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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20年 12 月期第３四半期の連結業績（平成20年 1月 1日～ 平成 20年９月 30日） 
(1) 連結経営成績                            （％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 12 月期第３四半期 2,138 (△39.7)  △1,109 (―) △1,192 (―) △226 (―) 

19 年 12 月期第３四半期 3,542 (△33.8)  △213 (―)     △92 (―) △115 (―) 

19 年 12 月期 4,888          △357    △156       △135     

 

 
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 12 月期第３四半期 △7,841.93 ― 

19 年 12 月期第３四半期 △4,018.82 ― 

19 年 12 月期 △4,711.02 ― 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。 

 
(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 

20 年 12 月期第３四半期 3,027 1,283 42.4 44,212.82 

19 年 12 月期第３四半期 4,292 1,718 35.1 52,657.03 

19 年 12 月期 4,416 1,689 33.8 52,114.76 

 
(3) 連結キャッシュ・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 12 月期第３四半期 △732 946 △516 852 

19 年 12 月期第３四半期 195 △668 283 1,358 

19 年 12 月期 276 △785 116 1,156 
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２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

19 年 12 月期第３四半期 
  円   銭 

― 

20 年 12 月期第３四半期 ― 

 
 
３．平成 20年 12 月期の連結業績予想（平成20年 1月 1日 ～ 平成 20年 12 月 31 日）   【参考】 

（％表示は、通期は対前期増減率） 

 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 

通     期 3,022 (△38.2) △1,350 (―) △1,438(―) △476 (―) △16,453  30 

 
 
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） 

： 有・無 

［除外  1 社（社名 フリュー株式会社   ）］ 
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有・無 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有・無 
 

［（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。］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内在

するさまざまな不確定要因や、この後の事業運営における内外の状況変化等により、実績はこれらの業績

見通しと大きく異なる可能性がありますのでご承知おきください。 
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【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３四半期は、テレビ・キャラクター事業の「おねがいマイメロディ」シリーズ、「ペルソナ」、

「セサミストリート」及び子会社である株式会社ヴィレッジブックスの出版事業により、売上高が

2,138 百万円となりました。一方、パートワークの創刊に関わる経費発生や新規事業の準備に加え、

連結子会社である株式会社ヴィレッジブックスにおける出版事業での過年度刊行書籍を主とする返

品の影響により、営業利益△1,109 百万円、経常利益△1,192 百万円となりました。 

また、第１四半期に実施した関係会社であったフリュー株式会社の株式売却及び、第２四半期に

行った減損損失等により、四半期純利益は△226 百万円となりました。関係会社株式売却の詳細につ

きましては、平成 20 年２月 15 日付で公表いたしました「関連会社株式の売却による特別利益の発

生のお知らせ」をご参照ください。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

第３四半期における総資産は、3,027 百万円となりました。現金及び預金の減少303 百万円、売掛

金の減少 511 百万円や投資有価証券の減少 199 百万円が主な要因となります。流動負債では業務未

払金の減少 536 百万円、短期借入金の減少 466 百万円等がありました。純資産は利益剰余金が 227

百万円減少したことによって、1,283百万円となりました。 

キャッシュ・フロー計算書におきましては、期間売上の減少に伴う売上債権の減少等により、営

業活動によるキャッシュ・フローとして 732 百万円の流出となりました。また、第１四半期に行っ

たフリュー株式会社株式の売却によって、投資活動によるキャッシュ・フローは 946 百万円の資金

獲得となっております。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等を実施したこ

とにより、516 百万円の流出となりました。 

その結果、当社グループの現金及び現金同等物は 303 百万円減少した 852 百万円となっておりま

す。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当期の通期連結業績予想に関しましては、平成 20年 8 月 22 日付「平成 20 年 12 月期中間決算短

信」にて発表した連結業績予想を修正しております。なお、個別財務諸表に与える影響は軽微であ

り、現時点では平成 20 年 8 月 22 日に公表した通期単独業績予想の変更はございません。業績予

想の修正の詳細につきましては、平成 20年 11 月 13 日付で公表しました「平成 20年 12 月期（連結）

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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） 

平成 20 年 2 月 29 日付で株式譲渡を行いましたフリュー株式会社を持分法適用の関連会社から除

外いたしました。詳細につきましては平成 20 年 2 月 15 日付で公表しました「関連会社株式の売却

による特別利益の発生のお知らせ」をご参照ください。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

・法人税等の計上は簡便な方法により計算しております。 

・その他影響の僅少なものについては、一部簡便な方法により計上しております。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

当期の会計方針の変更はございません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 
(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

 （単位：千円、％） 
前年同四半期末 

平成 19年 12月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20年 12月期 

第３四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19 年 12 月期末） 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

現金及び預金 1,337,934 832,036 △505,898 △37.8 1,135,538 

受取手形及び売掛金 980,247 743,767 △269,479 △24.1 1,251,924 

有価証券 20,757 20,845 87 0.4 20,757 

たな卸資産 476,699 407,860 △68,839 △14.4 657,809 

単行本調整勘定 △288,880 △305,195 △16,315 5.7 △363,580 

繰延税金資産 24,906 ― △24,906 ― 11,500 

その他 233,389 216,858 △16,530 △7.1 155,087 

貸倒引当金 △1,276 △6,292 △5,016 393.0 △27,926 

流動資産合計 2,783,777 1,909,880 △873,897 △31.4 2,841,109 

Ⅱ 固定資産      

 1 有形固定資産      

映像マスター 219,720 125,092 △94,627 △43.1 182,417 

その他 76,099 56,831 △19,267 △25.3 26,501 

 有形固定資産合計 295,819 181,924 △113,895 △38.5 208,918 

 2 無形固定資産 8,110 2,919 △5,191 △64.0 7,893 

 3 投資その他の資産      

   投資有価証券 535,441 410,766 △124,675 △23.3 610,202 

   関係会社社債 100,000 ― △100,000 ― 100,000 

   長期貸付金 80,613 72,936 △7,676 △9.5 73,118 

   長期前払費用 147,311 188,097 40,786 27.7 ― 

   保険積立金 217,616 253,300 35,683 16.4 252,255 

   繰延税金資産 275 ― △275 ― ― 

   その他 132,069 77,879 △54,190 △41.0 334,847 

   貸倒引当金 △8,505 △69,764 △61,258 720.2 △11,519 

   投資その他の資産合計 1,204,821 933,214 △271,606 △22.5 1,358,904 

固定資産合計 1,508,752 1,118,058 △390,693 △25.9 1,576,716 

  資産合計 4,292,529 3,027,938 △1,264,591 △29.5 4,416,826 
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 （単位：千円、％） 
前年同四半期末 

平成 19年 12月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20年 12月期 

第３四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19 年 12 月期末） 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

    業務未払金 1,132,747 819,926 △312,820 △27.6 1,356,429 

短期借入金 683,385 ― △683,385 ― 466,664 

一年以内返済予定長期借入 ― 66,720 66,720 ― 66,720 

未払法人税等 3,195 ― △3,195 ― ― 

賞与引当金 16,458 17,312 854 5.2 9,123 

返品債権特別勘定 72,306 112,948 40,642 56.2 116,818 

返品調整引当金 105,304 243,802 138,497 131.5 166,350 

移転損失引当金 ― ― ― ― 33,000 

仮受金 229,938 294,978 65,040 28.3 234,870 

その他 56,695 140,558 83,862 147.9 153,845 

流動負債合計 2,300,031 1,696,247 △603,783 △26.3 2,603,822 

Ⅱ 固定負債      

長期借入金 99,920 33,200 △66,720 △66.8 83,240 

繰延税金負債 ― 1,316 1,316 ― 2,544 

退職給付引当金 11,847 13,234 1,387 11.7 12,463 

役員退職慰労引当金 136,943 ― △136,943 ― ― 

負ののれん 25,533 ― △25,533 ― 25,533 

固定負債合計 274,243 47,750 △226,493 △82.6 123,780 

負債合計 2,574,275 1,743,998 △830,276 △32.3 2,727,603 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

  資本金 1,166,974 1,166,974 ― ― 1,166,974 

  資本剰余金 409,795 409,795 ― ― 409,795 

  利益剰余金 △47,859 △294,803 △246,943 516.0 △67,619 

  自己株式 △20,400 ― 20,400 ― △20,400 

株主資本合計 1,508,509 1,281,966 △226,543 △15.0 1,488,750 

Ⅱ 評価・換算差額等      

  その他有価証券評価差額金 △412 1,974 2,386 △578.4 3,816 

 評価・換算差額等合計 △412 1,974 2,386 △578.4 3,816 

Ⅳ 少数株主持分 210,157 ― △210,157 ― 196,656 

純資産合計 1,718,254 1,283,940 △434,314 △25.3 1,689,223 

負債、純資産合計 4,292,529 3,027,938 △1,264,591 △29.5 4,416,826 
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

     （単位：千円、％） 
前年同四半期 

平成 19年 12月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 20年 12月期 

第３四半期 

増  減 
（参考）前期 

（平成19年12月期） 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
Ⅰ 売上高 3,542,859 2,138,178 △1,404,681 △39.7 4,888,609 

Ⅱ 売上原価 2,723,042 2,418,220 △304,821 △11.2 3,848,745 

売上総利益又は売上総損失(△)  819,817 △280,042 △1,099,860 △134.2 1,039,864 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,032,977 829,394 △203,582 △19.7 1,397,273 

営業損失 213,160 1,109,437 △896,277 420.5 357,409 

Ⅳ 営業外収益 140,970 28,821 △112,149 △79.6 229,750 

Ⅴ 営業外費用 19,831 112,352 92,520 466.5 28,785 

経常損失 92,021 1,192,968 △1,100,946 1,196.4 156,443 

Ⅵ 特別利益 2,303 809,127 806,823 35,024.4 132,569 

Ⅶ 特別損失 15,027 50,952 35,924 239.1 101,096 

税金等調整前四半期(当期)純損失 104,745 434,792 △330,047 315.1 124,971 

税金費用 28,960 12,326 △16,634 △57.4 41,995 

少数株主損失 18,077 220,431 △202,354 1,119.4 31,578 

四半期(当期)純損失 115,628 226,687 △111,058 96.1 135,388 
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(3) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

前年同四半期 

平成 19年 12月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 20年 12月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成 19 年 12 月期） 

区  分 金  額 金  額 金  額 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
  税金等調整前四半期(当期)純損失 △104,745 △434,792 △124,971 

減価償却費 276,390 183,757 378,209 

減損損失 ― 20,415 45,108 

のれん償却額 ― 10,000 ― 

負ののれん償却額 △1,343 ― △1,343 

貸倒引当金の増加(△減少)額 △2,303 36,611 27,360 

賞与引当金の増加額 9,057 8,189 1,722 

返品債権特別勘定の増加(△減少)額 △6,555 △3,869 37,956 

返品調整引当金の増加(△減少)額 △51,633 77,451 9,412 

単行本調整勘定の増加(△減少)額 82,966 △58,384 157,666 

退職給付引当金の増加額 1,849 771 2,466 

役員退職慰労引当金の増加(△減少)額 4,374 ― △132,569 

受取利息及び受取配当金 △26,014 △10,828 △30,609 

支払利息 14,123 5,643 17,463 

持分法による投資利益 △108,268 △9,746 △188,930 

投資有価証券評価損 8,780 7,885 16,728 

投資有価証券売却益 ― △781,126 ― 

売上債権の減少額 712,848 508,156 441,171 

たな卸資産の減少(△増加)額 △21,725 131,097 △147,728 

仕入債務の減少額 △318,022 △536,503 △94,340 

その他 △291,221 63,301 △110,381 

小  計 178,555 △781,970 304,391 

利息及び配当金の受取額 26,014 14,650 26,791 

利息の支払額 △15,663 △5,056 △19,626 

法人税等の支払額 △28,296 △8,907 △69,386 

法人税等の還付額 34,543 48,322 34,543 

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,152 △732,961 276,713 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △251,891 △169,129 △311,712 

無形固定資産の取得による支出 ― △12,113 ― 

投資有価証券取得による支出 △1,035,000 ― △1,035,000 

投資有価証券の売却による収入 615,000 997,500 645,000 

関係会社社債取得による支出 △500,000 ― △500,000 

関係会社社債売却による収入 425,000 100,000 400,000 

貸付による支出 ― ― △3,000 

貸付金の回収による収入 36,058 21,208 52,075 

その他 42,090 8,834 △33,326 

投資活動によるキャッシュ・フロー △668,741 946,299 △785,964 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額 183,385 △466,664 △33,336 
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長期借入金の増減額 99,920 △50,040 149,960 

配当金の支払額 △191 △47 △245 

財務活動によるキャッシュ・フロー 283,113 △516,751 116,378 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △190,475 △303,413 △392,872 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,549,168 1,156,296 1,549,168 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,358,692 852,882 1,156,296 
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 (4) セグメント情報 
 
〔事業の種類別セグメント情報〕 
前年同四半期（平成 19年 12 月期第３四半期） 

（単位：千円） 
 ﾃﾚﾋﾞ･ｷｬﾗｸﾀｰ

事業 出版事業 その他 
の事業 計 消去又 

は全社 連結 
売上高 1,874,965 1,612,514 56,855 3,544,335 △1,475 3,542,859 

営業費用 1,946,236 1,593,140 58,349 3,597,726 158,293 3,756,019 

営業利益又は
営業損失(△) △71,271 19,374 △1,493 △53,390 △159,769 △213,160 

 
当四半期（平成 20年 12 月期第３四半期） 

（単位：千円） 
 ﾃﾚﾋﾞ･ｷｬﾗｸﾀｰ

事業 出版事業 その他 
の事業 計 消去又 

は全社 連結 
売上高 1,600,801 525,752 11,960 2,138,514 △336 2,138,178 

営業費用 1,727,406 1,278,516 33,305 3,039,228 208,386 3,247,615 

営業損失 126,604 752,764 21,345 900,714 208,722 1,109,437 

 
（参考）前期（平成 19年 12 月期） 

（単位：千円） 
 ﾃﾚﾋﾞ･ｷｬﾗｸﾀｰ

事業 出版事業 その他 
の事業 計 消去又 

は全社 連結 
売上高 2,640,555 2,184,672 63,381 4,888,609 ― 4,888,609 

営業費用 2,717,640 2,227,657 71,884 5,017,182 228,836 5,246,019 

営業損失 77,084 42,984 8,503 128,572 228,836 357,409 
 


