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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11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5月期第2四半期 3,600 ― △5 ― 0 ― △54 ―
20年5月期第2四半期 2,668 △12.8 118 △25.3 142 △19.6 35 △64.6

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5月期第2四半期 △1,119.38 ―
20年5月期第2四半期 843.72 843.45

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5月期第2四半期 6,554 4,260 65.0 88,828.06
20年5月期 7,249 4,356 60.1 89,779.81

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  4,260百万円 20年5月期  4,356百万円

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   

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5月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00
21年5月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 200.00 200.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 7,400 11.5 270 △37.4 190 △59.3 50 △75.1 1,021.41

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  有  

［（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。］  

(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 
・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。 
・本資料に記載されている予想数値は、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。  

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5月期第2四半期  48,952株 20年5月期  48,952株
② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  992株 20年5月期  425株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  48,288株 20年5月期第2四半期  42,558株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した金融危機に

より、株価の大幅な下落や急激な円高が実態経済にも影響を及ぼし、企業業績は大幅に鈍化し、設備投資や個人消費

も低迷するなど、今後の景気の下振れリスクが高まる状況となっております。 

当社グループを取り巻く事業環境について、アニメーション産業は少子化や娯楽の多様化により、アニメＤＶＤや

アニメ関連キャラクター商品等の販売が低迷し厳しい状況が続いていますが、ブルーレイディスク市場の拡大により

クオリティーの高いアニメがブルーレイディスクとして販売されることや、ビデオ・オン・デマンドサービスやモバ

イル配信が急伸するなど、アニメーション産業の拡大が期待されます。出版産業は市場規模が縮小傾向にあり、雑誌

の休刊が相次ぎ厳しい状況が続いています。 

 このような事業環境のもと、当社グループはアニメーション作品の企画・制作を行う映像制作事業、コミック雑誌

等の企画、製造、販売を行う出版事業、作品の二次利用による印税・収益分配金等を得る版権事業に取り組んでまい

りました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,600,776千円、経常利益は325千円、四半期純損失は54,052

千円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①  映像制作事業 

映像制作事業におきましては、劇場用アニメーション「攻殻機動隊2.0」、テレビ用アニメーション「RD潜脳

調査室」「To LOVEる」「無限の住人」「ワールド・デストラクション」「かのこん」等、また、実写テレビシ

リーズ「ケータイ捜査官７」を制作いたしました。 

以上により、当事業の売上高は2,663,643千円、営業利益は188,467千円となりました。 

②  出版事業 

出版事業におきましては、月刊誌「コミックブレイド」「コミックブレイドavarus」等、限定版２刊を含む新

刊41刊を刊行しました。 

以上により、当事業の売上高は601,909千円、営業利益は39,672千円となりました。 

③  版権事業 

版権事業におきましては、「エヴァンゲリオン」「攻殻機動隊シリーズ」「ARIAシリーズ」「テニスの王子様

シリーズ」「ヒロイック・エイジ」「RD潜脳調査室」「精霊の守り人」等の二次利用による収益分配を計上しま

した。 

以上により、当事業の売上高は299,784千円、営業損失は64,608千円となりました。 

④  その他事業 

その他事業につきましては、キャラクターの商品化等により、当事業の売上高は35,439千円、営業損失は

2,711千円となりました。 

  

①  財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ694,955千円減少し6,554,600千

円となりました。主な要因は現金及び預金が244,320千円、仕掛品が83,070千円増加し、一方、売掛金が556,714

千円、前渡金が321,361千円減少したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ598,404千円減少して2,294,406千円となりました。主な要因は

退職給付引当金が36,312千円、前受金が263,202千円増加し、一方、買掛金が372,520千円、未払法人税等が

214,199千円減少したことによるものであります。 

純資産につきましては、四半期純損失の計上及び自己株式の取得により、前連結会計年度末に比べ96,550千円

減少して4,260,193千円となりました。 

②  キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末のおける現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ

244,311千円増加し、2,349,247千円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は、717,725千円となりました。これは主に売上債権の減少が556,714千円、前渡

金の減少が321,361千円となり、一方、仕入債務の減少が372,520千円、法人税等の支払いが176,104千円等が

あったこと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） 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



投資活動による資金の減少は、330,264千円となりました。これは主に映像マスター他有形固定資産の取得

による支出が298,289千円、投資有価証券の取得による支出が16,000千円等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） 

財務活動による資金の減少は、143,083千円となりました。これは短期借入金の返済が100,000千円、自己株

式の取得による支出が33,378千円、配当金の支払が9,705千円により資金が減少したことによるものでありま

す。 

  

平成21年５月期の業績予想につきましては、平成21年１月５日公表の業績予想の修正に関するお知らせの通り、平

成21年５月期第２四半期連結累計期間において、売上高3,600百万円はほぼ計画通りに推移しましたが、㈱マッグガ

ーデンの出版事業の利益率改善等により営業損失５百万円(当初予想は80百万円の営業損失)、経常利益０百万円(当

初予想は100百万円の経常損失)、四半期純損失が54百万円(当初予想は160百万円の四半期純損失)となり、平成20年

７月15日に公表しました数値より上回りましたが、世界的な経済環境の変化にともない、版権事業の下振れリスクが

高まる状況となっており、現時点では平成20年７月15日に公表しました当期連結業績予想(売上高7,400百万円、営業

利益270百万円、経常利益190百万円、当期純利益50百万円)に変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、出版事業の実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性については、当第２四半期連結累計期間における主な税務上の加減算項目を

考慮し、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用して

おります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 

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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純

損失に与える影響はありません。 

③ 追加情報 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当第２四半期連結会計期間末日における退職給付債務の見込額に基づき

計上しております。 

退職給付引当金は、当第１四半期連結会計期間より退職金規程を新たに整備することとなったため、当期

分を売上原価及び販売費及び一般管理費に、また過年度分を特別損失として、引当金を計上しております。

この結果、従来の方法と比較して営業損失は4,247千円増加、経常利益は4,247千円減少、税金等調整前四

半期純損失が36,970千円増加しております。 



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２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,362,306 2,117,986

売掛金 1,013,874 1,570,589

商品及び製品 120,938 109,459

仕掛品 817,449 734,378

貯蔵品 2,831 2,685

前渡金 345,403 666,765

繰延税金資産 37,083 61,969

その他 63,470 127,301

貸倒引当金 △3,258 △4,922

流動資産合計 4,760,100 5,386,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 233,681 237,275

土地 419,949 419,949

映像マスター（純額） 255,717 341,005

その他（純額） 61,478 40,621

有形固定資産合計 970,826 1,038,851

無形固定資産   

のれん 238,598 251,948

その他 44,385 45,742

無形固定資産合計 282,983 297,690

投資その他の資産   

投資有価証券 92,924 76,977

繰延税金資産 56,059 46,151

その他 405,408 417,675

貸倒引当金 △13,704 △14,005

投資その他の資産合計 540,688 526,799

固定資産合計 1,794,499 1,863,342

資産合計 6,554,600 7,249,555



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 420,851 793,371

短期借入金 300,000 400,000

未払金 96,052 258,638

未払法人税等 2,767 216,966

前受金 1,132,515 869,312

賞与引当金 12,300 9,169

役員賞与引当金 3,030 3,800

返品調整引当金 54,000 94,000

受注損失引当金 5,023 6,388

その他 231,553 241,163

流動負債合計 2,258,093 2,892,810

固定負債   

退職給付引当金 36,312 －

固定負債合計 36,312 －

負債合計 2,294,406 2,892,810

純資産の部   

株主資本   

資本金 701,400 701,400

資本剰余金 1,842,569 1,842,569

利益剰余金 1,779,832 1,843,590

自己株式 △63,492 △30,730

株主資本合計 4,260,309 4,356,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △115 △84

評価・換算差額等合計 △115 △84

純資産合計 4,260,193 4,356,744

負債純資産合計 6,554,600 7,249,555



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 3,600,776

売上原価 3,216,576

売上総利益 384,200

返品調整引当金繰入額 △40,000

差引売上総利益 424,200

販売費及び一般管理費 429,857

営業損失（△） △5,657

営業外収益  

受取利息 4,407

為替差益 365

受取賃貸料 8,406

設備賃貸料 4,952

その他 7,013

営業外収益合計 25,145

営業外費用  

支払利息 3,586

投資事業組合運用損 14,102

その他 1,473

営業外費用合計 19,162

経常利益 325

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,965

保険解約返戻金 3,200

特別利益合計 5,165

特別損失  

固定資産除却損 478

過年度退職給付費用 32,723

その他 3,000

特別損失合計 36,201

税金等調整前四半期純損失（△） △30,710

法人税、住民税及び事業税 8,341

法人税等調整額 15,000

法人税等合計 23,341

四半期純損失（△） △54,052



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △30,710

減価償却費 277,749

長期前払費用償却額 1,676

のれん償却額 13,349

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,965

返品調整引当金の増減額（△は減少） △40,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,365

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,130

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △770

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,312

受取利息及び受取配当金 △4,418

為替差損益（△は益） 64

支払利息 3,586

固定資産除却損 478

投資事業組合運用損益（△は益） 14,102

売上債権の増減額（△は増加） 556,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,695

仕入債務の増減額（△は減少） △372,520

未払金の増減額（△は減少） △29,124

前受金の増減額（△は減少） 263,202

前渡金の増減額（△は増加） 321,361

未収消費税等の増減額（△は増加） 145

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,795

その他 17,365

小計 892,875

利息及び配当金の受取額 4,885

利息の支払額 △3,931

法人税等の支払額 △176,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 717,725



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △3,022

定期預金の払戻による収入 3,013

有形固定資産の取得による支出 △298,289

無形固定資産の取得による支出 △7,745

投資有価証券の取得による支出 △16,000

出資金の払込による支出 △5,153

保険積立金の積立による支出 △2,193

その他 △874

投資活動によるキャッシュ・フロー △330,264

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △33,378

配当金の支払額 △9,705

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 244,311

現金及び現金同等物の期首残高 2,104,935

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,349,247



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

（注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1) 映像制作事業………劇場アニメ、ＴＶ・ビデオアニメ、ゲームムービーその他。 

(2) 出版事業……………コミック誌、コミックス等。 

(3) 版権事業……………印税、分配、窓口手数料等。 

(4) その他事業…………ゲームソフト、音楽・映像ソフト、キャラクターの商品販売等。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

映像制作 

事業 

（千円） 

出版事業 

（千円） 

版権事業 

（千円） 

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高 

（1）外部顧客に対する売

上高 

 2,663,643 601,909 299,784 35,439  3,600,776  － 3,600,776

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － －  －  － －

計  2,663,643 601,909 299,784 35,439  3,600,776  － 3,600,776

営業利益又は営業損失（△）  188,467 39,672 △64,608 △2,711  160,819  △166,476 △5,657

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 



(重要な後発事象) 

当第２四半期連結会計期間 

               （自 平成20年９月１日 

                 至 平成20年11月30日） 

  当社グループの連結子会社㈱プロダクション・アイジー

は、平成20年12月19日開催の取締役会の決議において、東

京都武蔵野市の土地及び建物を取得することを決議いたし

ました。 

１.目的 

㈱プロダクション・アイジーは、創業以来、国分寺市

の現所在地を中心に事業を営んでまいりました。その

後、業容の拡大と共に事業所を近辺に確保してまいり

ましが、今般、業務の効率化を図るため、分散した事

業所を集約することを目的とし、以下の固定資産を取

得するものであります。 

２.設備投資の内容 

土地 842.50㎡         255,000千円 

建物 鉄筋コンクリート造陸屋根 

   地下１階付３階建 

   延面積1,693.42㎡         195,000千円 

３.売買契約締結日 

平成20年12月22日 

４.物件引渡日 

平成21年３月下旬 

５.その他重要な事項 

現在使用している学校法人河合塾に、平成22年３月末

まで賃貸し、その後、本社として使用することを予定

としております。 



  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        2,668,981  100.0

Ⅱ 売上原価        2,337,174  87.6

売上総利益        331,806  12.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費        213,578  8.0

営業利益        118,227  4.4

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  2,962            

２．負ののれん償却額  3,004            

３．持分法による投資利益  8,422            

４．保険解約返戻金  5,412            

５．設備使用料  4,657            

６．賃貸料収入  10,381            

７．その他   3,966  38,806  1.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  269            

２．為替差損  1,189            

３．事業組合出資損失  13,133            

４．その他   90  14,683  0.6

経常利益        142,351  5.3

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  38            

２．保険解約返戻金  60,569  60,607  2.3

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産売却損  71            

２．固定資産除却損  86            

３．投資有価証券評価損  10,000            

４．映像マスター臨時償却
費  

 113,400  123,558  4.6

税金等調整前中間純利益        79,399  3.0

法人税、住民税及び事業
税 

 107,539            

法人税等調整額  △64,046  43,492  1.6

中間純利益        35,907  1.4

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税金等調整前中間純利益  79,399

減価償却費  296,933

長期前払費用償却  1,878

負ののれん償却額  △3,004

貸倒引当金の増加額  3,227

賞与引当金の増加額  1,903

役員賞与引当金の減少額  △2,560

受取利息及び受取配当金  △2,986

保険解約返戻金  △5,412

持分法による投資損益
（利益：△） 

 △8,422

為替差損益（差益：△）  206

支払利息  269

固定資産売却益  △38

固定資産売却損  71

固定資産除却損  86

事業組合出資損失  13,133

投資有価証券評価損  10,000

売上債権の減少額  13,719

たな卸資産の増加額  △75,165

前渡金の減少額  185,890

仕入債務の減少額  △31,930

未払金の増加額  39,124

前受金の減少額  △291,007

未収消費税等の減少額  810

未払消費税等の減少額  △16,817

その他  15,271

小計  224,583

利息及び配当金の受取額  2,776

利息の支払額  △316

法人税等の還付額  20,495

法人税等の支払額 (支
払：△） 

 △40,271

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 207,268



  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

定期預金の預入による支
出 

 △3,013

定期預金の払戻による収
入 

 3,007

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △207,739

有形固定資産の売却によ
る収入 

 46

無形固定資産の売却によ
る収入 

 3

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △148

出資による支出  △209,475

保険積立金の積立による
支出 

 △9,164

保険積立金の解約による
収入 

 88,826

その他  761

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △336,897

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

長期借入金の返済による
支出  

 △14,692

配当金の支払額  △8,511

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △23,203

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △206

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

 △153,038

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 1,658,513

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 1,505,474

    



前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

(1）制作事業……劇場アニメ、ＴＶ・ビデオアニメ、ゲームその他。 

(2）版権事業……ビデオ化権、商品化権、海外販売権。 

(3）その他事業…ゲームソフト、音楽・映像ソフト、出版、キャラクター商品販売等。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（156,220千円）の主なものは、親会社本

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の追加情報に記載しましたとおり、当中間連結会計

期間から、映像マスターの減価償却基準を２年から１年に変更しております。 

この変更に伴い、前中間連結会計期間と同一の方法によった場合に比べ、版権事業の営業利益は、36,224

千円減少しております。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
制作事業 

（千円） 

版権事業 

（千円） 

その他事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高 

（1）外部顧客に対する売

上高 

 2,201,413 428,375 39,192 2,668,981  － 2,668,981

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 － － － －  － －

計  2,201,413 428,375 39,192 2,668,981  － 2,668,981

 営業費用   2,071,945 281,288 41,298 2,394,533  156,220 2,550,753

営業利益又は営業損失（△）  129,467 147,086 △2,106 274,448  156,220 118,227

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

海外売上高は、連結売上の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  



該当事項はありません。  

  

６．その他の情報 
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