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1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日）

　(1) 連結経営成績(累計)
(％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 5,397 ─ 931 ─ 1,128 ─ 564 ─

20年３月期第１四半期 4,804 △13.1 412 △67.4 547 △59.1 293 △57.3

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 40 55 ─

20年３月期第１四半期 21 08 ―

　(2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 32,941 27,304 81.7 1,933 41

20年３月期 32,758 27,231 81.8 1,927 37
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 26,898百万円 20年３月期 26,814百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ─ 0 00 ─ 25 00 25 00

21年３月期 ─
20 00

21年３月期(予想) 0 00 ─ 20 00
(注) １ 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

２ 平成20年３月期期末配当金の内訳 特別配当金５円を含んでおります。

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結累計期間 9,600 ─ 1,200 ─ 1,400 ─ 800 ─ 57 50

通期 19,500 △7.8 2,300 △15.6 2,600 △11.5 1,500 △11.0 107 81
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

　

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 有

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(4) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年３月期第１四半期 14,000,000株 20年３月期 14,000,000株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 87,644株 20年３月期 87,644株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 13,912,356株 20年３月期第１四半期 13,912,396株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが本資料の発表日現在に
おいて入手可能な情報から得られた判断に基づいており、リスク及び不確実性を包含しております。業
績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、４ページ【定性的情
報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。
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東映アニメーション㈱(4816)平成21年３月期 第１四半期決算短信

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、輸出・生産の弱含みに加え、設備投資や個人消費もおおむね横ば

いであり、景気は足踏み状態にありました。
　当社グループを取り巻く事業環境におきましては、依然として少子化やテレビ視聴率の低下、娯楽の多
様化などにより厳しい状況が続いているものの、VOD（ビデオ・オン・デマンド）サービスや携帯電話向け
映像配信サービスの急伸に加え、次世代DVDの規格の統一や、「JAPAN国際コンテンツフェスティバル」、「東
京国際アニメフェア」といった国際的な見本市の開催が昨年に引き続き決定するなど、アニメーションビ
ジネスの拡大が期待されます。
　こうしたなか、当社グループは、国内で「ワンピース」、「Yes!プリキュア５GoGo!」、「ゲゲゲの鬼太郎」、
「ドラゴンボールシリーズ」、海外で「ドラゴンボールシリーズ」、「ワンピース」、「デジモンセイバーズ」
を主とした、テレビ・映画・DVD・インターネット・携帯電話等への映像製作・販売事業や、キャラクター
ライセンス等の版権事業、商品販売・キャラクターショー等の関連事業を展開いたしました。
　この結果、当第１四半期の売上高は53億97百万円（前年同期比12.3％増）、営業利益は９億31百万円（前
年同期比125.8％増）、経常利益は11億28百万円（前年同期比106.3％増）、四半期純利益は５億64百万円
（前年同期比92.3％増）となりました。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります（セグメント間取引金額を含みます）。

[映像製作・販売事業]
　劇場アニメ部門では、３月に劇場公開した「ワンピース エピソード オブ チョッパー＋冬に咲く、
奇跡の桜」が、前年３月に公開した作品の興行成績と同水準だったものの、部門全体としては若干の減収
となりました。
　テレビアニメ部門では、「ワンピース」、「Ｙes!プリキュア５GoGo!」、「ゲゲゲの鬼太郎」、「はたらキッズ
マイハム組」に加え、４月から「うちの３姉妹」、６月から「ロボディーズ風雲篇」の放映を開始いたしま
したが、前年同期に比べ放映本数が減少したため、減収となりました。
　パッケージソフト部門では、新作で「プリキュアシリーズ」や「聖闘士星矢 冥王 ハーデス エリシオ
ン編」、ライブラリー作品では「ドラゴンボールGT」の単巻DVD等を展開いたしましたが、前年同期に比べ
発売ラインナップが少ないことから、大幅な減収となりました。
　海外部門では、「ドラゴンボールシリーズ」が欧州・北米・アジア地域で、また「ワンピース」が欧州・
アジア・中南米地域で、「デジモンセイバーズ」が北米・欧州地域で好調に稼動しましたが、全体としては
減収となりました。
　以上により、当事業の売上高は22億35百万円（前年同期比16.1％減）、営業利益は２億68百万円（前年同
期比525.8％増）となりました。

[版権事業]
　国内部門では、「Ｙes！プリキュア５GoGo!」や「ワンピース」、「ドラゴンボールシリーズ」が好調に推
移したことに加え、遊技機に関する売上が前年同期よりも大きかったこと等により、大幅な増収となりま
した。
　海外部門では、「ドラゴンボールシリーズ」が欧州地域でゲームと関連商品、北米地域でゲームが好調に
推移したことから、大幅な増収となりました。
　以上により、当事業の売上高は23億60百万円（前年同期比53.8％増）、営業利益は８億95百万円（前年同
期比34.2％増）となりました。

[関連事業]
　商品販売部門では、「Yes!プリキュア５GoGo!」、「ドラゴンボールシリーズ」、「ワンピース」に関連した
キャンペーンなどが好調に稼動したため、大幅な増収となりました。
　イベント部門では、「Yes!プリキュア５GoGo!」の催事やショーは好調に稼動したものの全体としては、
減収となりました。
　以上により、当事業の売上高は８億７百万円（前年同期比31.8％増）、営業利益は63百万円（前年同期は
24百万円の営業損失）となりました。
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東映アニメーション㈱(4816)平成21年３月期 第１四半期決算短信

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.0％増加し、149億68百万円となりました。これは、現金及び
預金が10億34百万円、仕掛品が１億54百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が８億55百万円、流動
資産のその他が76百万円それぞれ減少したことなどによります。
　固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、179億73百万円となりました。これは、主として
投資有価証券が１億７百万円減少したことなどによります。投資有価証券は、持分法適用により59百万円
増加しましたが、民法上の組合に対する出資を原価に振替えたことにより85百万円、時価評価により80百
万円それぞれ減少しました。
　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.6％増加し、329億41百万円となりました。

（負債）
　流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.6％増加し、49億30百万円となりました。これは、支払手形及
び買掛金が２億18百万円、未払法人税等が65百万円それぞれ増加し、賞与引当金が１億22百万円減少した
ことなどによります。
　固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.7％減少し、７億５百万円となりました。これは、退職給付引
当金が26百万円、固定負債のその他が38百万円それぞれ減少したことなどによります。
　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.0％増加し、56億36百万円となりました。

（純資産）
　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、273億４百万円となりました。これは、利益剰
余金が２億16百万円増加し、為替換算調整勘定が１億31百万円減少したことなどによります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、現時点では平成20年５

月13日付けの決算短信で発表いたしました業績予想に変更はありません。
　なお、実際の業績は、当社グループの事業を取り巻く経済環境、市場動向、為替レートの変動等の様々
な要因により、記述されている業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

4. その他
四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30
日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６
年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間
から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上し
ております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。
　この変更による四半期連結貸借対照表への影響は軽微であり、損益に与える影響はありません。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。
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東映アニメーション㈱(4816)平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

　流動資産

　 現金及び預金 10,563,149 9,528,905

　 受取手形及び売掛金 3,064,746 3,920,281

　 商品及び製品 170,012 129,757

　 仕掛品 571,205 416,668

　 原材料及び貯蔵品 65,837 76,853

　 その他 633,032 709,183

　 貸倒引当金 △99,832 △105,225

　 流動資産合計 14,968,151 14,676,424

　固定資産

　 有形固定資産 3,734,663 3,768,649

　 無形固定資産 371,420 350,840

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 9,714,497 9,821,810

　 その他 4,198,482 4,186,041

　 貸倒引当金 △45,518 △45,518

　 投資その他の資産合計 13,867,461 13,962,333

　 固定資産合計 17,973,545 18,081,824

　 資産合計 32,941,696 32,758,248
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東映アニメーション㈱(4816)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

　流動負債

　 支払手形及び買掛金 3,048,195 2,829,780

　 未払法人税等 506,975 441,549

　 賞与引当金 83,813 206,148

　 その他 1,291,990 1,284,329

　 流動負債合計 4,930,975 4,761,807

　固定負債

　 退職給付引当金 407,545 434,477

　 役員退職慰労引当金 241,120 234,870

　 その他 57,274 95,508

　 固定負債合計 705,939 764,856

　負債合計 5,636,914 5,526,664

　純資産の部

　 株主資本

　 資本金 2,867,575 2,867,575

　 資本剰余金 3,409,575 3,409,575

　 利益剰余金 22,047,734 21,831,292

　 自己株式 △3,500 △3,500

　 株主資本合計 28,321,384 28,104,942

　 評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 △1,309,152 △1,274,537

　 繰延ヘッジ損益 △26,306 △60,447

　 為替換算調整勘定 △87,598 44,370

　 評価・換算差額等合計 △1,423,057 △1,290,613

　 少数株主持分 406,455 417,255

　 純資産合計 27,304,781 27,231,583

　負債純資産合計 32,941,696 32,758,248
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東映アニメーション㈱(4816)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

　【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円）
当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

売上高 5,397,887

売上原価 3,528,978

　売上総利益 1,868,909

販売費及び一般管理費

　人件費 263,208

　賞与引当金繰入額 37,318

　役員退職慰労引当金繰入額 6,250

　退職給付費用 13,579

　その他 617,109

　販売費及び一般管理費合計 937,465

　営業利益 931,443

　 営業外収益

　受取利息 19,003

　受取配当金 66,857

　持分法による投資利益 54,629

　為替差益 52,743

　その他 4,629

　営業外収益合計 197,863

　 営業外費用

　たな卸資産廃棄損 721

　その他 74

　営業外費用合計 795

　経常利益 1,128,511

　税金等調整前四半期純利益 1,128,511

　法人税、住民税及び事業税 436,193

　法人税等調整額 91,421

　法人税等合計 527,614

　少数株主利益 36,646

　四半期純利益 564,250
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東映アニメーション㈱(4816)平成21年３月期 第１四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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東映アニメーション㈱(4816)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,804,914

Ⅱ 売上原価 3,458,578

売上総利益 1,346,335

Ⅲ 販売費及び一般管理費 933,874

　１ 人件費 255,276

　２ 賞与引当金繰入額 39,995

　３ 退職給付費用 9,962

　４ 役員退職慰労引当金繰入額 7,040

　５ その他 621,601

営業利益 412,460

Ⅳ 営業外収益 138,237

　１ 受取利息 16,176

　２ 受取配当金 52,920

　３ 持分法による投資利益 13,834

　４ 為替差益 50,644

　５ その他 4,661

Ⅴ 営業外費用 3,679

　１ 匿名組合投資損失 3,679

　２ その他 0

経常利益 547,018

Ⅵ 特別利益 4,845

　１ 投資有価証券売却益 4,845

　 税金等調整前四半期純利益 551,863

　 法人税、住民税及び事業税 95,307

　 法人税等調整額 133,565

　 少数株主利益 29,621

　 四半期純利益 293,369
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