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１．平成18年5月期の連結業績（平成17年6月1日～平成18年5月31日）

(1）連結経営成績 （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5月期 5,439 (△4.2) 404 (△9.1) 425 (△5.1)

17年5月期 5,676 (△7.5) 445 (△18.1) 447 (△19.7)

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年5月期 230 (△18.2) 5,864 36 5,454 20 8.8 10.1 7.8

17年5月期 282 (36.2) 22,386 86 －  13.7 11.8 7.9

（注）①持分法投資損益 18年5月期 －百万円 17年5月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年5月期 39,375株 17年5月期 12,500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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態  （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。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年5月期 4,677 3,073 65.7 73,696 78

17年5月期 3,753 2,183 58.2 174,459 25

（注）期末発行済株式数（連結） 18年5月期 41,700株 17年5月期 12,500株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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5月期 317 △718 601 1,369

17年5月期 50 △249 △242 1,168

(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 1社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） 1社 （除外） －社

２．平成19年5月期の連結業績予想（平成18年6月1日～平成19年5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 3,300 180 90

通　期 5,800 220 120

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2,877円70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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

当社グループは、当社（株式会社プロダクション・アイジー）、連結子会社１社(株式会社ジーベック)、持分法適用

関連会社１社(amimo.LLP)、非連結子会社２社（Production I.G.,LLC、XEBEC ADVANCE CO.,LTD(休眠会社)）によって構

成されており、劇場、テレビ、ビデオ、ゲーム用アニメーション及びゲームソフト作品の制作事業とこれら作品の二次

利用による収益分配や一部の販売権利窓口業務によって窓口手数料を得られる版権事業を主たる業務としております。

企業集団の事業系統図は、以下のとおりであります。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

当社の経営理念は、「私たちはいつまでも夢を持ちつづけ、映像をもって常に観客に感動を与え続けます」であり

ます。この実現のために、従業員やクリエイターが夢を持ちながらアニメーションを中心とした映像制作を継続的に

実施することにより、観客に感動を与え、延いては文化的な社会貢献の実現を目指してまいります。

販売先がアニメーション制作会社に求めることは、当然のことながら高品質の制作物を期間内に納めることであり、

当社では優秀なクリエイター・プロデューサー等の獲得と育成、デジタル化の進む制作環境の整備、工程管理のシス

テム化を継続して実施しております。

今後は、従来のアニメーション技術・デジタル映像技術・実写映像などを融合させた新たな映像表現の実現に積極

的に取り組み、アニメーションの枠や国境の壁を越えて世界に”感動”を伝えることのできる日本発の映像作品を提

供し、収益の拡大を計ってまいります。

また、従業員やクリエイターの自発的な発想をベースに事業拡大に臨むことを心がけ、文化立国日本の発展に貢献

することを企業使命としてその課題に取り組んでいきたいと考えております。

(2）利益分配に関する基本方針

利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当

を継続的に実施していくことを基本方針としております。

平成18年５月期の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり200円の配当を実施する予定であります。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、

市場のニーズに応える制作体制、作品（映像マスター）への出資、インターネット・コンテンツ・ビジネス等、さら

なるグローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

当社は投資単位の引下げは、株式の流動性を高め、株主数の増加、投資家層の拡大に有効な施策の一つであると認

識しており、当期、平成18年３月１日をもって１株を３株に分割いたしました。

今後も当社の業績、株価などの市況を総合的に勘案し、その効果等を慎重に検討し、必要に応じ諸施策を検討して

いく所存です。

(4）目標とする経営指標

当社は、経常利益率を経営上重要な指標と考えております。制作事業の制作管理と版権事業への取組みにより経常

利益率７％以上を目標としてきました。今期、上場会社としての必要経費と人材確保、作品の広告宣伝費が増加した

ものの、7.8％を達成することができました。

(5）中長期的な経営戦略

当社グループは、業容の発展のため、以下の経営戦略に取り組んで参ります。

①　制作事業

高度化するアニメーション作品の制作実施にあたり、脚本家・デザイナー・アニメーター・ＣＧ・美術効果等

のクリエイター及び企画・工程管理するプロデューサーの獲得と育成を行ってまいります。これとともに、従来

のアニメーション技術・デジタル映像技術・実写映像などを融合させながら、クリエイターの感性から発信する

新たな映像表現にも取り組んでまいります。

また、映像技術の進歩にともない膨大な記憶容量を必要とするコンピューターサーバーやネットワークの整備、

技術サポート体制の充実など作業環境の改善、当社独自に開発を進めております制作管理システムをさらに発展

させ効率的な制作体制を構築してまいります。

今期、平成17年８月30日府中市に土地建物を購入し、その後、改装工事を完了し、主に３Ｄ制作スタジオとし

て稼動を開始いたしました。今後、受注増加が予想されます３Ｄ制作の人材確保と制作体制の確立を進めます。

さらに同所に、平成18年１月11日株式会社フジテレビジョンと共同し、高度な編集設備を備えたデジタル・ポス

トプロダクション・スタジオ、ＦＩＬＭ．ＬＬＰ（有限責任事業組合）を設立し、劇場用アニメーション等の品

質向上に努めます。

②　版権事業

映画・テレビ・ＤＶＤやゲームパッケージ等のそれぞれの分野で強みを有する国内外の流通企業との協力関係

をさらに強固なものとし、収益の拡大に努めます。さらに、米国法人子会社と連携しながら、海外との共同制作

によるボーダーレスな作品づくりにも取り組み、版権事業の拡大を図ってまいります。
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当期、平成18年４月１日トランスコスモス株式会社と共同し、ａｍｉｍｏ．ＬＬＰを設立し、インターネット・

コンテンツ・ビジネスへの展開を開始いたしました。収益への寄与には２年ほど要する見込みであります。

また、当社独自の商品化やブロードバンド、携帯電話などの新しい情報サービスへのコンテンツ提供にも積極

的に取り組んでまいります。

(6）会社の対処すべき課題

当社グループが対処すべき課題と対処方針は下記の通りであります。

①　外部協力者との連携強化

今後、当社が品質を維持しながらヒット性の高いアニメーションの企画・制作を行っていくためには優れたク

リエイターとの連携をさらに強化することが重要であると考えております。作業環境の改善・透明性のある契約・

成功報酬制度及び活躍の場を広げることにより強い連携体制を確立してまいります。

また、当社が「製作委員会」を中心としたアニメーションや映画の共同事業に積極的に関与することにより、

それぞれの分野で強みを有する国内外の協力企業との関係をさらに強化させ、共同事業の収益拡大に貢献してま

いります。

②　コンテンツの二次利用の収益力拡大

当社グループが企画・制作した作品を中心として、版権事業による利益率の向上を図ることが課題であります。

企画力と高品質の制作力を充実させながら二次利用による収益力を拡大させるとともに、知的財産権の管理を強

化するための社内体制の更なる構築を図ってまいります。

また、将来的に大きな市場へと成長する可能性のある放送メディア(衛星放送、デジタル放送、ブロードバンド

等)や携帯電話、インターネット等の新たな市場へのコンテンツ提供による収益の拡大を目指してまいります。

③　ワールドワイドな展開

平成16年公開の劇場用作品「イノセンス」の米ドリームワークス社配給、今期のＴＶ用アニメーション「ＩＧ

ＰＸ」のCartoon Network社と共同制作など、世界市場に展開できる映画配給会社やＴＶ会社とのパイプを足がか

りとし、観客層の拡大とビジネス規模の拡大に努めてまいります。

(7）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

当該事項につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」と内容が重複しております

ので、記載を省略しております。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。

－ 4 －



３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格の動向による内外経済に与える影響が懸念されるものの、企業

部門の好調が家計部門へ波及し、景気は緩やかな回復から本格的な回復へと移行しております。

当社グループを取り巻く事業環境におきましては、アニメーションの二次利用による展開の多さなどから、放映数

の増加による拡大の傾向が見られます。一方、少子化、嗜好・流通の多様化による市場規模や視聴率の低下など、厳

しい状況も指摘されております。

このような情勢のもとで当社グループは、原作権を所有する作品や海外との共同制作による収益の拡大に努め、劇

場映画２本、ＴＶシリーズ11タイトル、ビデオ用２タイトル、その他ゲーム用・ＣＭ用アニメーションなどの制作事

業、過去作品の二次利用による版権事業、当社の作品に関連する出版物のイラスト・編集及び商品化によるその他事

業を展開いたしました。

しかしながら、当期末に納品を予定しておりました「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX Solid State Society」が来

期に延期したことなどが影響し、前連結会計年度に比べ減収減益となりました。

 これらの結果、当連結会計年度の売上高は5,439,528千円（前年同期比4.2％減）、経常利益は425,108千円（前年

同期比5.1％減）、当期純利益は230,909千円（前年同期比18.2％減）となりました。

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①  制作事業

制作事業におきましては、劇場用アニメーション「ｘｘｘＨＯＬｉＣ 真夏ノ夜ノ夢、ツバサ・クロニクル 鳥

カゴの国の姫君」、「立喰師列伝」、テレビ用アニメーション「ＢＬＯＯＤ+」、「ＩＧＰＸ」、「韋駄天翔（イ

ダテンジャンプ）」、「スパイダーライダーズ」、「ロックマンエグゼ シリーズ」、「エレメンタル・ジェレ

イド」等、ビデオ用アニメーション「攻殻機動隊ＳＡＣ総集編」、「テニスの王子様」、その他ゲーム用・ＣＭ

用のアニメーション等を制作いたしました。

　その結果、当事業の売上高は4,414,223千円（前年同期比14.2％増）、営業利益は296,204千円（前年同期比

19.1％増）となりました。

②  版権事業

 版権事業におきましては、「攻殻機動隊ＳＡＣシリーズ」、「蒼穹のファフナー」、「魔法先生ネギま！」「テ

ニスの王子様」、「イノセンス」等の二次利用による収益分配がありましたが、当事業の売上高は923,748千円

（前年同期比47.5％減）、営業利益は386,300千円（前年同期比8.4％減）となりました。

③　その他事業

 その他事業につきましては、出版物のイラスト・編集及び商品化などにより当事業の売上高は101,556千円（前

年同期比102.4％増）となりましたが、出版部門の人件費増を回収できず、営業損失16,040千円（前年同期は営業

損失2,866千円）となりました。

(2）財政状態

①　財政状態の分析

ａ．資産

資産合計は、4,677,282千円(前連結会計年度比24.6％増)となりました。

　流動資産につきましては、子会社・協力外注先への前渡金が562,827千円増加及び、現金及び預金が203,711

千円増加し、反面、売掛金が121,636千円減少し3,240,891千円となりました。

固定資産につきましては、府中のスタジオ購入などにより、土地が216,531千円増加、建物及び構築物が

128,068千円増加し、1,436,390千円となりました。

ｂ．負債

負債合計は、1,604,126千円(前連結会計年度比2.2％増)となりました。

 流動負債につきましては、主に前受金が175,361千円増加し、買掛金が83,010千円減少し、1,566,219千円と

なりました。

固定負債につきましては、主に長期借入金の減少32,904千円などにより、前連結会計年度末に比べ38,913千

円減少し、37,906千円となりました。
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ｃ．純資産

 純資産合計は、3,073,155千円(前連結会計年度比40.8％増)となりました。

当社のジャスダック証券取引所への上場に際し、1,400株の新株を発行しており、これに伴い資本金が658,500

千円、資本剰余金が919,854千円となりました。

②　キャッシュフローの状況

当連結会計年度における現金および現金同等物は1,369,126千円と前年同期と比べ200,702千円(17.2％)の増加

となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、317,657千円となりました。主に制作事業収入が堅

調に推移し、税金等調整前当期純利益が406,679千円、減価償却費317,590千円増加となり、一方で前渡金の増

加562,827千円等が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)

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、718,356千円となりました。主にビィートレイン株

式会社の有価証券の売却による収入23,460千円により増加したものの、府中のスタジオの購入、映像マスター

の取得などによる有形固定資産取得による支出654,241千円、FILM.LLP及びamimo.LLPなどへの出資による支

出55,344千円等により減少しています。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、601,384千円となりました。これは、株式発行によ

る収入646,978千円、長期借入金返済による支出39,444千円があったことによるものであります。

 当社グループのキャッシュ・フローの指標トレンドは以下のとおりです。

 
平成16年5月期 平成17年5月期 平成18年5月期

期末 中間 期末 中間 期末 

  自己資本比率(%) 50.3 53.7 58.2 51.0 65.7

 時価ベース自己資本比率(%) － － － － 251.4

 債務償還年数(年) 0.4 0.2 1.9 0.3 0.2

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 151.6 179.3 14.0 275.0 93.9

 （注）１. 時価ベース株主資本比率の平成17年５月期は、当社株式が非上場でありますので記載しておりません。

 ２．各指標の算式は以下のとおりです。

 株主資本比率：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

 ※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

 ※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

 ※　営業キャッシュ・フローは、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

を使用しております。有利子負債は、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おります。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計

算書の利息の支払額を使用しております。

③　資金需要

 当社グループの運転資金需要の主なものは、制作事業に係わる売上原価によるものであります。制作事業にお

ける労務費、業務委託費及び外注費が主な部分を占めております。その他、版権事業における権利取得のための

出資金があります。

 設備資金といたしましては、コンピュータ購入費やネットワーク費等があります。
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④　契約債務及び約定債務

 平成18年5月31日現在の契約債務の概要は下記の通りであります。

 (単位 : 千円)

契約債務
年度別要支払額 

 合計  １年以内 １～２年 

 １年以内返済予定の長期借入金 32,904 32,904 －

 長期借入金 25,888 － 25,888

（注）ファイナンスリース残高20,764千円（１年内9,130千円、１年超11,634千円）

⑤　財務政策

運転資金につきましては、自己資金で対応することを原則としておりますが、自己資金で賄えない急な資金需

要が発生するなどの場合は、必要に応じ短期借入金で調達しております。

設備資金及び作品への出資金につきましては、社債の発行、長期借入金により最適な調達を行っていく方針で

あり、調達時期、条件について最も有利な手段を選択するべく検討することとしております。

⑥　当連結会計年度の連結財務諸表の特徴

当連結会計年度は、制作事業の売上は14.2％増、版権事業の売上は前期における映画「イノセンス」海外販売

などの大きな収益がなく47.5%減となりました。

  この版権事業の減少を補うため、制作ラインを増強して作品制作に取り組んでまいりましたが、当期末に納品

を予定しておりました「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX Solid State Society」をクオリティ確保のために来期

に延期することとなり、これらの結果、売上高5,439,528千円（前年同期比4.2%減）となりました。

また、上場に伴い自社Ｗｅｂサイトの充実・アニメーションの共同事業である製作委員会での積極的な宣伝活

動・イベント費用などの広告宣伝費、府中のFixスタジオでの撮影用貸スタジオの管理要員の増加などにより、販

売費及び一般管理費が381,303千円（前年同期比19.7%増）となり、その結果、経常利益425,108千円（前年同期

比5.1%減）となりました。

  さらに、前期は清算子会社の貸倒引当金の損金算入により法人税が減少しておりましたが、当期は特殊な要因

はなく、その結果当期純利益230,909千円（前年同期比18.2%減）となりました。

株式上場により、純資産は3,073,155千円（前年同期比40.8%増）となり、これら調達資金は、府中の新設スタ

ジオ購入のための借入金300,000千円の返済等に充当し、今後、作品への出資、劇場映画の企画費用など有効に投

資していく計画であります。

(3）翌連結会計年度の見通し

アニメーション業界におきましては、制作本数・年間放送量・放送延べ分数ともに増加傾向にあります。その一方、

平均視聴率は引き続き低下傾向にあり、業界全体の状況が大きく好転している状態ではありません。

　こうした状況の中当社では、制作事業におきましては「ＢＬＯＯＤ+」「韋駄天翔（イダテンジャンプ」「ｘｘｘ　

Ｈｏｌｉｃ」「ロックマンエグゼ シリーズ」等、当期より放映中のアニメーション作品の制作を引き続き行うととも

に、次期より放映開始される作品として、ＷＯＷＯＷ開局１５周年記念作品であります「シュヴァリエ」、ＮＨＫで

の放映が決定しております「精霊の守人」などの新作制作を開始し、制作ラインの強化を図り、ＴＶシリーズの制作

話数は増加する予定であります。

　しかしながら、制作事業における劇場作品に関しましては、当期２本の制作を行いましたが、次期は劇場作品の端

境期となり、企画・制作は種々進行しておりますが、次期に計上されるものは計画されておりません。

　版権事業におきましては、人気作品でありますＴＶシリーズ「攻殻機動隊ＳＡＣ」と「テニスの王子様」の放映・

ＤＶＤリリースが一段落したことから全般的に減収を見込んでおります。すでに北南米・アジア等への放映権が販売

されております「ＢＬＯＯＤ+」、米国カートゥーン・ネットワーク社との共同制作による、米国で放映中の「ＩＧＰ

Ｘ」等の版権収入も次期に計上が計画されておりますが、その収益は数ヵ年に渡るものと予想されます。

　新規事業でありますネットコミュニティサービス（トランスコスモス株式会社と共同事業amimo.LLPの運営するネッ

トサービス）は7月よりのサービス開始を計画しておりますが、次期への収益貢献には至らない予定であります。

　上記の状況に鑑み、次期の見通しといたしましては、　売上高5,800百万円、経常利益220百万円　当期純利益　　

120百万円を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

以下において、当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると

考えられる主な事項及び投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項を記載しております。当社グループは、

これらリスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、
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本株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行なわれる必要があります。また、

以下の記載は本株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありませんので、ご留意ください。

　なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

①　事業内容等について

ａ．制作事業に関連するリスク要因について

1.　作品の良否によるリスク

当社グループは、アニメーション作品の制作を主軸として事業展開しており、常に最適な制作体制の構築

を心掛け、品質の高いアニメーション作品の制作に努めております。しかしながら、こうして制作した作品

がユーザーの嗜好に合致しない可能性があります。当社グループの制作した作品がユーザーの嗜好に合致し

ない場合は、当初計画したとおりの事業展開ができず、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性が

あります。

2.　制作の遅れによるリスク

当社グループは、受注した作品を、定められた納期内にクライアントに納品すべく、ラインプロデューサー

などが制作ライン毎の進行状況を的確に把握し納期管理を行っております。しかしながら、クライアントよ

り、より高い映像品質を求められた場合のほか、予測できない事態により制作スケジュールが大幅に遅れ、

制作費用が当初予算を上回った場合などには、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

3.　制作中止によるリスク

アニメーション及びゲームの制作事業においては、制作の正式受注の前に、プリプロダクション工程が発

生する場合があります。アニメーションにおいては、企画書や作品のあらすじあるいはキャラクターデザイ

ン、絵コンテ、場合によっては短い動画を作成します。ゲームにおいても、システム設計や評価版の作成ま

で進む場合があり、正式受注が不調となった場合には、当社グループに損失が生じる可能性があります。

ｂ．共同出資による作品製作に伴うリスクについて

日本のアニメーション作品は、作品に携わる広告代理店、テレビ局、アニメーション制作会社、出版社、ビ

デオソフト販売会社、映画配給会社等が共同出資者として出資を分担して製作費を確保する方式(製作委員会方

式)が多くとられております。当該作品は共同出資者が各々得意とする分野での権利（ビデオグラム化権、テレ

ビ放映権、劇場配給権、商品化権等）運用を行い、相互に収益配分を行います。

この場合、共同で著作権を保有することから、共同出資契約等による合意時点で想定していなかった新しい

メディア等が出現し当該作品の再利用を行おうとした場合や、当該作品の続編を製作しようとする場合等に共

同出資者からの承諾を得ることができない等の理由により、各種権利運用ができない可能性があり、当社グルー

プの経営成績等に悪影響を与える可能性があります。

ｃ．アニメーション作品の権利取得によるリスクについて

当社グループは、当社グループ制作のアニメーション作品に対し、著作権等の権利の取得を目的として出資

を行う場合がありますが、権利が取得できない場合には、作品から得られる収益の獲得機会が失われるため、

当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

一方、著作権等の権利を取得できた場合には、制作収入に加え、作品より得られた収益の分配を受けること

ができます。しかしながら、制作した作品が顧客の評価を得ることができない場合には、劇場映画で観客動員

数が計画より下回るほか、ＤＶＤ等ビデオグラムの販売が計画より下回ることなどにより、期待した収益を確

保することができず、場合によっては損失を生じさせる等、当社グループの経営成績等に悪影響を及ぼす可能

性があります。なお、当社グループでは作品への出資金は、制作事業による売上計上時に映像マスター勘定に

計上しており、当該映像マスターは、映画の興行収入等の収益だけでなく、興行から一定期間経過後に販売さ

れるビデオグラム等の収益も考慮し、制作事業による売上計上時から２年間の定率法により減価償却しており

ます。
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②　財政状態及び経営成績について

ａ．最近５期間の経営成績の変動要因について

当社グループの最近５期間における経営成績は、以下のように推移しております。

  (単位 : 千円)

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算期 平成14年５月 平成15年５月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 

連結経営成績      

売上高 － － 6,136,776 5,676,062 5,439,528

経常利益 － － 557,704 447,947 425,108

当期純利益 － － 207,309 282,335 230,909

当社の経営成績      

売上高 2,433,714 3,015,066 5,661,503 5,468,276 4,914,735

経常利益 151,029 189,521 479,589 337,492 309,133

当期純利益 80,316 100,559 130,499 220,982 162,659

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　平成16年５月期から連結財務諸表を作成しております。

３　第13期は、平成14年１月15日開催の臨時株主総会において決算期を８月から５月に変更したことにより営業

期間が9ヶ月となっております。

当社グループでは、経営成績の変動を抑えるべく尽力しておりますが、アニメーション作品の制作において

は大型劇場用作品の売上の有無により、経営成績に大きな変動が発生しております。平成16年５月期において

は、大型劇場用長編アニメーション「イノセンス」の売上1,600百万円の計上により、平成15年５月期に比べ売

上高が単体ベースで88％増加する大きな変動が生じております。

そして、大型劇場用作品の売上がなかった平成17年5月期については、売上高が連結ベースで7.5％減少いた

しました。

当社グループとしては、大型劇場用作品の売上計上時に経営成績が大幅に変動する傾向に対処し安定的な業

容の拡大を目指して、大型劇場用作品の制作と並行して制作期間の比較的短いテレビ用・ビデオ用アニメーショ

ン作品を制作するラインを拡充するなどして、影響を最小限にするように対応を図っております。しかしなが

ら、今後も「イノセンス」と同規模もしくはそれを上回る大型劇場用アニメーション作品を制作する可能性が

あり、その場合には制作期間が長期化することが予想され、納品までの期間は売上計上をしないため、当社グ

ループの経営成績等は大幅に変動する可能性があり、経営成績の期間比較等をするに際しては、このような点

を考慮する必要があります。

ｂ．為替相場変動による影響について

海外の企業との取引において、費用・収益の発生時と決済時の為替相場の変動等により為替差損益が生じ、

当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

従来から当社は取引先に対して円建取引を要請しており、引続き円建取引が継続できるように取引先と鋭意

交渉を行っていく所存であります。しかしながら、今後海外での事業展開を積極的に実施していく方針であり、

取引全てを円建てにすることは困難と考えられ、現地通貨建ての取引が発生する可能性があります。その場合、

急激な為替レートの変動により当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。今後は、為替相

場の変動を考慮しつつ、このようなリスクによる影響を最小限にするため、為替ヘッジ取引の導入も検討して

いく所存であります。

なお、平成18年５月期における海外売上高の全売上高に占める比率は10.8％となっており、為替差損810千円

を計上しております。

ｃ．版権事業の強化について

当社グループが企画・制作した作品を基にしたライセンスビジネス展開を積極的に実施することにより、利

益率の向上を図ることが課題であり、それに対して当社グループでは、当該作品についての二次利用権、ある

いは制作印税の獲得を交渉して参ります。また、それに加えて著作権管理・商品化権許諾等、知的財産権の管

理・強化のための社内体制の充実を図っていく予定であります。

しかしながら、二次利用権の獲得ができなかった場合や、ライセンスビジネスの展開により当社グループが

期待するほどの収益を獲得できなかった場合には、当社グループの事業展開や経営成績等に影響を及ぼす可能
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性があります。

ｄ．顧客層の拡大について

当社グループは、これまで主に20歳から30歳を中心とした比較的高い年齢層のアニメファンを対象としたア

ニメ作品を企画・制作してまいりましたが、上記ｃ．にも記載のとおり、今後版権事業の拡大を図るためには

キャラクターグッズなどの商品二次展開が大きく見込める幅広い年齢層を対象とする作品へ参入する必要があ

ります。現状は、キッズ向けを含め数本の一般ユーザー向け作品の制作を開始しております。

これらの作品が、公開後対象顧客の支持を得られなかった場合、版権事業の展開にも影響を及ぼし、当社グ

ループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 ｅ．海外事業の強化について

当社グループは、制作・流通パートナーと協力し、当社作品及び関連商品を海外へ展開することにより収益

の拡大を図っていく計画であります。現在は北米が中心となっておりますが、今後欧州、アジア等にも積極的

に展開していく計画であり、当社グループの外部パートナーである映画配給会社、テレビ局、広告代理店等と

の協力関係が不可欠であります。今後、前記の外部パートナーとの関係が悪化した場合には、当社の事業展開

に影響を与える可能性があります。

また、海外へ当社グループの制作した作品を展開する場合、当社グループの想定よりも厳しい年齢制限が課

される、あるいは当社グループが意図しない文化的な反発を引き起こす可能性などがあり、そのような場合に

は当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

③　当社グループを取り巻く経営環境について

ａ．他社との競合によるリスクについて

当社グループのアニメーション制作技術は、「イノセンス」が第57回カンヌ国際映画祭オフィシャル・コン

ペティション部門に日本のアニメーションとして初めてノミネートされるなどの世界的な評価を受けており、

現在は他社との競合による受注価格への影響は限定的なものと判断しております。

しかしながら、アニメーション市場の拡大により、新規参入の競合会社が増えております。今後、中国、韓

国、台湾等をはじめとした低コストなアニメーション制作会社の台頭もあり、当社グループも受注を確保する

ため、受注価格の低下が避けられない状況に陥ることも想定されます。その場合、当社グループの経営成績等

に影響を及ぼす可能性があります。

ｂ．技術革新のリスクについて

当社グループの事業展開の主軸となっているアニメーション作品の製作技術については、特にデジタル化な

どでその技術革新が急速に進んでおります。当社グループとしては、当該技術革新に対応するため、システム

専門の部署を設け対応しておりますが、当社グループの予想を上回るスピードで映像制作関連の技術革新がな

されたり、顧客のニーズに変化が起きたりする場合には、保有する設備等が陳腐化し新たな設備投資が必要と

なり、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

ｃ．取引慣行に関するリスクについて

当社グループが属するコンテンツ制作業界においては、取引の柔軟性や機動性を重視する取引慣行から、契

約書の取り交わしや注文書の発行が受注段階で行われないことがありましたが、当社グループでは、現在、受

注段階での契約書の取り代わしや注文書の発行を実現すべく、鋭意交渉に努めております。なお、受注段階で

の契約書の取り代わしや注文書の発行が実現できない場合には、制作当初に計画していた具体的な内容及び予

算金額等の変更が生じることもあるため、当社グループでは案件毎の実行予算管理を実施することにより、制

作費用が当初の予算水準を大きく超えないよう注意を払うとともに、取引先から作業確認書を入手することに

よる取引内容の明確化を図っております。しかしながら、当該取引慣行により、受注金額が予定を下回って確

定する場合など不測の事態が生じたときには、当社グループの経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

ｄ．テレビ局番組編成に伴うリスク

当社グループは、地上波放送局等テレビ向けのアニメーション作品を一部制作し販売を行っておりますが、

通常地上波放送局は毎年４月と10月に番組編成の改編を行います。各局の編成方針の変更によるアニメ放送枠

の縮小、先に放送をされている番組の延長や放送時間帯の変更が行われる場合には、当社グループの経営成績

等に悪影響を及ぼす可能性があります。
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④　事業体制について

ａ．特定の経営者への依存に関するリスクについて

当社は、代表取締役社長である石川光久に対する依存度が大きく、経営戦略の決定等のマネージメントにと

どまらず、その個人的な人脈等は、新企画立ち上げや海外展開に関する個別の業務等においても重要な役割を

担っております。

このため、当社では石川に過度に依存しない体制を構築すべく、会社組織の拡充と石川からのノウハウ移転

を図っておりますが、当面の間は石川への依存度が高い状態で推移すると見込まれるため、このような状態に

あって石川が何らかの理由により当社の業務を遂行できなくなった場合には、当社の事業展開や経営成績等に

重大な影響を及ぼす可能性があります。

ｂ．人材の確保、育成に関するリスクについて

当社グループが属するコンテンツ制作業界においては、優秀なクリエーター及び制作スタッフ、プロデュー

サー等の確保、育成が何よりも重要となります。当社グループでは、良質な作品を制作する場を提供しつづけ

ることにより、従業員あるいは業務委託契約という形式によりスタッフを確保し、かつ、制作業務を通じて育

成を図っております。しかしながら、今後、これら人材が何らかの事情により、退職や業務委託契約が継続せ

ず、当社グループの社外に流出した場合には、当社グループの競争力が低下し、経営成績等に影響を及ぼす可

能性があります。

特に、「イノセンス」の監督・脚本を担当した押井守氏など、当社作品の制作には、必ずしも当社グループ

の役職員だけではなく、外部のクリエーター及び制作スタッフが中心となり実行する場合も多くあります。こ

れらの外部スタッフとの契約は、当社との専属契約ではなく作品ごとの個別契約となっております。このため、

今後当社グループが作品を制作する場合に、当社グループが望む外部スタッフと契約が結べなかった場合には

制作活動に支障が生じ、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　知的財産権等について

ａ．原著作権者との権利処理に関するリスクについて

当社グループが制作する作品の中には、当社グループ以外の第三者が作品の原著作物となる著作物について

の著作権（以下「原著作権」といいます。）を保有しているため、当該第三者より映像化の許諾を取得する必

要があるものがあります。したがって、当社が作品を制作するにあたり、当該許諾を取得することができず作

品の制作が困難となった場合又は当該許諾を取得するために多額の許諾料等が発生する場合には、当社グルー

プの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

ｂ．当社グループによる第三者の知的財産権の侵害の可能性に関するリスクについて

作品の制作及び販売等を内容とする当社の事業（以下「当社事業」といいます。）には、日本国内外を問わ

ず、著作権（原著作権を含む。）、著作者人格権及び著作隣接権等の様々な知的財産権（以下「各種知的財産

権」といいます。）が関係しております。当社グループでは、事業を展開するに際し、第三者が保有する各種

知的財産権を侵害することがないように努めており、また、本書提出日現在において、知的財産権侵害に関す

る訴訟等を起こされたことはありません。

　しかしながら、今後、当社は、日本国内のみならず、日本国外においても当社事業を拡大していく予定であ

りますが、各種知的財産権の全てを事前に想定し、かつその全てに対して事前に対応することは困難でありま

す。したがいまして、当社が、当社の意に反して第三者が保有する各種知的財産権を侵害する事態を発生させ、

当該第三者から作品の使用差し止め又は損害賠償請求を受けた場合には、当社グループの経営成績等に影響を

及ぼす可能性があります。

ｃ．当社グループが制作した作品に対する著作権侵害に関するリスクについて

違法複製物若しくは類似商品（以下「複製物等」といいます。）の販売若しくは流通又はインターネットを

利用した、作品のデジタルデータのファイル交換等により、当社グループが制作した作品に対して著作権侵害

行為がなされ、当社が行う当該作品の正規品の販売が阻害された場合には、当社グループが想定していたほど

の収益を確保することができず、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社グループは、インターネットオークションに当社グループが制作した作品の複製物等が出品され

ている場合には、有限責任中間法人日本動画協会を通じてインターネットオークション運営事業者に対して削

除依頼を行うなどし、防衛策に努めております。
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⑥　法的規制等について

ａ．個人情報の取扱いについて

当社は、当社ホームページを通じて通信販売を行うことがあることから、顧客の個人情報を保有しておりま

す。現時点において、当該販売を積極的に拡大させる計画はなく、また当社は過去5,000件以上の個人情報を用

いて事業を行ったことがないため、個人情報取扱事業者ではございませんが、個人情報については個人情報取

扱事業者と同様に個人情報保護法の規制を遵守しております。具体的には、社内管理体制を整備し情報管理へ

の意識を高めるとともに、アクセス権を制限する等安易に個人情報が漏洩することがないように、取扱いには

留意しております。しかしながら、外部からのハッキングによる不正アクセス等の不測の事態により、万が一、

個人情報が外部に漏洩するような事態となった場合には、当社の信用失墜による売上の減少、又は損害賠償に

よる費用の発生等が起こることも考えられ、経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

ｂ．業界における自主規制等について

現在、当社グループの制作したアニメーション作品等を公開又は放映するためには、映倫管理委員会の映倫

管理委員会規程、日本民間放送連盟による放送基準等、自主規制機関による基準を満たす必要があります。当

社グループとしては、「映像ソフト作成ガイドライン」を作成のうえ、当該基準等を満たすよう制作活動を実

施しているほか、劇場配給会社、あるいはテレビ局等においても、検査を実施しております。

しかしながら、審査の結果、当社グループの想定よりも厳しい年齢制限が課せられた場合、あるいは自主規

制における審査基準等が強化された場合などには、公開・放映等の制限を受け、当社グループの経営成績等に

影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社グループが制作したコンテンツ作品の内容については、前述の「映像ソフト作成ガイドライン」

に基づき、公序良俗に準じ、特定の個人の人権を侵害することがないように十分配慮しておりますが、期せず

して作品の内容が反社会的である、特定の個人の人権を侵害しているなどとみなされ、それらが原因となり、

訴訟が発生する可能性を否定する事はできません。

⑦　ストックオプションについて

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、当社の取締役並びに従業員の当社業績向

上へのインセンティブを高めるため及び当社業務を支援する社外協力者の当社グループに対する参画意識を高め

ることを狙いとして、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権方式により、平成16年８

月30日現在在籍する当社及び当社子会社の取締役、監査役並びに従業員、あるいは当社取引先及び取引先の役員

に対して新株予約権を割当てることを、平成16年８月30日開催の定時株主総会において決議されたものでありま

す。また、今後も将来にわたって当社の成長に大きな貢献が期待できる取締役並びに従業員等へ、新株予約権（ス

トックオプション）の付与を行っていく方針であります。権利行使開始日以降、同制度によって付与された新株

予約権が行使された場合、１株当たりの株式価値の希薄化が生じることになります。また、当社上場後の新株予

約権の行使状況により、株式売買の需給への影響をもたらし、株価に影響を与える可能性もあります。

　なお、平成18年5月末現在の新株発行予定残株数の合計は3,630株であり、発行済株式総数41,700株の8.71％に

相当しております。
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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５月31日)
当連結会計年度

(平成18年５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   1,178,431   1,382,143   

２　受取手形及び売掛金   512,272   390,635   

３　たな卸資産   706,571   724,295   

４　繰延税金資産   29,142   45,224   

５　前渡金   －   655,437   

６　その他   292,336   43,814   

貸倒引当金   △2,694   △661   

流動資産合計   2,716,060 72.4  3,240,891 69.3 524,831

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※１ 208,087   349,317    

減価償却累計額  74,300 133,786  87,461 261,855   

(2) 土地 ※１  203,417   419,949   

(3) 建設仮勘定   10,000   －   

(4) 映像マスター  
1,069,03

9
  1,283,679    

減価償却累計額  814,737 254,301  1,014,655 269,023   

(5) その他  187,389   214,417    

減価償却累計額  129,908 57,481  145,822 68,594   

有形固定資産合計   658,987 17.6  1,019,423 21.8 360,435

２　無形固定資産   30,687 0.8  33,570 0.7 2,882

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※２  59,054   62,134   

(2) 繰延税金資産   55,582   39,124   

(3) その他 ※２  247,025   291,833   

貸倒引当金   △14,195   △9,695   

投資その他の資産合計   347,466 9.2  383,396 8.2 35,930

固定資産合計   1,037,142 27.6  1,436,390 30.7 399,248

資産合計   3,753,202 100.0  4,677,282 100.0 924,079
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前連結会計年度

(平成17年５月31日)
当連結会計年度

(平成18年５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　買掛金   365,139   282,129   

２　１年以内返済予定の
長期借入金

※１  39,344   32,904   

３　未払金   289,832   208,482   

４　未払法人税等   71,962   137,923   

５　前受金   580,223   755,585   

６　賞与引当金   7,189   6,732   

７　役員賞与引当金   －   4,000   

８　その他   139,450   138,462   

流動負債合計   1,493,142 39.8  1,566,219 33.5 73,077

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※１  58,792   25,888   

２　連結調整勘定   18,027   12,018   

固定負債合計   76,819 2.0  37,906 0.8 △38,913

負債合計   1,569,961 41.8  1,604,126 34.3 34,164

(資本の部)         

Ⅰ　資本金 ※３  378,850 10.1  － － △378,850

Ⅱ　資本剰余金   531,914 14.2  － － △531,914

Ⅲ　利益剰余金   1,272,197 33.9  － － △1,272,197

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  278 0.0  － － △278

資本合計   2,183,240 58.2  － － △2,183,240

負債資本合計   3,753,202 100.0  － － △3,753,202

 (純資産の部)         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   －   658,500   

２　資本剰余金   －   919,854   

３　利益剰余金   －   1,494,356   

株主資本合計   － －  3,072,711 65.7 3,072,711

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  －   444   

　　評価・換算差額等合計   － －  444 0.0 444

純資産合計   － －  3,073,155 65.7 3,073,155

負債純資産合計   － －  4,677,282 100.0 4,677,282
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５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   5,676,062 100.0  5,439,528 100.0 △236,534

Ⅱ　売上原価   4,912,458 86.6  4,653,508 85.6 △258,949

売上総利益   763,604 13.4  786,019 14.4 22,415

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  318,465 5.6  381,303 7.0 62,838

営業利益   445,138 7.8  404,715 7.4 △40,422

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  1,865   3,455    

２　受取配当金  6   245    

３　連結調整勘定償却額  6,009   6,009    

４　保険解約返戻金  10,585   1,737    

５　設備使用料  8,028   9,228    

６　補助金収入  4,000   －    

７　賃貸料収入  －   16,906    

８　その他  7,263 37,759 0.7 9,383 46,966 0.9 9,206

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  3,534   3,299    

２　新株発行費  990   9,471    

３　為替差損  16,255   810    

４　貸倒引当金繰入額  10,253   －    

５　事業組合出資損失  －   720    

６　上場関連費用  －   11,139    

７　その他  3,917 34,951 0.6 1,131 26,573 0.5 △8,377

経常利益   447,947 7.9  425,108 7.8 △22,838

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 1,027   －    

２　貸倒引当金戻入益  ─   6,533    

３　投資有価証券売却益  2,097 3,125 0.1 22,310 28,843 0.5 25,717

Ⅶ　特別損失         

１　投資有価証券売却損  13,584   －    

２　投資有価証券評価損  23,213   －    

３　固定資産売却損 ※３ 5,706   181    

４　固定資産除却損 ※４ 18,554   779    

５　減損損失 ※５ －   19,650    

６　出資金償却  － 61,058 1.1 26,659 47,272 0.8 △13,786

税金等調整前当期純利
益

  390,013 6.9  406,679 7.5 16,665

法人税、住民税及び事
業税

 109,263   175,507    

法人税等調整額  △1,585 107,677 1.9 262 175,769 3.2 68,091

当期純利益   282,335 5.0  230,909 4.3 △51,426
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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６月１日
至　平成17年５月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)

(資本剰余金の部)    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   531,914

Ⅱ　資本剰余金期末残高   531,914

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,013,310

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  282,335 282,335

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  3,125  

２　役員賞与  2,500  

３　持分法適用会社減少に
伴う利益剰余金減少額

 17,823 23,448

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,272,197

    

(4) 連結株主資本等変動計算書

 当連結会計年度　(自 平成17年６月１日　至 平成18年５月31日)

 (単位 : 千円)

 株主資本
評価・換算

差額等 純資産

合計
 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

 その他有価証

券評価差額金

前期末残高 378,850 531,914 1,272,197 2,182,962 278 2,183,240

当期変動額       

新株の発行 279,650 387,940  667,590  667,590

剰余金の配当   △6,250 △6,250  △6,250

役員賞与の支給   △2,500 △2,500  △2,500

当期純利益   230,909 230,909  230,909

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
    166 166

当期変動額合計 279,650 387,940 222,159 889,749 166 889,915

当期末残高 658,500 919,854 1,494,356 3,072,711 444 3,073,155
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(5）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６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５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  390,013 406,679  

減価償却費  303,444 317,590  

長期前払費用償却  3,481 3,104  

連結調整勘定償却額  △6,009 △6,009  

貸倒引当金の増減額(減少:△)  10,279 △6,533  

賞与引当金の減少  △2,259 △456  

役員賞与引当金の増加  － 4,000  

受取利息及び受取配当金  △1,872 △3,700  

保険解約返戻金  △10,585 △1,737  

為替差益  △3 △16  

支払利息  3,534 3,299  

新株発行費  ─ 9,471  

投資有価証券売却益  △2,097 △22,310  

投資有価証券売却損  13,584 －  

投資有価証券評価損  23,213 －  

固定資産売却益  △1,027 －  

固定資産売却損  5,706 181  

固定資産除却損  18,554 779  

事業組合出資損失  － 720  

上場関連費用  － 11,139  

出資金償却  － 26,659  

減損損失  － 19,650  

売上債権の増減額(増加:△)  △224,966 121,636  

たな卸資産の増加  △167,668 △17,724  

仕入債務の増減額(減少:△)  89,312 △83,010  

未払金の増減額(減少:△)  63,520 △118,064  

前受金の増減額(減少:△)  △5,890 175,361  

前渡金の増加額  － △562,827  

未収消費税等の増減額(増加:△)  △39,498 42,834  

未払消費税等の増減額(減少:△)  △50,087 6,266  

役員賞与の支払額  △2,500 △2,500  

その他  △12,589 △26,162  

小計  397,587 298,323 △99,264
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前連結会計年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）

利息及び配当金の受取額  2,877 2,299  

利息の支払額  △3,613 △3,384  

法人税等の支払額・還付額(支払:△)  △346,248 20,419  

営業活動によるキャッシュ・フロー  50,603 317,657 267,053

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △10,008 △13,017  

定期預金の払戻による収入  10,005 10,008  

有形固定資産の取得による支出  △309,066 △654,241  

有形固定資産の売却による収入  38,095 673  

無形固定資産の取得による支出  △14,537 △11,238  

投資有価証券の取得による支出  △50,000 △59,950  

投資有価証券の売却による収入  49,935 23,460  

投資有価証券の償還による収入  － 50,000  

貸付けによる支出  △8,500 －  

貸付金の回収による収入  18,418 8,006  

出資による支出  △41,948 △55,344  

出資金の回収による収入  73,926 10,857  

保険積立金の積立による支出  △26,972 △30,282  

保険積立金の解約による収入  25,421 5,701  

その他  △4,390 △2,988  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △249,619 △718,356 △468,737

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

 　　 短期借入による収入  － 300,000  

 　　 短期借入金の返済による支出  － △300,000  

長期借入金の返済による支出  △39,344 △39,344  

社債の償還による支出  △200,000 －  

株式の発行による収入  ─ 646,978  

配当金の支払額  △3,125 △6,250  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △242,469 601,384 843,853

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  3 16 12

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少:△)  △441,480 200,702 642,182

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,609,904 1,168,423 △441,480

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,168,423 1,369,126 200,702
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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６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　１社

主要な連結子会社の名称

㈱ジーベック

なお、連結子会社であった㈱キキは、

平成16年7月に清算結了いたしました

ので、清算結了時に連結の範囲から除

外いたしました。

(1) 連結子会社の数　１社

主要な連結子会社の名称

㈱ジーベック

 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

Production I.G.,LLC

XEBEC ADVANCE CO.,LTD

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

Production I.G.,LLC

XEBEC ADVANCE CO.,LTD

 (連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社は、小規模会社であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、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。

　なお、㈱Triple Aは株式の売却によ

り子会社ではなくなりました。

(連結の範囲から除いた理由)

　非連結子会社は、小規模会社であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、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。

 

２　持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関

連会社はありません。なお、前連結会

計年度まで持分法適用会社でありまし

たビィートレイン㈱は株式の一部売却

により関連会社ではなくなりました。

(1) 持分法を適用した関連会社　１社

主要な会社の名称

 amimo有限責任事業組合

 なお、amimo有限責任事業組合は、平

成18年4月1日に25%設立出資したこと

により持分法適用関連会社となりまし

た。

 (2) 持分法を適用していない非連結子会

社(Production I.G.,LLC、XEBEC 

ADVANCE CO.,LTD)及び関連会社(㈱ガ

ンジス)は、当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う額)

等からみて、連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から除

外しております。

　なお、㈲スタジオロード、㈲リヴ

ゴーシュはビィートレイン㈱の株式売

却により、関連会社ではなくなりまし

た。また、㈱Triple Aは株式の売却に

より子会社ではなくなりました。

(2) 持分法を適用していない非連結子会

社(Production I.G.,LLC、XEBEC 

ADVANCE CO.,LTD)及び関連会社㈱ガン

ジスは、当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う額)

等からみて、連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から除

外しております。

 

  (3) 持分法適用会社のうち決算日が連結決

算日と異なる会社については、各社の

事業年度に係る財務諸表を使用してお

ります。
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、３月31日であり

ます。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、４月１日から連結決算日５月31日

までの期間に発生した重要な取引について

は、連結決算上必要な調整を行っておりま

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

イ　有価証券

(イ)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。

イ　有価証券

(イ)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

 ロ　たな卸資産

(イ)商品及び貯蔵品

最終仕入原価法

ロ　たな卸資産

(イ)商品及び貯蔵品

同左

 (ロ)仕掛品

個別法による原価法

(ロ)仕掛品

同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

イ　有形固定資産

定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(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。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります

建物　　　　　　３～50年

車両運搬具　　　２～６年

器具備品　　　　２～15年

映像マスター　　　　２年

イ　有形固定資産

同左

 

 ロ　無形固定資産

定額法によっております。

　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)に基づいております。

ロ　無形固定資産

同左

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

イ　新株発行費

　支出時に全額費用として処理してお

ります。

イ　新株発行費

同左

(4) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、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
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

(5) 重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒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

個別に回収可能額を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金

　連結子会社の従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるため、支給見込

額に基づき当連結会計年度に見合う分

を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

   ----------

 

ハ　役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき当連結会計年

度に見合う分を計上しております。 

(6) 重要なリースの処理方法 　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

(7) 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

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜き方式によっております。

　消費税等の会計処理

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　連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

同左

７　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。

----------

８　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ヶ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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会計処理の変更

前連結会計年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

  ----------  (固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計年度より「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。

　これにより税金等調整前当期純利益が19,650千円減少し

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

表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

  

  ----------  (役員賞与引当金に関する会計基準)

　当連結会計年度より企業会計基準4号「役員賞与に関す

る会計基準」(平成17年11月29日企業会計基準委員会)に基

づき、役員に対する賞与の支給に充てるため、当該支給見

込額に基づき当連結会計年度に見合う分を役員賞与引当金

として計上しております。

　これにより当連結会計年度において販売費及び一般管理

費の役員賞与引当金繰入額が4,000千円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ同額少な

く計上されています。

  ----------   (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第５号　平成17年12月９

日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は3,073百万円で

あります。

　なお、連結財務諸表等規則の改正により、当連結会計

年度における連結貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表等規則により作成しております。

 

  ----------   (連結株主資本等変動計算書に関する会計基準)

　当連結会計年度より「連結株主資本等変動計算書に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第６号)及び「連結株主資本等変動計算書に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成

17年12月27日　企業会計基準第９号)を適用しています。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度から

「連結株主資本等変動計算書」を作成しております。

　また、前連結会計年度まで作成しておりました「連結剰

余金計算書」は、本改正により廃止され、当連結会計年度

からは作成しておりません。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

 ----------  (連結貸借対照表関係)

　前連結会計年度において流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「前渡金」(前連結会計年度92,610千

円)については、資産総額の100分の5超となったため、当

連結会計年度より区分掲載しております。

  

 -----------  (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローの小計区分前の「その他」に含めて表示しておりまし

た「前渡金の増加額」については、重要性が増したため、

当連結会計年度より区分掲記しております。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成17年５月31日)

当連結会計年度
(平成18年５月31日)

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

建物 102,178 千円

土地 168,522  

計 270,701  

建物  96,702 千円

土地 168,522  

計 265,225  

　上記物件は、１年以内返済予定の長期借入金29,384

千円、長期借入金55,272千円の担保に供しております。

　上記物件は、１年以内返済予定の長期借入金29,384

千円、長期借入金25,888千円の担保に供しております。

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 6,000 千円

「その他」(出資金) 20,257  

投資有価証券(株式)  6,000 千円

「その他」(出資金) 45,257  

※３　当社の発行済株式総数は普通株式12,500株でありま

す。

※３　----------
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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６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

次のとおりであります。

広告宣伝費 38,132 千円

役員報酬 71,258  

給料手当 47,151  

支払手数料 51,848  

賞与引当金繰入額 343  

広告宣伝費 64,499 千円

役員報酬 73,440  

給料手当 66,992  

支払手数料 53,315  

賞与引当金繰入額

役員賞与引当金繰入額

360 

 4,000　
 

※２　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※２　　-----------

有形固定資産「その他」

(車両運搬具)
1,027 千円

 

 
  

※３　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 ※３　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

土地 65 千円

建物及び構築物 5,356  

有形固定資産「その他」

(車両運搬具)
64  

投資その他の資産「その

他」(長期前払費用)
219  

計 5,706  

有形固定資産「その他」

(車両運搬具)
181 千円

   

 

 
  

   

   

※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

有形固定資産「その他」

(車両運搬具及び器具備品)
1,103 千円

映像マスター 17,414  

無形固定資産(ソフトウェア) 36  

計 18,554  

有形固定資産「その他」

(車両運搬具及び器具備品)
779 千円
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前連結会計年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

※５　----------- ※５　減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。 

用途 種類 場所 金額(千円)

 遊休 土地 
長野県北佐久

郡軽井沢町 
 6,404

用途 種類 作品 金額(千円)

 版権事業 映像マスター １作品  13,246

(減損損失を認識するに至った経緯)

 　上記の土地については、保養所として取得いたしまし

たが、現在は遊休資産としております。今後の利用計画

も無く、地価も著しく下落しているため、減損損失を認

識いたしました。

　上記の映像マスターについては、版権収入の獲得を目

的として取得いたしましたが、２期連続で赤字となって

おります。今後、版権収入も見込めないため、減損損失

を認識いたしました。

（資産のグルーピングの方法）

　原則として事業別に区分し、将来の使用が見込まれて

いない遊休資産については個々の物件単位でグルーピン

グしております。

（回収可能価額の算定方法等）

　土地については、回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、正味売却価額は路線価評価額等に基づき

算定しております。

　また映像マスターについては、使用価値により測定し

ており、回収可能価額はゼロとして算定しております。
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 (連結株主資本等変動計算書)

当連結会計年度 (自 平成17年６月１日　至 平成18年５月31日)

①　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前期末株式数

(株)

当期増加株式数

(株)

当期減少株式数

(株)

当期末株式数

(株)

 発行済株式     

 　　普通株式　(注)1,2 12,500 29,200 － 41,700

　　　　　合計 12,500 29,200 － 41,700

 （注）１. 平成17年12月20日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による増資によ

り1,400株増加しました。

 ２. 平成18年３月１日付をもって普通株式１株を３株に分割をしております。

株式分割により、前期末株式数分は25,000株、増資分が2,800株増加しております。

②　新株予約権および自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

③　配当に関する事項

a. 配当金の支払

 株式の種類 配当金の総額 １株当たりの金額 基準日 効力発生日

平成17年８月26日定

時株主総会 
普通株式 6,250千円 500円 平成17年５月31日 平成17年８月29日 

b. 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　　　　　　　次のとおり、議決を予定しております。

 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たりの金額 基準日 効力発生日

平成18年８月25日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 8,340千円 200円 平成18年５月31日 平成18年８月28日 

（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６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

※　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載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連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

(平成17年５月31日) (平成18年５月31日)

現金及び預金勘定 1,178,431 千円

計 1,178,431  

預入期間が３か月を超える

定期預金
△10,008  

現金及び現金同等物 1,168,423  

現金及び預金勘定 1,382,143 千円

計 1,382,143  

預入期間が３か月を超える

定期預金
△13,017  

現金及び現金同等物 1,369,126  
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 (リース取引)

前連結会計年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５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)

(有形固定資産)
器具備品

59,566 35,128 24,437

 
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)

(有形固定資産)
器具備品

61,757 41,472 20,285

(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 14,561千円

１年超 10,580千円

合計 25,141千円

１年内 9,130千円

１年超 11,634千円

合計 20,764千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 23,607千円

減価償却費相当額 21,982千円

支払利息相当額 1,095千円

支払リース料 15,301千円

減価償却費相当額 14,386千円

支払利息相当額 781千円

(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

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左
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 (有価証券)

前連結会計年度 (自 平成16年６月１日　至 平成17年５月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

区　　分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(千円)

差額
(千円)

(1) 連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

株式 1,385 1,854 468

２　時価評価されていない有価証券の内容

区　　分 連結貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券  

非上場株式 51,200

当連結会計年度 (自 平成17年６月１日　至 平成18年５月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

区　　分 
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(千円)

差額
(千円)

(1) 連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

株式 1,385 2,134 748

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額 (千円) 売却益の合計額 (千円) 売却損の合計額 (千円)

 23,460 22,310 －

３　時価評価されていない有価証券の内容

区　　分 連結貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券  

 　 早期償還条件付ユーロ円建債  49,950

非上場株式 10,050

４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

区　　分
１年以内

(千円)

１年超５年以内

(千円)

５年超10年以内

(千円)

10年超

(千円)

 　　早期償還条件付

ユーロ円建債
－ － － 49,950

合　計 － － － 49,950
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 (デリバティブ取引)

前連結会計年度(自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日)

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度(自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日)

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

 (退職給付)

前連結会計年度(自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日)

退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度(自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日)

退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
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 (税効果会計)

前連結会計年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５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内訳

繰延税金資産(流動)   

未払賞与否認 20,413千円

未払事業税 6,213 

未払金否認 5,468 

その他 5,944 

計 38,040 

繰延税金負債(流動)   

未収事業税 △8,898千円

計 △8,898 

繰延税金資産の純額 29,142 

繰延税金資産(流動)   

未払賞与否認 14,580千円

未払事業税 10,745 

未払金否認 9,281 

その他 10,617 

計 45,224 

繰延税金資産の純額 45,224 

繰延税金資産(固定)   

固定資産償却限度超過額 37,644千円

投資有価証券評価損 9,610 

貸倒引当金 6,232 

その他 2,285 

計 55,773 

繰延税金負債(固定)   

その他有価証券評価差額金 △190千円

計 △190 

繰延税金資産の純額 55,582 

繰延税金資産(固定)   

固定資産償却限度超過額 25,542千円

投資有価証券評価損 9,610 

貸倒引当金 3,971 

その他 2,910 

小計 42,034 

 評価性引当額 △2,605 

 　　　計 39,429 

繰延税金負債(固定)   

その他有価証券評価差額金 △304千円

計 △304 

繰延税金資産の純額 39,124 

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な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整)   

同族会社の留保金額に対する税額 2.60 

交際費等の永久差異 1.29 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△4.91 

繰越欠損金の充当 △13.63 

その他 1.57 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.61 

法定実効税率 40.69％

(調整)   

交際費等の永久差異 2.91 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△0.01 

住民税均等割 0.32 

その他 △0.69 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.22 
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 (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６月１日　至　平成17年５月31日)

 
制作事業
(千円)

版権事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 3,867,046 1,758,834 50,181 5,676,062 ─ 5,676,062

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─

計 3,867,046 1,758,834 50,181 5,676,062 ─ 5,676,062

営業費用 3,618,285 1,336,916 53,047 5,008,250 222,673 5,230,924

営業利益又は

営業損失(△)
248,760 421,918 △2,866 667,812 △222,673 445,138

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出
      

資産 2,104,819 489,020 13,581 2,607,420 1,145,781 3,753,202

減価償却費 34,957 261,628 ─ 296,585 6,858 303,444

資本的支出 59,438 252,008 ─ 311,446 13,383 324,829

当連結会計年度(自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日)

 
制作事業
(千円)

版権事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 4,414,223 923,748 101,556 5,439,528 － 5,439,528

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 4,414,223 923,748 101,556 5,439,528 － 5,439,528

営業費用 4,118,018 537,447 117,597 4,773,063 261,748 5,034,812

営業利益又は

営業損失(△)
296,204 386,300 △16,040 666,464 △261,748 404,715

Ⅱ　資産、減価償却費(減損損　

　失)及び資本的支出
      

資産 2,753,761 460,640 27,534 3,241,936 1,435,345 4,677,282

減価償却費 43,116 264,671 － 307,787 9,802 317,590

減損損失 － 13,246 － 13,246 6,404 19,650

資本的支出 149,057 292,640 － 441,697 260,497 702,195

　（注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な品目

(1) 制作事業………劇場アニメ、TV・ビデオアニメ、ゲームその他。

(2) 版権事業………印税、分配、窓口手数料。

(3) その他事業……ゲームソフト、音楽・映像ソフト、出版、キャラクターの商品販売等。
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３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、前連結会計年度は222,673千円、当連結会計年度は261,748千円であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証

券)、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であり、前連結会計年度は1,145,781千円、当連結会計年度は

1,435,345千円であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自　平成16年６月１日　至　平成17年５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。

当連結会計年度(自　平成17年６月１日　至　平成18年５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６月１日　至　平成17年５月31日)

 米国 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,093,145 2,834 36,141 1,132,121

Ⅱ　連結売上高(千円) ─ ─ ─ 5,676,062

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
19.3 0.0 0.6 19.9

　（注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州………………ドイツ

(2) その他の地域……韓国、台湾、香港

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

当連結会計年度(自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日)

 米国 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 585,560 2,401 341 588,303

Ⅱ　連結売上高(千円) ─ ─ ─ 5,439,528

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
10.8 0.0 0.0 10.8

　（注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 欧州………………フランス、スペイン

(2) その他の地域……オーストラリア

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

 (関連当事者との取引)

前連結会計年度(自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日)

該当事項はありません

当連結会計年度(自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日)

該当事項はありません
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 (ストック・オプション等)

a. ストックオプションの内容

 ①平成16年ストック・オプション ②平成16年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び数 当社及び当社子会社の取締役・監査役

８名 

当社及び当社子会社の従業員７名

当社取引先の取締役役　１名

当社取引先　９名

 ストック・オプション数　(*1) 普通株式　2,880株 普通株式　750株

 付与日 平成16年９月17日 平成16年９月17日 

 権利確定条件 付与日(平成16年９月17日)以降、権利

確定日まで継続して勤務していること。

 

付与日(平成16年９月17日)以降、権利

確定日まで、当社との取引先としての

地位を有し、かつ、取引関係が継続し

ていること。

 対象勤務期間 付与日(平成16年９月17日)以降権利確

定日まで

付与日(平成16年９月17日)以降権利確

定日まで

 権利行使期間 ８年間 (自 平成18年９月１日 

        至 平成26年８月29日) 

９年間 (自 平成17年９月１日 

        至 平成26年８月29日) 

(注)１. 株式の数は、平成17年１月31日開催の取締会決議により、平成17年３月22日をもって１株を２株に分割し、

さらに、平成18年２月10日開催の取締会決議により、平成18年３月１日をもって１株を３株に分割しており、

分割後の株式数に換算して記載しております。

b. ストック・オプションの数

(1) ストック・オプションの数

  (単位 : 株)

 ①平成16年ストック・オプション ②平成16年ストック・オプション

 権利確定前

 　期首　

 　付与

   分割による増加 (*1)

 　失効

 　権利確定　

 　未確定残　

 権利確定後

 　期首

 　権利確定

　 分割による増加 (*1)

 　権利行使

   失効

 

960

－

1,920

－

－

2,880

－

－

－

－

－

 

 270

 －

304

 20

  98

 456

 

 －

 98

196

 －

－

  未行使残 － 294

(注)１. 株式の数は、平成17年１月31日開催の取締会決議により、平成17年３月22日をもって１株を２株に分割し、

さらに、平成18年２月10日開催の取締会決議により、平成18年３月１日をもって１株を３株に分割しており、

分割後の株式数に換算して記載しております。
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(2) 単価情報

  (単位 : 円)

 ①平成16年ストック・オプション ②平成16年ストック・オプション

 権利行使価格　(*1) 100,000 100,000

 行使時平均株価 － －

 公正な評価単価 (付与日) － －

(注)１. 平成17年３月22日をもって１株を２株に分割しております。これに伴い、新株予約権の行使時の払込額は１

株につき、600,000円から300,000円に調整されております。さらに、平成18年３月１日をもって１株を３株

に分割しております。新株予約権の行使時の払込額は１株につき、300,000円から100,000円に調整されてお

ります。
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 (１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

１株当たり純資産額 174,459円25銭 73,696円78銭

１株当たり当期純利益金額 22,386円86銭 5,864円36銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

　なお、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

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。

　当社は、平成17年３月22日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前連結会計年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額

153,754円00銭

１株当たり当期純利益金額

17,161円88銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

 

5,454円20銭

 

 

 

 

 当社は、平成18年３月１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、株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前連結会計年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額

  58,153円08銭

 　１株当たり当期純利益金額

7,462円29銭

　なお、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

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。

　（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。

項目
前連結会計年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 282,335 230,909

普通株主に帰属しない金額(千円) 2,500 －

(うち利益処分による役員賞与金) (2,500) (　－ )

普通株式に係る当期純利益(千円) 279,835 230,909

普通株式の期中平均株式数(株) 12,500 39,375

　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

　新株予約権２種類(新株予約権の数

615個)

　これらの詳細は、(ストック・オプ

ション等)に記載のとおりであります。

　新株予約権２種類(新株予約権の数

　 605個)

　これらの詳細は、(ストック・オプ

ション等)に記載のとおりであります。
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 (重要な後発事象)

前連結会計年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

１．重要な設備投資

　平成17年４月15日開催の取締役会にて、ＦＩＸ ＳＴ

ＵＤＩＯの新設を決定し、平成17年８月30日に購入いた

しました。その概要は次のとおりであります。

該当事項はありません。

 

(1）新設の目的

　当社企画中のアニメーション作品のメインスタジオと

して使用する予定であります。

　また、３Ｄ制作グループ増員による現有スタジオの収

容過多解消および受注増に対応できる体制を構築するこ

とを目的としております。

 

 

 

(2）設備投資の内容

名　　称：ＦＩＸ ＳＴＵＤＩＯ

土地面積：８４８．７１㎡

建物面積：５９４．２４㎡

投資金額：３０５，５８０千円

所在地　：東京都府中市

 

 

 

 

 

 

(3）当該設備が営業・制作活動に及ぼす影響

　アニメーション制作スタジオとして本格稼動すると当

社の主要な制作スタジオの建物が、２拠点から３拠点と

なり、デジタル化を伴う制作活動の増加によって、平

成18年５月期からの業績に反映する見込みです。

 

 

(4）資金調達方法

　短期借入金　３００，０００千円
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５．生産、受注及び販売の状況

 (1) 受注制作実績

 当連結会計年度における制作事業の制作実績及び受注状況を制作事業の区分ごとに示すと、次のとおりであります。

 ①制作実績

 当連結会計年度（自平成17年６月１日至平成18年５月31日）

区分 制作高（千円） 前年同期比(％)

 劇場アニメ 254,588 △17.1

 TV・ビデオアニメ 3,300,822 13.6

 ゲームその他 514,286 △2.8

 合　計 4,069,697 8.8

 (注)１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　２　金額は、製造原価によっております。

 ②受注状況

 当連結会計年度(自平成17年６月１日至平成18年５月31日)

区分 受注高(千円) 前年同期比(％)  受注残高(千円) 前年同期比(％)

 劇場アニメ 1,563,500 244.8 1,540,000 340.0

 TV・ビデオアニメ 5,345,303 66.2 4,592,295 60.6

 ゲームその他 260,965 △42.9 136,650 △55.0

 合　計 7,169,768 73.7 6,268,945 78.4

 （2）事業別販売実績

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 当連結会計年度(自平成17年６月１日至平成18年５月31日)

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比(％)

 制作事業 4,414,223 14.2

 版権事業 923,748 △47.5

 その他事業 101,556 102.4

 合　計 5,439,528 △4.2

 (注)１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前連結会計年度

(自　平成16年６月１日

　至　平成17年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成17年６月１日

　至　平成18年５月31日)

  販売高(千円)  割合(％)  販売高（千円）  割合(％)

 ㈱アニプレックス 1,068 0.0 1,024,626 18.8

 バンダイビジュアル㈱ 591,015 10.4 465,067 8.5
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