
 

 

平成 21 年 2 月 12 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社  フ  ォ  ト  ロ  ン 

代 表 者 の役 職 名
代 表 取 締 役 

社 長 執 行 役 員  
塚 田 眞 人

（ ＪＡＳＤＡＱ コード番号６８７９ ） 

問 合 せ 先

取 締 役 

常 務 執 行 役 員 

社 長 室 長 

竹 岡 峰 夫

Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３２３８－２１７０

 

親会社等に係る決算に関するお知らせ 

 

当社の親会社等である株式会社イマジカ・ロボットホールディングスの平成２１年３月期第３四半期連結累計期間決算が

確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

 

1.親会社等の名称等 

(1) 親会社等の名称  株式会社 イマジカ・ロボットホールディングス 

(2) 事業の内容      映像関連事業 

（映像技術サービス、映像企画制作、放送・通信、映像システム開発・販売）  

(3) 当社との関係 

① 資本関係  当社の議決権を 70.75％所有しております。（平成 20 年 9 月 30 日現在） 

② 人的関係  株式会社 イマジカ・ロボットホールディングスの取締役 1 名が当社の取締役を、

監査役 1 名が当社の監査役を兼務しております。 

③ 取引関係  無 

 

 

2.大株主及び役員の状況 

(1) 所有者別状況 

平成 20 年 3 月 31 日現在 
株式の状況（１単元の株式数 100 株） 

外国法人等  

 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の
法人 個人以外 個人 

個人その他 計 

単元未満株
式の状況 
（株） 

株主数(人) － 6 － 25 － － 333 364 －

所有株式数 
(単元) 

－ 12,950 － 196,015 － － 23,742 232,707 630

所有株式数 
の割合(％) 

－ 5.57 － 84.23 － － 10.20 100.00 －
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(2) 大株主の状況 

平成 20 年 3 月 31 日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数(千株) 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％）

株式会社クレアート 東京都品川区東五反田 2-7-18 16,811 72.24

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町 1-1-2 550 2.36

株式会社フジテレビジョン 東京都港区台場 2-4-8 530 2.28

株式会社葵プロモーション 東京都品川区大崎 1-6-1 500 2.15

イマジカ・ロボットホール
ディングス従業員持株会 

東京都品川区東五反田 2-14-1 379 1.63

長瀬 文男 東京都渋谷区 250 1.07

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町 1-1-5 250 1.07

株式会社東京放送 東京都港区赤坂 5-3-6 200 0.86

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜 4-5-33 195 0.84

富士フイルム株式会社 東京都港区西麻布 2-26-30 167 0.72

計         － 19,832 85.22
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(3) 役員の状況 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（株） 

代表取締役 

(社長執行役

員) 

  長瀬 文男 昭和25年12月８日生

昭和48年４月  三菱商事株式会社 入社 

昭和55年８月  株式会社東洋現像所 入社 

昭和58年６月  同社取締役 

平成２年６月   株式会社イマジカ代表取締役副社長 

平成４年６月   同社代表取締役社長 

平成14年４月  当社代表取締役社長（現任） 

平成18年４月  株式会社IMAGICA代表取締役兼社長 

執行役員 

平成18年６月  株式会社IMAGICA取締役会長 

平成20年６月  株式会社IMAGICA会長（現任） 

※４ 250,000

取締役 

(副社長執行役

員兼事業執行

役員) 

映像ソフト

事業担当 
阿部 秀司 昭和24年8月7日生 

昭和49年４月  第一企画株式会社（現株式会社アサ 

ツーディ・ケイ） 入社 

昭和61年６月  株式会社ロボット 設立 

平成２年２月   同社代表取締役社長（現任） 

平成18年４月  当社事業執行役員 

平成18年６月    当社取締役事業執行役員 

平成19年６月  当社取締役副社長執行役員（現任） 

※４ 42,000

取締役 

(副社長執行役

員兼事業執行

役員) 

映像技術サ

ービス事業

担当 

北出 継哉 昭和23年10月11日生

昭和47年４月   株式会社東洋現像所 入社 

平成８年６月  株式会社イマジカ取締役 

平成13年６月   同社常務取締役 

平成14年４月   当社常務取締役テレビ本部長 

平成16年６月   当社取締役専務執行役員 

平成18年４月   当社取締役事業執行役員 

        株式会社IMAGICA取締役専務執行役 

員テレビ本部長 

平成18年６月   株式会社IMAGICA代表取締役社長執 

行役員（現任） 

平成19年６月   当社取締役副社長執行役員（現任） 

※４ 17,100

取締役 

(専務執行役

員) 

経営管理管

掌、経営企

画・事業開発

担当 

長瀬 朋彦 昭和27年10月28日生

昭和50年４月    旭硝子株式会社 入社 

昭和61年８月  株式会社東洋現像所 入社 

平成２年６月  株式会社イマジカ取締役 

平成５年６月    株式会社フォトロン取締役 

平成８年６月    同社代表取締役専務 

平成10年６月   同社代表取締役社長 

平成13年６月  株式会社イマジカ取締役 

平成16年６月    株式会社フォトロン代表取締役兼社 

長執行役員 

平成18年６月  当社取締役事業執行役員 

平成19年６月  株式会社フォトロン取締役会長  

平成19年６月  当社取締役専務執行役員（現任） 

平成20年６月   株式会社IMAGICAティーヴィ取締役 

（現任）  

平成20年６月    株式会社フォトロン取締役（現任） 

平成20年６月  株式会社IMAGICA取締役（現任） 

平成20年６月  株式会社ロボット取締役（現任） 

※４ 90,000

取締役 

(事業執行役

員) 

映像技術サ

ービス事業

担当補佐 

高野 力 昭和21年11月６日生

昭和43年４月  長瀬産業株式会社 入社 

平成５年２月   日本コダック株式会社取締役 

平成11年１月  株式会社イマジカ 入社 

平成11年６月  同社取締役 

平成14年４月  当社取締役映画本部長 

平成16年６月  当社取締役専務執行役員 

平成18年４月  当社取締役事業執行役員（現任） 

          株式会社IMAGICA取締役専務執行役 

員映画本部長 

平成18年６月  株式会社IMAGICA代表取締役副社長 

執行役員（現任） 

※４ 16,800
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（株） 

取締役 

(事業執行役

員) 

放送事業担  

 当 
星 正人 昭和19年２月19日生

昭和43年４月    日本ビクター株式会社 入社 

平成４年10月   同社プロジェクションシステム事業 

部営業部長 

平成７年４月    株式会社イマジカ 入社 

平成７年６月    同社取締役 

平成11年６月   同社常務取締役 

平成14年４月   当社常務取締役デジタル放送事業部 

本部長 

平成16年６月   当社常務執行役員 

平成18年４月   当社事業執行役員 

        株式会社IMAGICA常務執行役員デジ 

タル放送事業部本部長 

平成18年６月   当社取締役事業執行役員（現任） 

        株式会社IMAGICAティーヴィ代表取 

締役社長(現任） 

※４ 11,800

取締役 

(常務執行役

員) 

人事・総務担

当 
金子 武久 昭和18年４月17日生

昭和42年４月  株式会社東洋現像所 入社 

平成９年６月   株式会社イマジカ取締役 

平成14年４月  当社取締役 

平成16年６月  当社常務執行役員 

平成18年４月  株式会社IMAGICA常務執行役員 

平成18年６月  当社常務執行役員 

          株式会社IMAGICA取締役専務執行役 

員管理本部長 

平成19年４月  株式会社IMAGICA取締役専務執行役 

員（現任） 

平成19年６月  当社取締役常務執行役員（現任） 

※４ 11,200

取締役 

(常務執行役

員) 

財務・情報シ

ステム担当 
角田 光敏 昭和24年９月25日生

昭和49年４月   株式会社東洋現像所 入社 

平成15年１月   当社財務部統括部長 

平成17年６月   当社執行役員 

平成18年６月   当社常務執行役員財務部長 

平成19年６月   当社取締役常務執行役員（現任） 

※４ －

社外取締役   内永 ゆか子 昭和21年７月５日生 

昭和46年７月    日本アイ・ビー・エム株式会社入社 

平成５年１月  同社APTO（アジア・パシフィック・ 

テクニカル・オペレーションズ）、 

アジア・パシフィック製品開発統括 

本部長 

平成７年４月    同社取締役アジア・パシフィック・ 

プロダクツ担当 

平成12年４月  同社常務取締役ソフトウェア開発 

研究所長 

平成15年４月  同社常務執行役員ソフトウェア開発 

研究所長 

平成16年４月  同社取締役専務執行役員開発製造担 

当 

平成17年５月  株式会社パルコ社外取締役（現任） 

平成19年４月  同社技術顧問 

平成19年６月  当社社外取締役（現任） 

平成20年４月  株式会社ベネッセコーポレーション 

取締役副会長（現任） 

平成20年４月  ベルリッツインターナショナルイン 

ク会長兼CEO（現任）  

平成20年６月  ソニー株式会社社外取締役（現任） 

平成20年６月  株式会社損保ジャパン社外監査役 

（現任） 

※４ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（株） 

常勤監査役   板東 重武 昭和19年9月28日生

昭和43年４月  株式会社東洋現像所 入社 

平成16年６月  当社執行役員 経営企画室長 

平成17年10月   当社執行役員 業務監査室長 

平成18年６月   当社常勤監査役（現任） 

平成19年２月   株式会社IMAGICA監査役（現任） 

平成19年２月   株式会社IMAGICAティーヴィ監査 

役（現任）  

平成19年２月   株式会社IMAGICAプログラミング 

監査役  

平成20年６月   株式会社フォトロン監査役（現 

任）  

※５ 1,500

社外監査役   山本 嘉彦 昭和22年12月23日生

昭和50年３月   公認会計士登録 

昭和50年８月   税理士登録 

昭和52年８月   公認会計士・税理士事務所開設 

平成18年６月   当社社外監査役（現任） 

※５ －

社外監査役   杉野 翔子 昭和20年８月７日生 

昭和48年４月  弁護士登録（第一東京弁護士会） 

藤林法律事務所 入所 

平成６年４月  同事務所パートナー弁護士（現任） 

平成20年６月  当社社外監査役（現任） 

※６ －

        計 440,400

１．取締役 長瀬朋彦は、取締役社長 長瀬文男の実弟であります。 

２．取締役 内永ゆか子は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役であります。 

３．監査役 山本嘉彦及び杉野翔子は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 

４．平成 20 年６月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

５．平成 18 年６月 29 日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

６. 平成 20 年６月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から４年間  

７．当社では、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在執行役員は 10 名から

なり、氏名、担当業務は以下のとおりです。 

社長執行役員 長瀬 文男   

副社長執行役員 

兼事業執行役員 
阿部 秀司 映像ソフト事業担当 

副社長執行役員 

兼事業執行役員 
北出 継哉 映像技術サービス事業担当 

専務執行役員 長瀬 朋彦 経営管理管掌、経営企画・事業開発担当 

事業執行役員 高野 力 映像技術サービス事業担当補佐 

事業執行役員 星 正人 放送事業担当 

常務執行役員 金子 武久 人事・総務担当 

常務執行役員 角田 光敏 財務・情報システム担当 

執行役員 安藤 潤 経営企画室長 

執行役員 藤江 大輔 事業開発室長 
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3.【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 6,175,003 8,146,118

受取手形及び売掛金 7,512,058 8,600,609

商品 187,366 241,019

製品 887,498 911,372

原材料 495,609 527,730

仕掛品 4,507,778 2,824,178

貯蔵品 38,400 59,416

その他 1,851,868 1,302,969

貸倒引当金 △22,328 △33,820

流動資産合計 21,633,253 22,579,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,251,401 11,054,751

減価償却累計額 △6,901,178 △6,467,329

建物及び構築物（純額） 4,350,223 4,587,421

機械装置及び運搬具 24,893,013 24,786,938

減価償却累計額 △20,641,053 △19,958,444

機械装置及び運搬具（純額） 4,251,960 4,828,493

土地 3,083,820 3,083,820

建設仮勘定 230,018 304,349

その他 2,002,681 1,807,343

減価償却累計額 △1,387,275 △1,295,599

その他（純額） 615,406 511,744

有形固定資産合計 12,531,428 13,315,829

無形固定資産   

のれん 15,213 18,197

その他 581,416 579,853

無形固定資産合計 596,629 598,051

投資その他の資産   

投資有価証券 2,478,887 2,897,890

その他 4,528,836 4,368,197

貸倒引当金 △199,374 △158,891

投資その他の資産合計 6,808,349 7,107,196

固定資産合計 19,936,407 21,021,076

資産合計 41,569,661 43,600,672
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,931,980 4,607,558

短期借入金 9,441,360 9,984,900

1年内償還予定の社債 60,000 80,000

未払法人税等 321,383 591,421

賞与引当金 427,962 895,034

受注損失引当金 68,994 30,021

その他 4,176,681 3,372,463

流動負債合計 18,428,362 19,561,400

固定負債   

社債 50,000 95,000

長期借入金 502,000 1,224,900

退職給付引当金 1,499,336 1,560,348

役員退職慰労引当金 329,112 262,265

その他 820,549 695,187

固定負債合計 3,200,998 3,837,701

負債合計 21,629,361 23,399,101

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,740,315 2,740,315

資本剰余金 12,978,605 13,359,013

利益剰余金 3,262,447 3,158,648

株主資本合計 18,981,367 19,257,977

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △143,204 △181,197

繰延ヘッジ損益 2,945 －

土地再評価差額金 △21,548 △21,548

為替換算調整勘定 △128,231 △1,054

評価・換算差額等合計 △290,038 △203,799

新株予約権 72,000 72,000

少数株主持分 1,176,972 1,075,393

純資産合計 19,940,300 20,201,570

負債純資産合計 41,569,661 43,600,672
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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 34,133,588

売上原価 25,579,992

売上総利益 8,553,596

販売費及び一般管理費                                            7,799,798

営業利益 753,797

営業外収益  

受取利息 9,358

受取配当金 51,510

持分法による投資利益 11,222

為替差益 167,026

その他 84,760

営業外収益合計 323,879

営業外費用  

支払利息 118,045

匿名組合投資損失 72,669

貸倒引当金繰入額 33,439

その他 30,663

営業外費用合計 254,818

経常利益 822,858

特別利益  

固定資産売却益 8,002

投資有価証券売却益 147,967

その他 34,943

特別利益合計 190,913

特別損失  

固定資産処分損 66,975

投資有価証券評価損 649,130

減損損失 9,413

ゴルフ会員権評価損 39,159

その他 33,442

特別損失合計 798,120

税金等調整前四半期純利益 215,651

法人税等 319,796

少数株主利益 172,464

四半期純損失（△） △276,609
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,829,390

売上原価 9,187,354

売上総利益 2,642,036

販売費及び一般管理費                                            2,565,463

営業利益 76,572

営業外収益  

受取利息 1,356

受取配当金 16,882

持分法による投資利益 5,318

為替差益 119,970

その他 30,071

営業外収益合計 173,598

営業外費用  

支払利息 36,882

匿名組合投資損失 50,757

その他 22,715

営業外費用合計 110,355

経常利益 139,815

特別利益  

固定資産売却益 325

貸倒引当金戻入額 10,585

特別利益合計 10,911

特別損失  

固定資産処分損 30,989

投資有価証券評価損 571,611

減損損失 9,413

その他 9,356

特別損失合計 621,370

税金等調整前四半期純損失（△） △470,643

法人税等 △244,092

少数株主利益 17,377

四半期純損失（△） △243,928
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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利益 215,651

減価償却費 2,484,968

減損損失 9,413

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61,012

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 66,847

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,991

賞与引当金の増減額（△は減少） △467,072

受取利息及び受取配当金 △60,869

支払利息 118,045

投資有価証券評価損益（△は益） 649,130

投資有価証券売却損益（△は益） △143,751

固定資産処分損益（△は益） 58,972

ゴルフ会員権評価損 39,159

売上債権の増減額（△は増加） 946,043

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,592,742

仕入債務の増減額（△は減少） △619,016

その他 1,175,764

小計 2,848,524

利息及び配当金の受取額 60,797

利息の支払額 △102,474

法人税等の支払額 △804,429

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,002,417

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △130,100

投資有価証券の売却による収入 151,675

有形固定資産の取得による支出 △2,096,096

有形固定資産の売却による収入 12,161

無形固定資産の取得による支出 △169,894

保険積立金の積立による支出 △123,193

その他 △30,586

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,386,033

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 400,000

長期借入金の返済による支出 △1,666,440

社債の償還による支出 △65,000

少数株主への配当金の支払額 △29,646

その他 13,802

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,347,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 △240,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,971,809

現金及び現金同等物の期首残高 7,816,118

現金及び現金同等物の四半期末残高                                5,844,309
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