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１．平成18年5月期の業績（平成17年6月1日～平成18年5月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年5月期 4,914 (△10.1) 297 (△13.0) 309 (△8.4)

17年5月期 5,468 (△3.4) 342 (△29.0) 337 (△29.7)

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 162 ( △26.4) 4,131 03 3,842 10 7.3 8.8 6.3

17年5月期 220 (△69.3) 17,478 61 －  13.0 11.0 6.2

（注）①期中平均株式数 18年5月期 39,375株 17年5月期 12,500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、対前期増減率であります。

(2）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 4,055 2,633 64.9 63,163 22

17年5月期 2,956 1,812 61.3 144,779 27

（注）①期末発行済株式数 18年5月期 41,700株 17年5月期 12,500株

②期末自己株式数 18年5月期 0株 17年5月期 0株

２．19年５月期の業績予想(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 3,300 140 70

通　期 5,700 200 100

 (参考)１株当たり予想当期純利益(通期)　　　2,398円08銭

３．配当状況                                      （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。

 現金配当  1株当たり配当金(円) 配当金総額

(百万円)

配当性向

(％)

純資産

 配当率(%) 中間期末 期　末 年　間

 17年5月期 － 500 500 6 2.9 0.4

 18年5月期 － 200 200 8 4.8 0.4

 19年5月期(予想) － 200 200    

 

※　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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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

(平成17年５月31日)
当事業年度

(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   782,928   971,355   

２　売掛金   349,762   338,014   

３　商品   949   3,159   

４　仕掛品   463,934   512,032   

５　貯蔵品   1,122   1,771   

６　前渡金 ※１  126,271   744,607   

７　前払費用   6,542   14,683   

８　繰延税金資産   17,986   39,727   

９　未収法人税等   130,171   －   

10　未収消費税等   42,834   －   

11　その他 ※１  21,200   18,937   

貸倒引当金   △962   △311   

流動資産合計   1,942,742 65.7  2,643,978 65.2 701,235

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物 ※２ 200,697   337,505    

減価償却累計額  72,888 127,808  84,871 252,634   

(2) 構築物  ―   2,827    

減価償却累計額  ― ―  111 2,716   

(3) 車両運搬具  9,618   11,407    

減価償却累計額  3,558 6,060  5,314 6,092   

(4) 器具備品  105,450   117,549    

減価償却累計額  77,327 28,123  82,516 35,033   

(5) 土地 ※２  203,417   419,949   

(6) 建設仮勘定   10,000   －   

(7) 映像マスター  808,649   972,259    

減価償却累計額  611,848 196,800  760,483 211,776   

(8)映像マスター仮勘定   －   11,928   

有形固定資産合計   572,211 19.3  940,130 23.2 367,919

２　無形固定資産         

(1) ソフトウェア   7,728   30,463   

(2) ソフトウェア仮勘定   18,926   －   

(3) 電話加入権   1,797   1,797   

無形固定資産合計   28,452 1.0  32,261 0.8 3,808
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前事業年度

(平成17年５月31日)
当事業年度

(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）

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   3,054   2,184   

(2) 関係会社株式   212,546   212,546   

(3) 出資金   34,200   28,279   

(4) 関係会社出資金   20,257   45,257   

(5) 長期貸付金   8,500   4,000   

(6) 長期前払費用   6,191   6,317   

(7) 繰延税金資産   34,902   22,193   

(8) 保険積立金   85,058   102,844   

 (9）差入保証金   17,084   19,544   

貸倒引当金   △8,500   △4,000   

投資その他の資産合計   413,295 14.0  439,167 10.8 25,872

固定資産合計   1,013,958 34.3  1,411,559 34.8 397,600

資産合計   2,956,701 100.0  4,055,537 100.0 1,098,836
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前事業年度

(平成17年５月31日)
当事業年度

(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   125,673   186,315   

２　１年以内返済予定の
長期借入金

※２  29,384   29,384   

３　未払金   258,081   194,436   

４　未払費用   80,163   83,752   

５　未払法人税等   －   132,129   

６　未払消費税等   －   7,662   

７　前受金   584,756   748,370   

８  預り金   11,130   9,641   

９　役員賞与引当金   －   4,000   

10　その他   －   50   

流動負債合計   1,089,188 36.8  1,395,743 34.4 306,554

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※２  55,272   25,888   

固定負債合計   55,272 1.9  25,888 0.6 △29,384

負債合計   1,144,460 38.7  1,421,631 35.1 277,170

         

(資本の部)         

Ⅰ　資本金 ※３  378,850 12.8  － － △378,850

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   561,961   －   

資本剰余金合計   561,961 19.0  － － △561,961

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金   2,452   －   

２　任意積立金         

(1）別途積立金  140,000 140,000  － －   

３　当期未処分利益   728,699   －   

利益剰余金合計   871,151 29.5  － － △871,151

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※４  278 0.0  － － △278

資本合計   1,812,240 61.3  － － △1,812,240

負債資本合計   2,956,701 100.0  － － △2,956,701
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前事業年度

(平成17年５月31日)
当事業年度

(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）

 (純資産の部)         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  658,500 16.2  

２　資本剰余金         

(1) 資本準備金  －   949,901    

資本剰余金合計   － －  949,901 23.4  

３　利益剰余金         

(1) 利益準備金  －   2,452    

(2) その他利益
    剰余金 

        

別途積立金  －   140,000    

繰越利益剰余金  －   882,608    

利益剰余金合計   － －  1,025,060 25.3  

株主資本合計   － －  2,633,462 64.9 2,633,462

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   － －  2,633,906 64.9 2,633,906

負債純資産合計   － －  4,055,537 100.0 4,055,537
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(2）損益計算書

  
前事業年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(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         

１　制作収入  3,841,051   4,124,067    

２　版権収入  1,603,814   711,399    

３　その他収入  23,410 5,468,276 100.0 79,268 4,914,735 100.0 △553,540

Ⅱ　売上原価 ※１        

１　制作収入売上原価  3,572,770   3,725,338    

２　版権収入売上原価  1,261,088   475,003    

３　その他売上原価  24,986 4,858,845 88.8 88,046 4,288,388 87.3 △570,457

売上総利益   609,430 11.2  626,347 12.7 16,917

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  267,329 4.9  328,904 6.6 61,575

営業利益   342,101 6.3  297,442 6.1 △44,658

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  240   203    

２　受取配当金  1,006   245    

３　保険解約返戻金  10,585   1,737    

４　設備使用料  8,028   9,228    

５　賃借料収入  －   16,906    

６　還付加算金  －   4,302    

７　補助金収入  4,000   －    

８　雑収入  4,734 28,595 0.5 4,376 36,999 0.7 8,403

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  3,175   3,136    

２　新株発行費  990   9,471    

３　為替差損  16,255   810    

４　支払保証料  566   －    

５　上場関連費用  －   11,139    

６　事業組合出資損失  －   720    

７　貸倒引当金繰入額  9,212   －    

８　雑損失  3,004 33,204 0.6 31 25,309 0.5 △7,895

経常利益   337,492 6.2  309,133 6.3 △28,359
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前事業年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(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）

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 1,027   －    

２　投資有価証券売却益  －   22,310    

３　関係会社株式売却益  46,085   －    

４　貸倒引当金戻入益  1,008 48,121 0.9 5,151 27,461 0.6 △20,660

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※４ 5,706   126    

２　固定資産除却損 ※５ 14,303   543    

３　減損損失 ※６ ―   19,650    

４　出資金償却  ― 20,009 0.4 26,659 46,981 1.0 26,971

税引前当期純利益   365,604 6.7  289,613 5.9 △75,990

法人税、住民税
及び事業税

 36,072   136,099    

法人税等調整額  108,549 144,621 2.7 △9,145 126,954 2.6 △17,667

当期純利益   220,982 4.0  162,659 3.3 △58,323

前期繰越利益   507,716   ―  △507,716

当期未処分利益   728,699   ―  △728,699
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売上原価明細書

  
前事業年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(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) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)
増減

（千円）

Ⅰ　制作収入原価       

１　材料費  17,276 0.5 17,011 0.5  

２　労務費  360,176 9.5 401,179 10.5  

３　経費  3,430,769 90.0 3,396,768 89.0  

(うち外注加工費)  (3,256,851)  (3,196,049)   

当期総製造費用  3,808,223 100.0 3,814,958 100.0  

期首仕掛品たな卸高  266,291  463,934   

合計  4,074,515  4,278,893   

他勘定振替高 ※１ 37,810  43,990   

期末仕掛品たな卸高  463,934  509,565   

差引  3,572,770  3,725,338   

当期制作収入売上原価  3,572,770  3,725,338  152,567

Ⅱ　版権収入原価       

版権原価  1,261,088  475,003   

版権収入売上原価  1,261,088  475,003  
△786,08

4

Ⅲ　その他収入原価       

その他収入原価  24,986  88,046   

その他収入売上原価  24,986  88,046  63,059

当期売上原価  4,858,845  4,288,388  
△570,45

7
       

  

原価計算の方法
　製造原価の計算は、個別原価
計算の方法により、実際原価に
より集計されております。

原価計算の方法
同左

（脚注）

前事業年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

※１　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

ソフトウェア開発費 9,464千円

販売費及び一般管理費へ振替 28,346

ソフトウェア開発費 3,527千円

販売費及び一般管理費へ振替 40,463
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(3）利益処分計算書

  
前事業年度

(平成17年８月26日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ　当期未処分利益   728,699

Ⅱ　利益処分額    

１　配当金  6,250  

２　役員賞与金
(うち監査役賞与金)

 
2,500
(500)

8,750

Ⅲ　次期繰越利益   719,949

    

　（注）　日付は株主総会承認年月日であります。
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(4) 株主資本等変動計算書

当事業年度　(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

資本金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金    

株主

資本

合計

資本

準備金 

資本

剰余金

合計 

利益

準備金 

その他利益剰余金 
利益

剰余金

合計 

別途

積立金 

繰越

利益

剰余金

平成17年5月31日残

高
378,850 561,961 561,961 2,452 140,000 728,699 871,151 1,811,962

事業年度中の変動額         

新株の発行 279,650 387,940 387,940     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      162,659 162,659 162,659

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額(純額)

        

事業年度中の変動額

合計
279,650 387,940 387,940 － － 153,909 153,909 821,499

平成18年5月31日残

高
658,500 949,901 949,901 2,452 140,000 882,608 1,025,060 2,633,462

評価・換算差額等 

純資産

合計

その他

有価証券

評価

差額金

評価・

換算差額

等

合計

平成17年5月31日残

高
278 278 1,812,240

事業年度中の変動額    

新株の発行   667,590

剰余金の配当   △6,250

役員賞与の支給   △2,500

当期純利益   162,659

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額(純額)

166 166 166

事業年度中の変動額

合計
166 166 821,665

平成18年5月31日残

高
444 444 2,633,906
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2) その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品及び貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法を採用

しております。

(1) 商品及び貯蔵品

同左

 (2) 仕掛品

　個別法による原価法を採用しており

ます。

(2) 仕掛品

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(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(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

(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)に基づく定額法を採用しており

ます。

(2) 無形固定資産

同左

 (3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

同左

４　繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

　支出時に全額費用として処理してお

ります。

(1) 新株発行費

同左
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項目
前事業年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

５　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、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

６　引当金の計上基準 (1）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。

(1）貸倒引当金

同左

  

 

(2)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事業年度に

見合う分を計上しております。 

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　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

　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６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(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)

　当事業年度より「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。

　これにより税引前当期純利益が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、改正後の財務諸表等

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。

 

 ----------  (役員賞与引当金に係わる会計基準)

　当事業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

基づき当事業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。

　これにより当事業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

常利益及び税引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)

 当事業年度より「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2,633百万円で

あります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 

 ----------  (株主資本等変動計算書に関する会計基準等)

 当事業年度より「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「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

　企業会計基準適用指針第９号)を適用しております。

　財務諸表規則の改正により、当事業年度から「株主資本

等変動計算書」を作成しております。

　また、前事業年度まで作成しておりました「利益処分計

算書」は、本改正により廃止され、当事業年度からは作成

しておりません。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成17年５月31日)

当事業年度
(平成18年５月31日)

※１　関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

※１　関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

前渡金 33,661千円

未収入金 12,775 

前渡金 89,169千円

買掛金 9,069 

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

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 

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

１年内返済予定の長期借入金 29,384千円

長期借入金 55,272 

計 84,656 

１年内返済予定の長期借入金 29,384千円

長期借入金 25,888 

計 55,272 

※３　授権株式数及び発行済株式総数 ※３　----------

授権株式数　　　普通株式 50,000株

発行済株式総数　普通株式 12,500株

※４　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は278千円で

あります。

※４　----------
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（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上原価 1,553,307千円 売上原価 900,002千円

※２　販売管理費に属する費用のおおよその割合は

17.2％、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は82.8％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。

※２　販売管理費に属する費用のおおよその割合は　　

20.5％、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は79.5％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。

広告宣伝費 38,132千円

役員報酬 49,778 

給料手当 39,527 

支払手数料 49,456 

保守修繕費 13,765 

減価償却費 6,074 

広告宣伝費 62,088千円

役員報酬 51,960 

給料手当 59,372 

支払手数料 51,723 

減価償却費 9,274 

役員賞与引当金繰入額 4,000 

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

車両運搬具 1,027千円    

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

建物 679千円

構築物 4,676 

車両運搬具 64 

土地 65 

長期前払費用 219 

計 5,706 

   

   

車両運搬具 126千円

   

   

   

※５　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

車両運搬具 29千円

器具備品 104 

映像マスター 14,169 

計 14,303 

   

器具備品 543千円
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前事業年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

※６　----------- ※６　減損損失の内容は、次のとおりであります。 

 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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①　リース取引

前事業年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(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

51,886 32,298 19,587

 
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

56,117 39,099 17,017

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年以内 12,590千円

１年超 7,567千円

合計 20,158千円

１年以内 7,520千円

１年超 9,890千円

合計 17,411千円

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 21,526千円

減価償却費相当額 20,057千円

支払利息相当額 870千円

支払リース料 13,423千円

減価償却費相当額 12,640千円

支払利息相当額 606千円

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

②　有価証券

前事業年度(平成17年５月31日)

子会社株式及び関連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５月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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(税効果会計)

前事業年度
(平成17年５月31日)

当事業年度
(平成18年５月31日)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)   

未払賞与 14,855千円

未払金否認 5,468 

その他 6,560 

計 26,885 

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 17,986 

   

繰延税金資産(固定)   

固定資産償却限度超過額 29,348千円

貸倒引当金 3,458 

その他 2,285 

計 35,093 

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 34,902 

繰延税金資産(流動)   

未払賞与 14,580千円

未払金否認 6,494 

未払事業税 10,189 

その他 8,463 

計 39,727 

繰延税金資産の純額 39,727 

   

繰延税金資産(固定)   

固定資産償却限度超過額 20,565千円

貸倒引当金 1,627 

その他 2,910 

小計 25,103 

評価性引当金 △2,605 

計 22,498 

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 22,193 

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

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

法定実効税率 40.69％

(調整)   

交際費等の永久差異 2.55 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△0.02 

住民税均等割 0.38 

その他 0.24 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.84 
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(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 144,779円27銭 63,163円22銭

１株当たり当期純利益 17,478円61銭 4,131円03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事業年度における

１株当たり情報については、以下のと

おりとなります。

１株当たり純資産額

127,556円40銭

１株当たり当期純利益金額

10,725円62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。

　3,842円10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事業年度における

１株当たり情報については、以下のと

おりとなります。

　１株当たり純資産額

 　　　　　　　　　 48,259円76銭

  １株当たり当期純利益金額

                     5,826円20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及び潜在株式調整後１株当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
前事業年度

(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 220,982 162,659

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) 218,482 162,659

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）

前事業年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

当事業年度
(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、ＣＧ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

　当該設備が、アニメーション制作スタジオとして本

格稼動することにより当社主要制作スタジオが３拠点

となります。今後のＣＧアニメーションの受注増を見

込み、当該設備による増産体制を確立、平成18年５月

期からの業績に反映できる見込みです。

 

 

(4)資金調達方法

短期借入金　３００，０００千円
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７．役員の異動

  　　新任取締役候補（平成18年８月25日付）

　　　取締役　　　長谷川隆一　　　（現内部監査室長）
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