20,000

５　建設仮勘定  － 150 150

有形固定資産合計 4,971,844 39.0 4,899,102 33.9 △72,742

(2）無形固定資産 197,812 1.5 184,259 1.3 △13,553

(3）投資その他の資産

１　投資有価証券 ※１ 406,742 1,019,773 613,031

２　敷金・差入保証
金

723,820 753,666 29,846

３　会員権 132,100 129,800 △2,300

４　繰延税金資産 168,260 29,458 △138,802

５　その他 562,001 685,682 123,681

６　貸倒引当金 △17,918 △10,699 7,219

投資その他の資産
合計

1,975,008 15.5 2,607,682 18.1 632,674

固定資産合計 7,144,665 56.0 7,691,044 53.3 546,379

資産合計 12,749,885 100.0 14,441,112 100.0 1,691,227
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

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　支払手形及び買掛
金

1,207,324 1,242,872 35,547

２　短期借入金 ※２ 1,091,192 1,623,992 532,800

３　１年内償還予定の
社債

 － 20,000 20,000

４　未払法人税等 247,769 255,679 7,910

５　賞与引当金 107,704 85,148 △22,556

６　その他 363,197 495,561 132,364

流動負債合計 3,017,187 23.7 3,723,253 25.8 706,066

Ⅱ　固定負債

１　社債  － 70,000 70,000

２　長期借入金  442,858 515,866 73,008

３　退職給付引当金 58,400 15,606 △42,794

４　役員退職慰労引当
金

179,966 196,248 16,282

固定負債合計 681,224 5.3 797,720 5.5 116,496

負債合計 3,698,412 29.0 4,520,973 31.3 822,561

（少数株主持分）

少数株主持分 21,453 0.2 22,601 0.2 1,148

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 3,323,900 26.1 3,323,900 23.0 －

Ⅱ　資本剰余金 3,778,249 29.6 3,945,056 27.3 166,807

Ⅲ　利益剰余金 2,984,602 23.4 3,272,359 22.6 287,757

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

50,947 0.4 140,691 1.0 89,744

Ⅴ　自己株式 ※５ △1,107,680 △8.7 △784,471 △5.4 323,209

資本合計 9,030,019 70.8 9,897,536 68.5 867,517

負債、少数株主持分
及び資本合計

12,749,885 100.0 14,441,112 100.0 1,691,227
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

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 13,842,087 100.0 13,371,165 100.0 △470,922

Ⅱ　売上原価 11,770,322 85.0 11,419,220 85.4 △351,102

売上総利益 2,071,765 15.0 1,951,944 14.6 △119,821

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　役員報酬 211,143 218,382

２　従業員給料 208,974 216,696

３　賞与引当金繰入額 8,627 7,700

４　退職給付費用 2,870 △6,248

５　役員退職慰労引当金
繰入額

16,789 16,282

６　賃借料 108,347 111,659

７　支払手数料 51,347 37,218

８　減価償却費 16,873 26,770

９　貸倒引当金繰入額 － 1,950

10　その他 267,908 892,881 6.5 309,913 940,324 7.0 47,443

営業利益 1,178,883 8.5 1,011,619 7.6 △167,264

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 169 196

２　為替差益 20,433 14,965

３　保険金収入 3,186 4,386

４　仕入割引 7,132 6,419

５　賃貸料収入 － 3,885

６　その他 11,090 42,014 0.3 8,279 38,134 0.3 △3,880

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 29,336 27,394

２　支払手数料 12,110 11,116

３　社債発行費 － 2,225

４　売上債権譲渡損 13,435 6,599

５　その他 2,466 57,348 0.4 145 47,479 0.4 △9,869

経常利益 1,163,548 8.4 1,002,274 7.5 △161,274
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

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　固定資産売却益  ※１ － 1,064

２　投資有価証券売却益 － 8,514

３　会員権売却益 － 1,604

４　補償金収入 － 56,311

５　貸倒引当金戻入益 377 377 0.0 7,623 75,119 0.6 74,742

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 ※２ 2,940 985

２　事務所移転費用  － 7,833

３　会員権売却損 3,709 －

４　会員権評価損 14,595 －

５　減損損失 ※３ 22,615 －

６　貸倒引当金繰入額 6,600 50,461 0.4 － 8,818 0.1 △41,643

税金等調整前当期純
利益

1,113,464 8.0 1,068,575 8.0 △44,889

法人税、住民税及
び事業税

383,323 422,862

法人税等調整額 150,252 533,576 3.8 67,125 489,988 3.7 △43,588

少数株主利益 5,226 0.0 1,148 0.0 △4,078

当期純利益 574,661 4.2 577,437 4.3 2,776
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(3）連結剰余金計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 3,777,900 3,778,249 349

Ⅱ　資本剰余金増加高

自己株式処分差益 349 349 166,806 166,806 166,457

Ⅲ　資本剰余金期末残高 3,778,249 3,945,056 166,807

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 2,663,747 2,984,602 320,855

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 574,661 574,661 577,437 577,437 2,776

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　配当金 233,807 257,679

２　取締役賞与 20,000 253,807 32,000 289,679 35,872

Ⅳ　利益剰余金期末残高 2,984,602 3,272,359 287,757
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前当期純利益 1,113,464 1,068,575 △44,889

減価償却費 171,050 176,008 4,958

減損損失 22,615 － △22,615

会員権評価損 14,595 － △14,595

貸倒引当金の増加（△減
少）額

6,222 △5,672 △11,894

退職給付引当金の減少額 △34,938 △42,794 △7,856

役員退職慰労引当金の増加
額

16,789 16,282 △507

賞与引当金の減少額 △2,155 △22,556 △20,401

受取利息及び配当金 △2,095 △3,985 △1,890

支払利息 29,336 27,394 △1,942

為替差益 △322 △1,528 △1,206

売上債権の（△増加）減少
額

507,749 △1,640,858 △2,148,607

たな卸資産の減少額 74,884 30,567 △44,317

その他流動資産の増加額 △6,567 △9,316 △2,749

仕入債務の増加額 12,239 35,547 23,308

その他負債の増加額 471 146,236 145,765

役員賞与の支払額 △20,000 △32,000 △12,000

その他 94,599 △23,067 △117,666

小計 1,997,940 △281,167 △2,279,107

利息及び配当金の受取額 2,091 3,985 1,894

利息の支払額 △29,806 △27,504 2,302

法人税等の支払額 △498,387 △402,262 96,125

営業活動によるキャッシュ・
フロー

1,471,837 △706,948 △2,178,785
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

△118,689 △79,149 39,540

無形固定資産の取得による
支出

△124,008 △46,050 77,958

投資有価証券の取得による
支出

△189,905 △465,000 △275,095

投資有価証券の売却による
収入

100,000 11,820 △88,180

出資金の出資による支出 △80,859 △89,701 △8,842

その他投資に関する収支
（純額）

△100,248 △69,155 31,093

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△513,711 △737,236 △223,525

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の増加（△減
少）（純額）

△641,800 535,800 1,177,600

長期借入れによる収入 600,000 900,000 300,000

長期借入金の返済による支
出

△684,992 △829,992 △145,000

社債の発行による収入 － 100,000 100,000

社債の償還による支出 － △10,000 △10,000

自己株式の取得及び売却
（純額）

50 490,015 489,965

配当金の支払額 △233,807 △257,679 △23,872

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△960,548 928,143 1,888,691

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

322 1,528 1,206

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △2,099 △514,513 △512,414

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,774,775 1,772,676 △2,099

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

※１ 1,772,676 1,258,162 △514,513
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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

連結子会社名

㈱メディア・ガーデン、

㈱デジタル・ガーデン、

㈱スパイクフィルムス

 (1）連結子会社の数　　　　４社

連結子会社名

㈱メディア・ガーデン、

㈱デジタル・ガーデン、

㈱葵デジタルクリエーション、

㈱スパイクフィルムス

なお、㈱葵デジタルクリエーションに

ついては、当連結会計年度において新

たに設立したため、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めております。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱ティーポット

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱ティーポット

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は営業を休止しており、

総資産及び利益剰余金は、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。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用していない非連結子会社（㈱

ティーポット）は、営業を休止しており、

利益剰余金等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。

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

同左

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

①　有価証券

（その他有価証券）

(イ）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

より算定しております。）

①　有価証券

（その他有価証券）

(イ）時価のあるもの

同左

(ロ）時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ）時価のないもの

同左

②　たな卸資産

(イ）制作仕掛品

個別法による原価法

②　たな卸資産

(イ）制作仕掛品

同左

(ロ）貯蔵品

先入先出法による原価法

(ロ）貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

減価償却方法及び主な耐用年数は以下

のとおりであります。

①　有形固定資産

減価償却方法及び主な耐用年数は以下

のとおりであります。

(イ）賃貸事業用資産・・・定額法

建物及び構築物　　10年～38年

機械装置　　　　　17年

(イ）賃貸事業用資産

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ロ）その他・・・定率法

建物及び構築物　　　３年～47年

工具・器具・備品　　４年～15年

(ロ）その他

 同左

②　無形固定資産

（ソフトウェア）

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法

②　無形固定資産

（ソフトウェア）

同左

(3）重要な引当金の計上基準 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

に回収可能性を検討し、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

従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の額に基づき計上しており

ます。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の額に基づき計上しており

ます。

なお、当社については、当連結会計年

度末において年金資産の額が退職給付

債務を上回ったため、投資その他の資

産「その他」に前払年金費用を計上し

ております。

④　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額の100％を

計上しております。

④　役員退職慰労引当金

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、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

(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

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理の方法

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。

同左

７．連結キャッシュ・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
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

当連結会計年度
（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）

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16年３月31日に終了する連結会計年度に係

る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、

当連結会計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。この適用に伴い、税金等調整前当期純利益は

22,615千円少なく計上されております。

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

─────

───── （退職給付会計）

 当連結会計年度より「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正」（企業会計基準第３号　平成17年３月16日）及び

「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第７号　平成17年３月16日）

を適用しております。これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益が98,702千円増加しております。

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　　　　　　　　　───── （連結損益計算書）

「賃貸料収入」は、前連結会計年度まで営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。

 なお、前連結会計年度における「賃貸料収入」の金額は、

3,740千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．非連結子会社に対するものは以下のとおりでありま

す。

※１．非連結子会社に対するものは以下のとおりでありま

す。

投資有価証券（株式） 10,000千円 投資有価証券（株式）      10,000千円

※２．担保に供している資産及び担保付債務 ※２．担保に供している資産及び担保付債務

＜担保資産＞ ＜担保資産＞

建物（根抵当権） 905,813千円

土地（根抵当権） 3,437,296千円

合計 4,343,109千円

建物（根抵当権）    891,402千円

土地（根抵当権） 3,437,296千円

合計  4,328,698千円

＜担保付債務＞ ＜担保付債務＞

短期借入金 180,000千円

（根抵当権の極度額は、3,000,000千円でありま

す。）

短期借入金 450,000千円

（根抵当権の極度額は、3,000,000千円でありま

す。）

　３．保証債務 　３．保証債務

主に従業員の持株奨励制度による金

融機関借入金に対する債務保証
76,337千円

主に従業員の持株奨励制度による金

融機関借入金に対する債務保証
72,416千円

※４．発行済株式総数 普通株式 13,334千株 ※４．発行済株式総数 普通株式   13,334千株

※５．当社保有の自己株式数は、普通株式1,644千株であ

ります。

※５．当社保有の自己株式数は、普通株式1,161千株であ

ります。
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

※１．　　　　　　────── ※１．固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 64千円

土地 1,000千円

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 175千円

工具・器具・備品 2,765千円

建物及び構築物 209千円

工具・器具・備品 775千円

※３．減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しております。

※３．　　　　　　──────

 

場所 用途 種類 減損損失額

千葉県長生郡 遊休資産 土地 22,615千円

    

        

当社グループは、事業区分別に資産のグルーピング

を行っております。各事業区分に属さない上記の土

地につきましては、時価が帳簿価額に対して著しく

下落しているため、当連結会計年度において、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上いたしました。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、取引事

例価格等を参考にした正味売却価額により評価して

おります。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（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連結貸借対照表に

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連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,772,676千円

現金及び現金同等物 1,772,676千円

現金及び預金勘定 1.258.162千円

現金及び現金同等物 1.258.162千円
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①　リース取引

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）

当連結会計年度
（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

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

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）

機械装置及び
運搬具

11,817 8,124 3,693

工具・器具・
備品

69,075 63,336 5,739

無形固定資産 7,952 7,272 679

合計 88,845 78,733 10,112

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）

機械装置及び
運搬具

11,817 11,079 738

合計 11,817 11,079 738

（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 9,373千円

１年超 738千円

合計 10,112千円

１年内      738千円

１年超    －千円

合計       738千円

（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 21,504千円

減価償却費相当額 21,504千円

支払リース料       9,373千円

減価償却費相当額       9,373千円

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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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

種類
取得原価
（千円）

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）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 204,473 292,987 88,513 302,064 539,318 237,254

債券

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 204,473 292,987 88,513 302,064 539,318 237,254

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 100,896 98,300 △2,596 － － －

債券

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 100,896 98,300 △2,596 － － －

合計 305,370 391,287 85,917 302,064 539,318 237,254

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

100,000 － － 11,820 8,514 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

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

非上場株式 5,455 470,455
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③　デリバティブ取引

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）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度を設けております。当社及び一部の連結子会社は適格退

職年金制度を設けており、一部の連結子会社は社内積立ての退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

退職給付債務（千円） △465,387 △506,470

年金資産（千円） 406,986 609,925

退職給付引当金（千円） △58,400 △15,606

前払年金費用（千円） － 119,060

（注）退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用（千円） 88,589 △34,482

勤務費用（千円） 88,589 △34,482
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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原因別の主な内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

(1）流動の部

繰延税金資産

たな卸資産 15,719千円

未払事業税 24,800千円

賞与引当金 43,837千円

その他 21,170千円

繰延税金資産　合計 105,529千円

(1）流動の部

繰延税金資産

たな卸資産 27,539千円

未払事業税 23,467千円

賞与引当金 34,713千円

その他 29,891千円

繰延税金資産　合計 115,612千円

(2）固定の部

繰延税金資産

投資有価証券 28,345千円

会員権 71,490千円

退職給付引当金 23,784千円

役員退職慰労引当金 73,238千円

その他 21,512千円

繰延税金資産　小計 218,371千円

評価性引当額 △15,141千円

繰延税金資産　合計 203,230千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △34,969千円

繰延税金負債　合計 △34,969千円

繰延税金資産の純額 168,260千円

(2）固定の部

繰延税金資産

投資有価証券 24,762千円

会員権 38,490千円

退職給付引当金 6,422千円

役員退職慰労引当金 79,885千円

その他 15,341千円

繰延税金資産　小計 164,902千円

評価性引当額 △5,938千円

繰延税金資産　合計 158,963千円

繰延税金負債

前払年金費用 △32,942千円

その他有価証券評価差額金 △96,562千円

繰延税金負債　合計 △129,504千円

繰延税金資産の純額 29,458千円

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 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
5.8％

住民税均等割等 0.8％

評価性引当額の増加 1.3％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.9％

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目
6.4％

住民税均等割等 0.8％

評価性引当額の減少 △0.9％

情報通信機器等の税額控除 △0.6％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.9％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自　平成17年４月

１日　至　平成18年３月31日）

　映像制作事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計額、営業利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自　平成17年４月

１日　至　平成18年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

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）及び当連結会計年度（自　平成17年４月

１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

⑦　関連当事者との取引

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）及び当連結会計年度（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。

（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（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 769.69円

１株当たり当期純利益 46.42円

１株当たり純資産額 811.24円

１株当たり当期純利益      47.08円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

希薄化効果を有している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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純利益（千円） 574,661 577,437

普通株主に帰属しない金額（千円） 32,000 22,500

（うち取締役賞与金） (32,000) （22,500） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 542,661 554,937

期中平均株式数（株） 11,690,241 11,786,997

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

含めなかった潜在株式の概要

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新

株引受権（ストックオプション）。

 目的となる株式数　　 558,000株

同左

（注）なお、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）は、平成17年６月30日に行使期間を

終了しております。よって、当連結会計年度末において希薄化効果を有している潜在株式はございません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
１．部門別売上高明細表

製品別

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前連結会計年度増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

ＣＭ作品
オリジナル 9,506,846 68.7 8,918,782 66.7 △588,064

改訂 307,611 2.2 198,320 1.5 △109,291

映像作品 1,476,900 10.7 1,866,991 14.0 390,091

その他
プリント 953,187 6.9 845,561 6.3 △107,626

企画等 1,123,694 8.1 1,062,356 7.9 △61,338

映像制作事業 13,368,239 96.6 12,892,013 96.4 △476,226

その他の事業 473,847 3.4 479,151 3.6 5,304

合計 13,842,087 100.0 13,371,165 100.0 △470,922

２．部門別受注状況明細表

製品別

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）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前連結会計年度増減

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

ＣＭ作品
オリジナル 9,504,771 1,066,739 9,742,449 1,890,406 237,678 823,667

改訂 276,034 10,810 216,740 29,230 △59,294 18,420

映像作品 1,417,017 180,460 2,261,985 575,453 844,968 394,993

その他
プリント 953,187 － 845,561 － △107,626 －

企画等 1,085,188 121,741 1,076,337 135,722 △8,851 13,981

映像制作事業 13,236,199 1,379,751 14,143,075 2,630,812 906,876 1,251,061

その他の事業 473,847 － 479,151 － 5,304 －

合計 13,710,047 1,379,751 14,622,226 2,630,812 912,179 1,251,061
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