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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 16,892 ― 2,823 ― 3,029 ― 174 ―

20年3月期第3四半期 15,222 3.8 1,930 △15.4 2,193 △10.7 1,535 6.3

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3四半期 12.56 ―

20年3月期第3四半期 110.35 ―

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3四半期 32,096 27,162 84.6 1,952.40
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3四半期  27,162百万円 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 50 △97.0 3.59

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号のただし書きにより、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3四半期  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3四半期  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3四半期  13,912,356株 20年3月期第3四半期  13,912,386株
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当第３四半期におけるわが国経済は、輸出・生産、企業収益の大幅な減少が進み、世界景気の一層の下
振れ懸念もあり、先行きについても当面悪化が続くと思われます。 
 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３四半期の売上高は168億92百万円（前年同期比11.0％増）、営業利益は28億23百万円
（前年同期比46.2％増）、経常利益は30億29百万円（前年同期比38.1％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３四半期末において減損処理に
よる投資有価証券評価損25億39百万円を特別損失として計上した結果、四半期純利益は１億74百万円（前
年同期比88.6％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、「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」、「映画
Yes！プリキュア５GoGo！お菓子の国のハッピーバースディ♪」、「劇場版 ゲゲゲの鬼太郎 日本爆
裂！！」を劇場公開し、11月に公開した「Yes！プリキュア５GoGo！」の興行成績が好調なこと等によ
り、増収となりました。 
 テレビアニメ部門では、「ワンピース」や「ゲゲゲの鬼太郎」、「Yes！プリキュア５GoGo！」等に加
え、10月から「ねぎぼうずのあさたろう」の放映を開始、前年同期に比べ放映本数はほぼ同数ですが、６
月から開始した「ロボディーズ風雲篇」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12月発売の「キン肉マンコンプリートDVD-BOX」や「ドラゴンボールシリーズ」、
「スラムダンク」等のDVDの販売が好調に推移し、大幅な増収となりました。 
 海外部門では、北米や欧州、アジアを中心に「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、為替の影響によ
り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84億72百万円（前年同期比3.2％増）、営業利益は12億29百万（前年同
期比151.8％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「ドラゴンボールシリーズ」、「ワンピース」が引き
続き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、北米でゲームが引き続き好調
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56億45百万円（前年同期比21.7％増）、営業利益は23億９百万円（前年
同期比4.4％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！」の劇場公開に伴うタイアップ商品の他、「ドラゴン
ボールシリーズ」、「ワンピース」など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！」の催事やショーは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、27億88百万円（前年同期比16.6％増）、営業利益は１億72百万円（前
年同期比139.7％増）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３四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5.1％減少し、139億28百万円となりました。これは、現金及び
預金が12億98百万円減少し、商品及び製品が２億32百万円、仕掛品が２億27百万円それぞれ増加したこと
などによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.5％増加し、181億68百万円となりました。これは、投資有価
証券が主に時価評価により13億12百万円減少し、その他が13億95百万円増加したことなどによります。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.0％減少し、320億96百万円となりました。 

  
 （負債） 
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて13.1％減少し、41億37百万円となりました。これは、支払手形
及び買掛金が１億53百万円、未払法人税等が３億69百万円、賞与引当金が１億８百万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4.1％増加し、７億96百万円となりました。これは、退職給付
引当金が22百万円、役員退職慰労引当金が12百万円それぞれ減少し、その他が66百万円増加したことによ
ります。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.7％減少し、49億33百万円となりました。 

  
 （純資産） 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、271億62百万円となりました。これは、利益剰
余金が１億88百万円減少し、評価・換算差額等が５億37百万円増加したことに加え、当社連結子会社TOEI 
ANIMATION ENTERPRISES LTD.の100％子会社化に伴い少数株主持分が４億17百万円減少したことによりま
す。 
  
  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成21年１月14日付け「平成21年３月期通期（連結・個
別）の業績予想の修正に関するお知らせ」で発表いたしました通り、売上高198億円、営業利益26億円、
経常利益30億円を、また第３四半期末の減損処理による有価証券評価損の計上を受け、当期純利益50百万
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号のただし書き
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。 
 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。  
 この変更による四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。 

  

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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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 8,230,473 9,528,905

受取手形及び売掛金 4,113,799 3,920,281

商品及び製品 362,133 129,757

仕掛品 643,752 416,668

原材料及び貯蔵品 48,204 76,853

その他 646,259 709,183

貸倒引当金 △116,265 △105,225

流動資産合計 13,928,358 14,676,424

固定資産   

有形固定資産 3,731,962 3,768,649

無形固定資産 390,726 350,840

投資その他の資産   

投資有価証券 8,509,378 9,821,810

その他 5,581,694 4,186,041

貸倒引当金 △45,518 △45,518

投資その他の資産合計 14,045,555 13,962,333

固定資産合計 18,168,244 18,081,824

資産合計 32,096,602 32,758,248

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,676,184 2,829,780

未払法人税等 72,133 441,549

賞与引当金 97,817 206,148

その他 1,291,378 1,284,329

流動負債合計 4,137,513 4,761,807

固定負債   

退職給付引当金 411,585 434,477

役員退職慰労引当金 222,730 234,870

その他 162,169 95,508

固定負債合計 796,485 764,856

負債合計 4,933,998 5,526,664
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

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 21,642,420 21,831,292

自己株式 △3,500 △3,500

株主資本合計 27,916,070 28,104,942

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △551,990 △1,274,537

繰延ヘッジ損益 △96,999 △60,447

為替換算調整勘定 △104,476 44,370

評価・換算差額等合計 △753,465 △1,290,613

少数株主持分 － 417,255

純資産合計 27,162,604 27,231,583

負債純資産合計 32,096,602 32,758,248
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 16,892,257

売上原価 11,149,107

売上総利益 5,743,149

販売費及び一般管理費  

人件費 871,106

賞与引当金繰入額 44,463

退職給付費用 37,161

役員退職慰労引当金繰入額 21,106

その他 1,946,128

販売費及び一般管理費合計 2,919,967

営業利益 2,823,181

営業外収益  

受取利息 93,019

受取配当金 104,552

持分法による投資利益 83,945

その他 8,217

営業外収益合計 289,735

営業外費用  

為替差損 82,191

その他 1,220

営業外費用合計 83,411

経常利益 3,029,505

特別損失  

投資有価証券評価損 2,539,157

特別損失合計 2,539,157

税金等調整前四半期純利益 490,348

法人税、住民税及び事業税 124,724

過年度法人税等 93,788

法人税等調整額 53,924

法人税等合計 272,436

少数株主利益 43,094

四半期純利益 174,816
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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。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号のただし書きにより、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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
 該当事項はありません。 
  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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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(要約)前四半期連結損益計算書 

 
  

  

「参考資料」

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 15,222,670

Ⅱ 売上原価 10,508,337

売上総利益 4,714,332

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,783,878

営業利益 1,930,454

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 90,358

 ２ 受取配当金 127,437

 ３ 持分法による投資利益 69,899

 ４ その他 5,924 293,621

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4

 ２ 為替差損 26,674

 ３ 匿名組合投資損失 3,679

 ４ その他 348 30,707

経常利益 2,193,368

Ⅵ 特別利益

 １ 親会社株式売却益 278,379

 ２ 子会社株式売却益 340

 ３ 投資有価証券売却益 21,935 300,654

  税金等調整前四半期純利益 2,494,023

  法人税、住民税及び事業税 728,309

  法人税等調整額 128,918 857,227

  少数株主利益 101,437

  四半期純利益 1,535,357
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