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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 10,613 ― 1,937 ― 2,123 ― 418 ―

20年3月期第2四半期 9,768 △3.4 1,123 △38.3 1,278 △34.0 984 △9.1

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2四半期 30.09 ―

20年3月期第2四半期 70.73 ―

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2四半期 31,646 27,617 85.9 1,953.84
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2四半期  27,182百万円 20年3月期  26,814百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

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。  

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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 19,800 △6.4 2,600 △4.6 3,000 2.1 900 △46.6 64.69

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） 

[(注) 詳細は、３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） 

※ 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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財
務諸表規則を適用しております。 
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、３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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  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2四半期  13,912,356株 20年3月期第2四半期  13,912,396株
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当第２四半期におけるわが国経済は、輸出・生産の弱含みに加え、企業収益は依然として減少傾向に
あり、また米国の金融不安に始まった金融市場の混乱等を受け、先行きの不透明感が高まっておりま
す。 
 当社グループを取り巻く事業環境におきましては、依然として少子化やテレビ視聴率・広告収入の低
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)配信や携
帯電話向け映像配信サービスの急伸に加え、ブルーレイディスク市場の拡大や、「JAPAN国際コンテン
ツフェスティバル」といった国際的な見本市が昨年に引き続き開催されるなど、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２四半期の売上高は106億13百万円 (前年同期比8.7％増)、営業利益は19億37百万円
(前年同期比72.5％増)、経常利益は21億23百万円(前年同期比66.1％増)となりました。 
 また、投資有価証券のうち、時価が著しく下落したものについて、当第２四半期末において減損処理
による投資有価証券評価損12億５百万円を特別損失として計上した結果、四半期純利益は４億18百万円
(前年同期比57.4％減)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、前年の９月に公開した「劇場
版 CLANNAD－クラナド－」に相当する作品の公開が無かったこと等により、前年同期と比較して大幅な
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
放映を開始し、前年同期に比べ放送本数はほぼ同数ですが、「ロボディーズ」が２分半の短編であるこ
とから、全体としては大幅な減収となりました。 
 パッケージソフト部門では、新作で「ワンピース」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」、「スラムダンク」のDVDの販売が好調に推移した
ものの、全体としては若干の減収となりました。 
 海外部門では、北米や欧州を中心に「ドラゴンボールシリーズ」、また「ワンピース」が欧州・アジ
アで、「デジモンセイバーズ」が北米・アジア・欧州で好調に稼動しましたが、全体としては若干の減
収となりました。 
 以上により、当事業の売上高は51億70百万円（前年同期比7.2％減）、営業利益は８億31百万（前年
同期比131.9％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「ドラゴンボールシリーズ」、「ワンピース」が好
調に推移したことに加え、遊技機に関する売上が大きかったことにより、前年同期と比較して大幅な増
収になりました。 
 海外部門では、「ドラゴンボールシリーズ」が欧州でゲームと関連商品、北米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40億29百万円（前年同期比40.0％増）、営業利益は15億88百万円（前
年同期比22.2％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！」、「ワンピース」、「ドラゴンボールシリーズ」
に関連したキャンペーンが好調に推移したこと等により、前年同期と比較して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！」の催事やショーが好調に稼動したものの、全体と
しては大幅な減収となりました。 
 以上により、当事業の売上高は、14億23百万円（前年同期比6.9％増）、営業利益は１億17百万円
（前年同期は３百万円の営業利益）となりました。 

  

【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
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※ 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。した
がいまして、当第２四半期連結累計期間と前年同期の連結損益計算書とでは会計基準が異なるため、
前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

（資産） 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.2％減少し、139億13百万円となりました。これは、商品及
び製品が１億27百万円、仕掛品が２億32百万円それぞれ増加し、現金及び預金が４億44百万円、受取手
形及び売掛金が６億32百万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1.9％減少し、177億33百万円となりました。これは、主とし
て投資有価証券が時価評価により６億10百万円減少したことによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて3.4％減少し、316億46百万円となりました。 
  
（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて30.1％減少し、33億30百万円となりました。これは、支払手
形及び買掛金が10億11百万円、未払法人税等が２億76百万円それぞれ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8.6％減少し、６億99百万円となりました。これは、退職給
付引当金が29百万円、役員退職慰労引当金が18百万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27.1％減少し、40億29百万円となりました。 
  
（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.4％増加し、276億17百万円となりました。これは、利益
剰余金が55百万円、その他有価証券評価差額金が３億78百万円それぞれ増加し、為替換算調整勘定が82
百万円減少したことなどによります。 
  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年９月30日付け「第２四半期累計期間（連結・個
別）業績予想との差異及び通期（連結・個別）業績予想の修正並びに有価証券評価損に関するお知ら
せ」で発表いたしました通り、第２四半期累計期間の業績好調を受け、売上高198億円、営業利益26億
円、経常利益30億円を、また第２四半期末における減損処理による投資有価証券評価損の計上を受け、
当期純利益９億円を見込んでおります。 
 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。 

  
  

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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改
正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きによ
り、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 
  

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 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 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。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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（単位：千円） 

 
  

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 9,084,464 9,528,905

  受取手形及び売掛金 3,287,471 3,920,281

  商品及び製品 256,885 129,757

  仕掛品 648,769 416,668

  原材料及び貯蔵品 59,700 76,853

  その他 684,495 709,183

  貸倒引当金 △108,685 △105,225

  流動資産合計 13,913,100 14,676,424

 固定資産

  有形固定資産 3,741,057 3,768,649

  無形固定資産 392,030 350,840

  投資その他の資産

   投資有価証券 9,211,753 9,821,810

   その他 4,434,273 4,186,041

   貸倒引当金 △45,518 △45,518

  投資その他の資産合計 13,600,509 13,962,333

  固定資産合計 17,733,597 18,081,824

  資産合計 31,646,698 32,758,248
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,818,478 2,829,780

  未払法人税等 165,039 441,549

  賞与引当金 198,526 206,148

  その他 1,148,272 1,284,329

  流動負債合計 3,330,316 4,761,807

 固定負債

  退職給付引当金 404,989 434,477

  役員退職慰労引当金 216,570 234,870

  その他 77,598 95,508

  固定負債合計 699,157 764,856

 負債合計 4,029,474 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 21,886,359 21,831,292

   自己株式 △3,500 △3,500

   株主資本合計 28,160,008 28,104,942

  評価・換算差額等

   その他有価証券評価差額金 △895,927 △1,274,537

   繰延ヘッジ損益 △43,599 △60,447

   為替換算調整勘定 △37,933 44,370

   評価・換算差額等合計 △977,459 △1,290,613

  少数株主持分 434,674 417,255

  純資産合計 27,617,223 27,231,583

 負債純資産合計 31,646,698 32,758,248
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（単位：千円） 

(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

売上高 10,613,913

売上原価 6,732,302

 売上総利益 3,881,610

販売費及び一般管理費

 人件費 513,899

 貸倒引当金繰入額 4,516

 賞与引当金繰入額 91,928

 退職給付費用 27,144

 役員退職慰労引当金繰入額 24,620

 その他 1,281,507

 販売費及び一般管理費合計 1,943,616

 営業利益 1,937,993

 営業外収益

  受取利息 71,226

  受取配当金 66,975

  持分法による投資利益 33,516

  為替差益 8,067

  その他 7,348

  営業外収益合計 187,135

 営業外費用

  たな卸資産廃棄損 721

  その他 511

  営業外費用合計 1,232

 経常利益 2,123,896

 特別損失

  投資有価証券評価損 1,205,050

  特別損失合計 1,205,050

 税金等調整前四半期純利益 918,845

 法人税、住民税及び事業税 355,526

 法人税等調整額 100,638

 法人税等合計 456,165

 少数株主利益 43,924

 四半期純利益 418,755

東映アニメーション㈱(4816)平成21年３月期　第２四半期決算短信

― 6 ―



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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す
る内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後
の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結損益計算書 

「参考資料」

前中間連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 9,768,148

Ⅱ 売上原価 6,826,809

売上総利益 2,941,339

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,817,735

営業利益 1,123,603

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 70,032

 ２ 受取配当金 87,758

 ３ 持分法による投資利益 24,722

 ４ その他 11,597 194,109

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4

 ２ 為替差損 35,062

 ３ その他 4,027 39,095

経常利益 1,278,618

Ⅵ 特別利益

 １ 親会社株式売却益 278,379

 ２ 投資有価証券売却益 4,845 283,224

  税金等調整前中間純利益 1,561,842

  法人税、住民税及び事業税 495,036

  法人税等調整額 37,613 532,650

  少数株主利益 45,064

  中間純利益 984,127
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