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１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 178 30.6 △110 － △113 － △114 －

19年３月期第１四半期 136 △66.5 △228 － △229 － △183 －

19年３月期 1,845 △24.6 △87 － △100 － △206 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

 円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △7,598 84 － －

19年３月期第１四半期 △14,366 75 － －

19年３月期 △15,315 06 － －

(2）財政状態  

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

20年３月期第１四半期 1,441 731 50.7 48,635 02

19年３月期第１四半期 1,945 690 35.5 54,012 28

19年３月期 1,859 845 45.5 56,233 87

(3）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

20年３月期第１四半期 △28 △20 △100 269

19年３月期第１四半期 △102 △56 － 268

19年３月期 219 △103 △125 418

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 年間

円 銭 円 銭

19年３月期 0 00 0 00

20年３月期（実績） 0 00

20年３月期（予想） 0 00 0 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 770 4.8 △35 － △40 － △40 － △2,659 75

通期 1,920 4.0 10 － 4 － 4 － 292 57
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４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

  当社の新刊刊行スケジュールにおいて、例年４月～６月は端境期にあたり、売上高は低調に推移する傾向にあり、

当第１四半期においても同様の傾向にありました。昨年から返品率の改善を目標に部数の最適正化に取組んできたこ

とにより、コミックスの売上高は前年同期の返品金額に比較し当期の返品金額が大幅に減少したため、当売上高は改

善することができました。しかしながら、前年の「ARIA」に代表されるヒット作品に代わるコミックスが、出版市場

環境の厳しさも影響して当第１四半期に発刊されず、総じて厳しい状況となっております。

  その結果、当四半期の売上高は、178百万円（前年同期比30.6%増）となりました。売上原価並びに販売費及び一般

管理費においては昨年から行なってきたコスト削減の効果により前年同期と比較し大幅に改善することができました

が、当四半期は利益を計上するに至らず、四半期純損失は114百万円（前年同期は183百万円の損失）となりました。

 

 　 　事業部別の営業概況は以下のとおりであります。

 　 ①出版事業

  コミック誌は、定期刊行物「月刊コミックブレイド」を３点、その隔月増刊号の「コミックブレイドMASAMUNE」を

２点および臨時増刊号「ZEBEL」を１点を刊行しました。計６点のコミック誌を刊行した結果、当売上高は32百万円

（前年同期は38百万円）となりました。

  コミックス（単行本）は、新刊12点（前年同期は９点）を刊行しましたが、全体的に売上は低調に推移し当売上高

は110百万円（前年同期は百万円未満）となりました。

  その他の出版事業では、人気作品の関連書籍や関連グッズの販売並びに携帯配信（電子書籍）により、当売上高は

13百万円（前年同期は36百万円）となりました。

 　 ②その他の事業

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

ション作品への製作出資に係る分配金等により、当売上高は22百万円（前年同期は61百万円）となりました。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注)　百万円未満は切捨てて表示しております。

区分

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

 
 増　減

 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金　額  　構成比 金　額  　構成比 金　額 金　額  　構成比

 
 出　 版 　事 　業

百万円 
 

75

％ 
 

55.3

百万円
 

155

％
 

87.3

百万円
 

80

 百万円
 

1,607

％ 
 

87.1

  コミック誌 38 50.8 32 18.1 △5 136 7.4

  コミックス 0 1.3 110 61.9 109 1,091 59.1

  そ　の　他 36 47.9 13 7.3 △23 379 20.6

 そ の 他 の 事 業 61 44.7 22 12.7 △38 238 12.9

        合　　計 136 100.0 178 100.0 41 1,845 100.0

２．財政状態に関する定性的情報

  当第１四半期末における総資産は、前事業年度末に比較し417百万円減少し、1,441百万円となりました。これは主

に、売掛金299百万円の減少並びに短期借入金100百万円の返済による現預金の減少148百万円によるものでありま

す。

　負債においては、前事業年度末に比較し303百万円減少し、710百万円となりました。これは主に、営業活動から生

じる仕入債務の減少158百万円や未払金の減少19百万円並びに短期借入金の減少100百万円によるものであります。

　純資産においては、当四半期純損失の発生により前事業年度末に比較し114百万円減少し、731百万円となりました。

  当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比較し148百万円減少し、269百万円となりまし

た。

  営業活動によるキャッシュ・フローは、28百万円の減少（前年同期比74百万円増）となりました。これは主に、売

上債権304百万円の減少による増加、他方で仕入債務158百万円の減少および税引前当四半期純損失114百万円の発生に

よるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、20百万円の減少（前年同期比36百万円増）となりました。これは主にアニ

メ製作のための出資によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、100百万円の減少（前年同期比100百万円減）となりました。これは当四半

期中に短期借入金100百万円を返済したことによるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

  当期業績においては、新刊刊行予定並びにテレビアニメ化等の予定に大きな変更がなく、主力商品であるコミック

スの販売も、株式会社プロダクション・アイジーとの資本・業務提携によるアニメ作品のコミック化が始まり、堅調

に推移するものと予想しております。

 　 なお、今期の新刊刊行予定点数は以下のとおりであります。

第１四半期
（実績）

第２四半期
（予定）

　 中間期
　　（予定）

　通　期
　（予定）

 コミック誌 ６点 ４点 １０点 ２２点 

 コミックス １２点 ２４点 ３６点 ８６点 

 そ　の　他 ２点 ５点  ７点 ３５点 

  以上の理由により本資料発表時点においては、平成19年５月16日の前期決算発表時に公表した平成20年３月期業績

見通しに変更はありません。

 

  業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

　金額（千円）
構成比
（％）

　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  268,129   269,799   418,558   

２．受取手形  830   －   2,470   

３．売掛金  1,059,278   898,531   1,198,485   

４．たな卸資産  306,400   182,270   157,788   

５．繰延税金資産  98,865   11,355   11,355   

６．その他 * 2 22,670   9,643   8,058   

貸倒引当金  △1,064   △941   △941   

流動資産合計   1,755,109 90.2  1,370,659 95.1  1,795,775 96.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 * 1 4,003   2,476   3,177   

２．無形固定資産  37,708   29,524   31,570   

３．投資その他の資産  148,490   38,997   28,759   

固定資産合計   190,202 9.8  70,997 4.9  63,507 3.4

資産合計   1,945,312 100.0  1,441,656 100.0  1,859,282 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  191,108   140,324   298,959   

２．短期借入金  850,000   450,000   550,000   

３．未払金  107,886   28,188   47,196   

４．返品調整引当金  82,414   73,000   81,500   

５．その他  23,030   18,611   35,815   

流動負債合計   1,254,439 64.5  710,124 49.3  1,013,471 54.5

負債合計   1,254,439 64.5  710,124 49.3  1,013,471 54.5
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前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日現在）

区分
注記
番号

　金額（千円）
構成比
（％）

　金額（千円）
構成比
（％）

　金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   451,871 23.2  540,971 37.5  540,971 29.1

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  396,560   485,660   485,660   

資本剰余金合計   396,560 20.4  485,660 33.7  485,660 26.1

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  △157,667   △295,208   △180,929   

利益剰余金合計   △157,667 △8.1  △295,208 △20.5  △180,929 △9.7

株主資本合計   690,763 35.5  731,422 50.7  845,701 45.5

Ⅱ　新株予約権           

  １．新株予約権  110   110   110   

    新株予約権合計   110 0.0  110 0.0  110 0.0

純資産合計   690,873 35.5  731,532 50.7  845,811 45.5

負債純資産合計   1,945,312 100.0  1,441,656 100.0  1,859,282 100.0

           

 

(2）四半期損益計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

　金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   136,747 100.0  178,595 100.0  1,845,873 100.0

Ⅱ 売上原価 * 2  253,276 185.2  184,411 103.3  1,414,882 76.7

売上総利益又は損失(△)   △116,529 △85.2  △5,815 △3.3  430,991 23.3

返品調整引当金戻入額
（△）

  △37,498 △27.4  △8,500 △4.8  △38,412 △2.1

差引売上総利益又は損
失（△）

  △79,031 △57.8  2,684 1.5  469,403 25.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 * 2  149,458 109.3  113,334 63.5  556,824 30.2

営業損失(△)   △228,490 △167.1  △110,650 △62.0  △87,421 △4.7

Ⅳ 営業外収益   1,999 1.5  917 0.5  3,338 0.2

Ⅴ 営業外費用 * 1  2,913 2.2  3,579 2.0  16,658 0.9

経常損失(△)   △229,403 △167.8  △113,312 △63.5  △100,741 △5.5

Ⅵ 特別利益   － －  － －  123 0.0

Ⅶ 特別損失   － －  733 0.4  11,499 0.6

税引前四半期(当期)純損
失(△)

  △229,403 △167.8  △114,045 △63.9  △112,118 △6.1

法人税、住民税及び事
業税

 72   233   950   

法人税等還付額  －   －   161   

法人税等調整額  △45,740 △45,667 △33.4 － 233 0.1 94,091 94,879 5.1

四半期（当期）純損失
（△）

  △183,736 △134.4  △114,278 △64.0  △206,998 △11.2
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

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

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

451,871 396,560 396,560 26,068 26,068 874,499

第１四半期会計期間中の変動額

四半期純損失    △183,736 △183,736 △183,736

第１四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － － △183,736 △183,736 △183,736

平成18年６月30日　残高
（千円）

451,871 396,560 396,560 △157,667 △157,667 690,763

 
  

新株予約権
  
 
 

  
  

純資産合計
 
  
 

平成18年３月31日　残高
（千円）

110 874,609

第１四半期会計期間中の変動額

四半期純損失 － △183,736

第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

－ △183,736

平成18年６月30日　残高
（千円）

110 690,873

 

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

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

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年４月１日　残高
（千円）

540,971 485,660 485,660 △180,929 △180,929 845,701

第１四半期会計期間中の変動額

四半期純損失    △114,278 △114,278 △114,278

第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － △114,278 △114,278 △114,278

平成19年６月30日　残高
（千円）

540,971 485,660 485,660 △295,208 △295,208 731,422
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新株予約権
 
 
 

  
 

純資産合計
  
 
 

平成19年４月１日　残高
（千円）

110 845,811

第１四半期会計期間中の変動額

四半期純損失 － △114,278

第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

－ △114,278

平成19年６月30日　残高
（千円）

110 731,532

 

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年４月１日　残高
（千円）

451,871 396,560 396,560 26,068 26,068 874,499

事業年度中の変動額

新株の発行 89,100 89,100 89,100 － － 178,200

当期純損失    △206,998 △206,998 △206,998

事業年度中の変動額合計
（千円）

89,100 89,100 89,100 △206,998 △206,998 △28,798

平成19年３月31日　残高
（千円）

540,971 485,660 485,660 △180,929 △180,929 845,701

 
 

新株予約権
 
 
 

 
 

純資産合計
 
 
 

平成18年４月１日　残高
（千円）

110 874,609

事業年度中の変動額

新株の発行 － 178,200

当期純損失 － △206,998

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ △28,798

平成19年３月31日　残高
（千円）

110 845,811
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第１四半期会計期間
（自 平成18年４月１日

至 平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日）

区分
注記
番号

　金額（千円） 　金額（千円） 　金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前四半期（当期）純損失  △229,403 △114,045 △112,118

減価償却費  2,321 2,234 9,285

貸倒引当金の増減額(△減少)  － － △123

返品調整引当金の増減額(△減少)  △37,498 △8,500 △38,412

受取利息  0 － △337

支払利息  2,913 2,615 12,784

株式交付費  － － 3,382

出資金償却  46,800 9,750 107,750

投資有価証券評価損  － － 10,499

有形固定資産除却損  － 733 －

売上債権の増減額(△増加)  422,225 304,769 271,450

たな卸資産の増減額(△増加)  △58,460 △24,482 90,150

仕入債務の増減額(△減少)  △171,885 △158,634 △62,761

未払金の増減額(△減少)  △8,351 △19,008 △29,455

未収消費税等の増減額(△増加)  △12,567 △2,886 －

未払消費税等の増減額(△減少)  △8,115 － △10,460

その他  2,114 △17,273 27,801

小計  △49,907 △24,728 279,436

利息の受取額  0 － 337

利息の支払額  △860 △2,530 △10,254

法人税等の支払額  △51,554 △805 △49,559

営業活動によるキャッシュ・フロー  △102,322 △28,064 219,960

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の除却に伴う支出  － △220 －

出資金の支払額  △56,910 △20,475 △103,582

投資活動によるキャッシュ・フロー  △56,910 △20,695 △103,582

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額(減少△)  － △100,000 △300,000

株式の発行による収入  － － 174,818

財務活動によるキャッシュ・フロー  － △100,000 △125,182

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △159,232 △148,759 △8,804

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  427,362 418,558 427,362

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残

高
* 1 268,129 269,799 418,558
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び

　　評価方法

その他有価証券

  時価のないもの

移動平均法による原価法を

採用しております。

その他有価証券

 　時価のないもの

 　　　 同　　左

 

その他有価証券

　 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）製　品

総平均法による原価法

(2）仕掛品

　　総平均法による原価法　　

(1）製　品

　　同　　左

(2）仕掛品

　　　　同　　左

(1）製　品

　　同　　左

(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

 　　 定率法によっております。

　　なお、取得原価が10万円以上20

　　万円未満の少額資産について

　　は、３年間均等償却によってお

　　ります。

　　主な耐用年数は、次のとおりで

　　あります。

　　　建物付属設備　１５年

　　　工具器具備品　３～８年

(1）有形固定資産

 

 　　　 同　　左

 

(1）有形固定資産

 

 　　　 同　　左

 

 (2）無形固定資産

 　　 定額法によっております。

　　自社利用ソフトウェアについて

　　は、社内における利用可能期間

　　（５年）に基づく定額法によっ

　　ております。

(2）無形固定資産

 

 　　   同    左

 

(2）無形固定資産

 

      　同　　左

 

 4．繰延資産の処理方法  　　　　　　　－  　　　　　　　－  株式交付費

 　支出時に全額費用処理しており

 ます。

 5．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

 　 　債権の貸倒れによる損失に備

　　えるため、一般債権については

　　貸倒実績率により、貸倒懸念債

　　権等特定の債権については、個

　　別に回収可能性を勘案し回収見

　　込み額を計上しております。

(2）返品調整引当金

 　 　将来の返品による損失に備え

　　るため、過去の返品率等を勘案

　　し、返品損失見込み額を計上し

　　ております。

(1）貸倒引当金

 　　

　　　　同　　左

 

 

 

 

(2）返品調整引当金

 

　　　　同　　左

(1）貸倒引当金

 

　　　　同　　左

 

 

 

 

(2）返品調整引当金

 

　　　　同　　左

 6．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、第１四半期

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

 

 

  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。

 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

によっています。

 　　　 同    左

 

 

        同　　左

 

 

8．四半期キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

  手許現金、随時引出し可能な預金か

らなっております。   

 

 

 　　   同　　左

 

 

 　　　 同　　左

 

 

9．その他四半期財務諸表（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 

 　 消費税等の会計処理は、税抜方

　　式によっております。

(1）消費税等の会計処理  

 　　　 同　　左

 

(1）消費税等の会計処理  

 　　　 同　　左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
 至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
 至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

  当第１四半期より「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690,763千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当第１四半期における貸借対照

表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表規則により作成しており

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845,701千円であります。

　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

規則により作成しております

－ 11 －



(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日現在）

前事業年度末
（平成19年３月31日現在）

 * 1  　有形固定資産の減価償却累計額  * 1  　有形固定資産の減価償却累計額  * 1  　有形固定資産の減価償却累計額

                            4,004 千円  　　　　　　　　　　　　　  4,120 千円                             4,680 千円  

   

 * 2    消費税等の取扱い  * 2    消費税等の取扱い  * 2    消費税等の取扱い

        　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

　　　　相殺の上、金額的重要性が乏しいた

　　　　め、流動性資産の「その他」に含め

　　　　て表示しております。

 　　　　

　　　　　　　　同　　左　　

 

　　　　    　　 　ー

 

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 * 1   営業外費用のうち主なもの  * 1   営業外費用のうち主なもの  * 1   営業外費用のうち主なもの

         支払利息　　　　　　2,913 千円  　　　  支払利息　　　　    2,615 千円          支払利息　　　　　 12,784 千円

   

 * 2   減価償却実施額  * 2   減価償却実施額  * 2   減価償却実施額

 　　有形固定資産 275 千円 

 　　無形固定資産 2,046 千円 

 　　有形固定資産 188 千円 

 　　無形固定資産 2,046 千円 

 　　有形固定資産 1,101 千円 

 　　無形固定資産 8,184 千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 12,789 － － 12,789

合計 12,789 － － 12,789

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 　　 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第１四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度
末

当第１四半
期会計期間
増加

当第１四半
期会計期間
減少

当第１四半
期会計期間
末

提出会社 平成13年新株予約権 普通株式 220 － － 220 110

ストック・オプションとして

の新株予約権
    － － － － － －

合計  220 － － 220 110

３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。

  

 

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 15,039 － － 15,039

合計 15,039 － － 15,039

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第１四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度
末

当第１四半
期会計期間
増加

当第１四半
期会計期間
減少

当第１四半
期会計期間
末

提出会社 平成13年新株予約権 普通株式 220 － － 220 110

ストック・オプションとして

の新株予約権
    － － － － － －

合計  220 － － 220 110

３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。

 

 

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式     

普通株式（注） 12,789 2,250 － 15,039

合計 12,789 2,250 － 15,039

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の発行済株式数の増加2,250株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 平成13年新株予約権 普通株式 220 － － 220 110

ストック・オプションとして

の新株予約権
    － － － － － －

合計  220 － － 220 110

３．配当に関する事項

　　該当事項はありません。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 * 1   現金及び現金同等物の四半期末残高と

　　　 四半期貸借対照表に掲記されている科

       目の金額の関係

                           　　  （千円）

現金及び預金勘定 268,129

現金及び現金同等物 268,129

 

 * 1   現金及び現金同等物の四半期末残高と

　　　 四半期貸借対照表に掲記されている科

       目の金額の関係

 　　　　　　　　　　　　　　   　(千円)

現金及び預金勘定 269,799

現金及び現金同等物 269,799

 

 * 1   現金及び現金同等物の期末残高と貸借

       対照表に掲記されている科目の金額の

       関係

 　　　　　　　　　 　　　　　　 （千円）

現金及び預金勘定 418,558

現金及び現金同等物 418,558

 

 

（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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

累計額相当額及び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び四半期末残高相当額

(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)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 3,031 658 2,372

ソフトウェア 2,054 427 1,626

合計 5,085 1,086 3,998

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 3,031 1,416 1,614

ソフトウェア 2,054 941 1,112

合計 5,085 2,357 2,727

 

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)

器具及び備品 3,031 1,227 1,803

ソフトウェア 2,054 813 1,240

合計 5,085 2,040 3,044

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,257 千円

１年超  2,767 千円

合計 4,024 千円

１年内 1,278千円

１年超 1,489千円

合計 2,767千円

１年内 1,272 千円

１年超 1,811 千円

合計 3,083 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

(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 280 千円

  減価償却費相当額 271 千円

  支払利息相当額 15 千円

  支払リース料 328千円

  減価償却費相当額 317千円

  支払利息相当額 12千円

  支払リース料 1,314 千円

  減価償却費相当額 1,271 千円

  支払利息相当額 61 千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

  　　　リ－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

  　　　リ－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

        リ－ス期間を耐用年数とし残存価額

　　　　を零とする定額法によっております

(5）利息相当額の算定方法

  　　　リース料総額とリース取得価額相当

　　　　額との差額を利息相当額とし、各期

　　　　への配分方法については利息法によ

　　　　っております

 

(5）利息相当額の算定方法

  　　　リース料総額とリース取得価額相当

　　　　額との差額を利息相当額とし、各期

　　　　への配分方法については利息法によ

　　　　っております

 

(5）利息相当額の算定方法

 　　　 リース料総額とリース取得価額相当

　　　　額との差額を利息相当額とし、各期

　　　　への配分方法については利息法によ

　　　　っております

 

   (減損損失について)    (減損損失について) 　 (減損損失について)

  リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

   　　 同　　左         同　　左
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（有価証券関係）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前四半期貸借対照表計上額

（千円）
当四半期貸借対照表計上額

（千円）
前事業年度貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券    

 非上場株式 10,500 0 0

 

（デリバティブ取引関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

  該当事項はありません。

 

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

  該当事項はありません。

 

前事業年度会計期間　（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

  該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

 前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

 該当事項はありません。

 　　 当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

  　　　該当事項はありません。

 

      前事業年度会計期間　（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成13年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
　当社取締役　　　　　２名　

　当社従業員　　　　　４名

株式の種類別のストック・オプ

ション数（注）
　普通株式　　　　　 245株

付与日 　平成13年10月20日

権利確定条件
 付与日(平成13年10月20日)以降、権利行使日ま

で当社の取締役または従業員であること

対象勤務期間
 平成13年10月20日から

平成16年４月30日まで 

権利行使期間
 平成16年５月１日から

平成21年４月30日まで

 　　　（注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成13年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 195

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 195

②　単価情報

平成13年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 50,000

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －

 

（持分法損益等）

前第１四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

  該当事項はありません。

 

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

  利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

 

前事業年度会計期間　（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

  利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産 54,012.28円

１株当たり四半期純損

失
14,366.75円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益
－円

１株当たり純資産 48,635.02円

１株当たり四半期純損

失
7,598.84円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益
－円

１株当たり純資産 56,233.87円

１株当たり当期純損失 15,315.06円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
－円

１株当たり四半期純損失が計上されて

いるため、記載しておりません

　　　　　   同　　左　　　　　　 １株当たり当期純損失が計上されて

いるため、記載しておりません

　（注）１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の

　　　　基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日)

当第１四半期会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり四半期（当期）純損失    

四半期（当期）純損失（千円） 183,736 114,278 206,998

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当期）

純損失（千円）
183,736 114,278 206,998

期中平均株式数（株） 12,789 15,039 13,516

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
   

四半期（当期）純利益調整額（千

円）
－ － －

普通株式増加数（株） － － －

（うち新株引受権付社債） (－) (－) (－)

（うち新株予約権） (－) (－) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ － 新株予約権　　　　195株

新株引受権付社債　220株
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　　　　　　－　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　当社は、平成19年７月13日の当社取締役会にお

いて、株式会社プロダクション・アイジー（以下

「プロダクション・アイジー」といいます。）と

の間でプロダクション・アイジーを完全親会社、

当社を完全子会社とするための株式交換を行うこ

とを決議し、同日株式交換契約を締結いたしまし

た。

 

 (１)株式交換の目的

  アニメーション制作を事業の柱としているプ

ロダクション・アイジーとコミック専門出版社

である当社は、平成18年11月17日に資本・業務

提携に合意し、現在にいたるまで提携関係を進

めてまいりました。その間、プロダクション・

アイジー企画アニメーション作品のコミック化

等の成果と企業風土の合致が確認できました。

今後、両社の経営資源を補完しながら更に密接

な関係を構築することで、企業グループとして

の業績の向上を図ってまいります。

 

 (２)株式交換契約の概要

 　①株式交換の内容

  当社は、上記株式交換契約に基づき、平成

19年12月１日を効力発生日として本件株式交

換を実施し、プロダクション・アイジーの完

全子会社となる予定です。本件株式交換によ

り、当社の株主（プロダクション・アイジー

を除く）はプロダクション・アイジーの株式

の割当を受けることによりプロダクション・

アイジーの株主となります。

   ②株式交換の日程

　　 株式交換契約書承認取締役会　

　　　　　　　　　　　　 　平成19年７月13日

　　 株式交換契約書締結　　平成19年７月13日

     臨時株主総会基準日　　平成19年８月31日

　　 株式交換承認臨時株主総会

                         　平成19年10月26日

     株式交換効力発生日　　平成19年12月１日

　　 株券交付日　　　　　平成20年１月中旬予定

  ③ 株式交換比率

  上記効力発生日前日の最終の当社株主名簿

に記載された当社の株主（プロダクション・

アイジーを除く）が保有する当社の普通株式

１株に対して、プロダクション・アイジーの

普通株式0.5株が割当てられます。 

　　　　　　－ 
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前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (３)株式交換の相手会社についての事項

 　　商号　 株式会社プロダクション・アイジー　

　     本店の所在地　　

　　　　　　東京都国分寺市南町三丁目22番31号

     代表者の氏名　代表取締役社長　石川 光久

     資本金の額    　701百万円

　　 純資産の額　　3,277百万円（連結）

　　 総資産の額　　4,600百万円（連結）

　　 事業の内容　　劇場、テレビ、ビデオ、

　　　　　　　　　 ゲーム用アニメーションの

                   制作事業及び作品の二次利用

                   等による版権事業

       　　　　　　　（平成19年５月31日現在）

 

 (４)上場廃止について

  本株式交換の結果、効力発生日である平成19

年12月１日をもってプロダクション・アイジー

は当社の完全親会社となり、完全子会社となる

当社の株式は平成19年11月27日に上場廃止（最

終売買日は平成19年11月26日）となる予定です。
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