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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 4,670 △19.2 △794 ― △993 ― △805 ―
20年3月期第3四半期 5,776 △15.8 122 ― 75 ― 7 ―

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 △5,865.73 ―
20年3月期第3四半期 83.26 82.98

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 6,232 570 △3.1 △817.13
20年3月期 6,693 167 △6.0 △4,538.71

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  △190百万円 20年3月期  △399百万円

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3月期 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 6,100 △11.0 △1,381 ― △1,508 ― △1,600 ― △9,935.73

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  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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。 
２ 上記に記載した予想数値は、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、上記予想値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 3 社 （社名

株式会社GDHキャピタル、コンテンツ・ファー
ム・コントリビューション投資事業有限責任組
合、ジャパンエンターテインメント投資事業有限
責任組合

）

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  233,743株 20年3月期  87,928株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―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  137,240株 20年3月期第3四半期  87,915株



当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的

な金融不安が企業業績や設備投資、輸出の低迷や個人消費の冷え込みといった実質的な経済情勢に大きな

影響を与え、景気は更に後退する懸念が強まっております。 

当社グループを取り巻く事業環境におきましては、新作アニメーション作品を含むコンテンツ・ライブ

ラリーを、ＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）等により、国内・海外向けにインターネット配信を行うな

ど多様化する視聴形態に対応すべく、新たな配信手法を採用しているものの、依然としてＤＶＤ市場の低

迷や国内消費の低迷等、引き続き厳しい状況にあります。 

このような状況のもと、当社グループにつきましては、グループ企業の再編及び事業の再生を図る経営

改革に着手し、成長戦略のベースとなる事業体質とコスト構造を実現するための構造改革を進めておりま

す。 

具体的には、全社的な経費削減の推進や、経営の効率化及び経営資源の有効活用を図るため、ノンコア

事業から撤退し、経営資源をアニメーション事業とオンラインゲーム事業に集中し、事業の選択と集中を

行っております。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は1,615百万円、営業損失は250百万円、経常損失は363

百万円、四半期純損失は223百万円となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

（アニメーション事業） 

当該セグメントにつきましては、アニメーションの企画・制作事業、アニメーションのライセンス事業

等について分類しており、当第３四半期連結会計期間の業績は、以下のとおりであります。 

アニメーションの企画・制作事業では、ＴＶアニメ作品を中心に制作を行い、「鉄のラインバレル」、

「ロザリオとバンパイア ＣＡＰＵ２」及び「ドルアーガの塔～the Sword of URUK～」といったテレビ向

けアニメ作品の制作に加え、映画・ＴＶ・ＣＭ等各種メディアの映像制作に対して技術提供を行いまし

た。 

ビデオグラム化や海外利用等のライセンス事業では、国内においては「ストライクウィッチーズ」の販

売が好調に推移したほか、「ドルアーガの塔～the Aegis of URUK～」や「ドラゴノーツ －ザ・レゾナン

ス－」等を中心に、海外においては「アフロサムライ：RESURRECTION」等を中心に版権収入及び印税収入

の確保に努めました。 

このほか、新作ＴＶアニメ作品や過去のライブラリーを積極的に活用したインターネット配信を行い、

ＧＯＮＺＯブランドならびに作品の普及・拡大に努めました。 

その結果、当該事業の第３四半期連結会計期間の売上高は1,084百万円、営業損失は35百万円となりま

した。 

  

（オンラインゲーム事業） 

当該セグメントにつきましては、オンラインゲームの企画・運営事業、オンラインゲームのライセンス

事業及びモバイルサイトの企画・運営事業等について分類しており、当該第３四半期連結会計期間の業績

は、以下のとおりであります。 

【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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オンラインゲームの企画・運営事業では、ＭＭＯＲＰＧ（注）を中心に、日本国内においては５タイト

ル（「ドルアーガの塔～the Recovery of BABYLIM～」、「パンドラサーガ」、「Master of Epic」、

「シャイヤ」及び「RAN ONLINE」）の運営を行っており、海外においては、マレーシア・シンガポールで

３タイトル（「RAN ONLINE」、「戦国Ⅱ」及び「NOSTALE」）の運営を行っております。各タイトルで

は、ユーザーのニーズに合わせたアイテムの投入や、様々なキャンペーン及びイベントを実施し、アイテ

ム課金による顧客単価の向上に努め、堅調に推移しました。 

オンラインゲームのライセンス事業では、GOLDSKY DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED.等の海外子会社を

拠点として、ＭＭＯＲＰＧをアジア各国へライセンスしております。これまでに「パンドラサーガ」を中

国や台湾などアジア地域にライセンスしており、当第３四半期連結累計期間においては、中国の大手オン

ラインゲーム会社Moli Publish Limited.と業務提携を行い、「ドルアーガの塔～the Recovery of 

BABYLIM～」の日本を除く世界各国での運営ライセンスと、「パンドラサーガ」の北米での運営ライセン

ス契約を締結するとともに、Moli Publish Limited.のＭＭＯＲＰＧタイトル「King of Pirate Online」

の日本における運営ライセンスを取得し、サービス開始に向け取り組んでまいりました。 

モバイルサイトの企画・運営事業では、アニメ専門誌「月刊Newtype」（株式会社角川書店）のモバイ

ルサイト及びＧＯＮＺＯが手掛けるアニメ作品の情報を提供するモバイルサイト「GONZO Mobile」のサ

ービス充実に取り組みましたが、競合他社のモバイルサイト数の増加等により、競争が激化している状況

となっております。 

その結果、当該事業の第３四半期連結会計期間の売上高は527百万円、営業損失は19百万円となりまし

た。 

  

（注）「ＭＭＯＲＰＧ」とは、「Massively Multiplayer Online Role Playing Game」（多人数同時参加型

オンラインロールプレイングゲーム）の略称であります。  

  

（その他事業） 

当該セグメントにつきましては、ファイナンス事業と上記の２事業に区分されない収益について分類し

ております。  

当第３四半期連結会計期間につきましては、平成20年11月末までのファンドの運営手数料及びファイナ

ンスアレンジメントに関する手数料等の収益を計上いたしました。  

その結果、当該事業の第３四半期連結会計期間の売上高は3百万円、営業損失は0.2百万円となりまし

た。 

  
  

当第３四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ460百万円減少し、6,232百万円となりました。これ

は主に仕掛品、ソフトウェアが391百万円、コンテンツ版権316百万円、長期前払費用が160百万円、貸倒

引当金151百万円増加し、現金及び預金263百万円、営業投資有価証券536百万円、のれんが672百万円減少

したことによるものです。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ864百万円減少し、5,661百万円となりました。これは主

に短期借入金及び長期借入金が443百万円、前受金609百万円減少し、分配原資である預り金が190百万円

増加したことによります。また、純資産につきましては、第三者割当増資の払込を受けた影響もあり前連

結会計年度末に比べ403百万円増加し、570百万円となりました。   

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成21年３月期の業績予想につきましては、現時点では、平成20年11月10日に公表しました通期業績予

想（売上高6,100百万円、営業利益△1,381百万円、経常利益△1,508百万円、当期純利益△1,600百万円）

に変更はありません。 

 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ますが、実際の業績等は、当社グループを取り

巻く事業環境、経済情勢等、様々な要因により異なる場合があることをご承知おきください。 

  
  

  
  

ファンドの組成・運営事業を行っておりました株式会社ＧＤＨキャピタルは、平成20年11月28日に、

当社が保有する全株式を合同会社弥生へ譲渡したため、連結子会社から除外しております。また、コン

テンツ・ファーム・コントリビューション投資事業有限責任組合及びジャパンエンターテインメント投

資事業有限責任組合は、無限責任組合員である株式会社ＧＤＨキャピタルが当社の連結子会社に該当し

なくなったため、同組合は当社の連結子会社から除外しております。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績等を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっています。 

  

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。 

  

  

  

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
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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 482,730 746,155

売掛金 1,055,843 1,130,933

たな卸資産 878,542 801,348

短期貸付金 29,000 54,435

未収入金 1,528 48,476

営業投資有価証券 － 536,904

その他 582,360 400,182

貸倒引当金 △220,643 △371,794

流動資産合計 2,809,362 3,346,641

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 102,020 125,418

器具備品（純額） 77,087 72,509

その他（純額） 4,269 6,895

有形固定資産合計 183,377 204,823

無形固定資産   

ソフトウエア 477,324 222,443

ソフトウエア仮勘定 367,805 307,823

コンテンツ版権 829,226 512,288

コンテンツ版権仮勘定 63,630 287,796

のれん 474,657 1,147,355

その他 1,566 1,566

無形固定資産合計 2,214,210 2,479,272

投資その他の資産   

投資有価証券 348,184 282,285

長期貸付金 104,781 90,953

敷金及び保証金 136,535 135,647

その他 436,027 199,149

貸倒引当金 － △45,476

投資その他の資産合計 1,025,529 662,559

固定資産合計 3,423,117 3,346,655

資産合計 6,232,480 6,693,296
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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   

買掛金 658,331 631,821

短期借入金 － 590,000

1年内返済予定の長期借入金 700,232 1,092,960

未払金 807,345 617,340

未払法人税等 60,098 23,161

前受金 923,293 1,533,205

預り金 313,374 －

その他 47,542 379,374

流動負債合計 3,510,218 4,867,864

固定負債   

長期借入金 2,015,548 1,476,060

その他 136,157 182,080

固定負債合計 2,151,705 1,658,141

負債合計 5,661,924 6,526,005

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,361,473 2,861,473

資本剰余金 3,402,585 2,902,586

利益剰余金 △6,861,827 △6,057,189

株主資本合計 △97,768 △293,129

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △77,410

為替換算調整勘定 △93,229 △28,540

評価・換算差額等合計 △93,229 △105,950

少数株主持分 761,553 566,371

純資産合計 570,556 167,291

負債純資産合計 6,232,480 6,693,296
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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 4,670,031

売上原価 3,782,326

売上総利益 887,705

販売費及び一般管理費 1,682,044

営業損失（△） △794,339

営業外収益  

受取利息 23,170

受取配当金 900

カード発行手数料収入 7,157

為替差益 0

貸倒引当金戻入額 458

保険解約返戻金 5,686

雑収入 35,106

営業外収益合計 72,478

営業外費用  

支払利息 78,452

デリバティブ評価損 6,106

為替差損 35,598

貸倒引当金繰入額 1,111

株式交付費 147,045

持分法による投資損失 1,832

雑損失 1,763

営業外費用合計 271,910

経常損失（△） △993,772

特別利益  

関係会社株式売却益 363,849

貸倒引当金戻入額 234,215

その他 12,153

特別利益合計 610,218

特別損失  

固定資産除却損 3,903

のれん減損損失 339,873

固定資産減損損失 35,617

投資有価証券売却損 67,852

投資有価証券評価損 8,717

その他 40,000

特別損失合計 495,963

税金等調整前四半期純損失（△） △879,518

法人税、住民税及び事業税 59,376

法人税等還付額 △34,432

法人税等合計 24,944

少数株主損失（△） △99,449

四半期純損失（△） △805,012
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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 △879,518

減価償却費 705,864

のれん償却額 85,001

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,587

受取利息及び受取配当金 △24,070

支払利息 78,452

為替差損益（△は益） 408

デリバティブ評価損益（△は益） 6,106

匿名組合損失（△利益） 35,668

関係会社株式売却益 △363,849

株式交付費 147,045

持分法による投資損益（△は益） 0

貸倒引当金戻入額 △234,215

固定資産除却損 3,903

のれん減損損失 339,873

投資有価証券売却損益（△は益） 67,852

固定資産減損損失 35,617

投資有価証券評価損益（△は益） 8,717

売上債権の増減額（△は増加） 75,013

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,193

仕入債務の増減額（△は減少） 26,510

未払金の増減額（△は減少） 178,491

前受金の増減額（△は減少） △514,661

預り金の増減額（△は減少） 148,051

未収入金の減少額 42,543

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 129,202

その他 △325,469

小計 △267,067

利息及び配当金の受取額 23,395

利息の支払額 △78,586

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 9,780

営業活動によるキャッシュ・フロー △312,478

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 △105,000

投資有価証券の取得による支出 △210,300

投資有価証券の売却による収入 94,050

匿名組合出資金の分配による収入 3,687

有形固定資産の取得による支出 △57,791

無形固定資産の取得による支出 △473,907

関係会社社債の償還による収入 1,000

長期前払費用の増加による支出 △10,506

貸付けによる支出 △289,390

貸付金の回収による収入 39,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

163,764

関係会社貸付金の回収による収入 100,530

コンテンツ版権投資による支出 △613,058

関係会社株式の売却による収入 824,205

その他 △620

投資活動によるキャッシュ・フロー △534,337
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（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) 

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 △590,000

長期借入れによる収入 350,000

長期借入金の返済による支出 △201,920

株式の発行による収入 852,953

少数株主からの払込による収入 305,000

割賦購入未払金の返済による支出 △33,341

財務活動によるキャッシュ・フロー 682,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 △408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,532

現金及び現金同等物の期首残高 746,155

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △193,892

現金及び現金同等物の四半期末残高 387,730
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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。 

  

当社グループは、第８期連結会計年度に1,871,196千円、前連結会計年度に3,337,021千円と、２期連続

して営業損失を計上しており、第８期連結会計年度に2,594,935千円、前連結会計年度に3,752,825千円と

大幅な当期純損失を計上しております。また、第８期連結会計年度に291,269千円、前連結会計年度に

307,115千円と２期連続して営業キャッシュ・フローのマイナスの状況が続いております。  

これにより、当社グループには継続企業としての前提に関する重要な疑義が存在しております。 当第

３四半期連結累計期間においても、営業損失794,339千円、四半期純損失805,012千円を計上し、また、営

業キャッシュ・フローについても312,478千円のマイナスの状況となっており、依然として継続企業の前

提に関する重要な疑義が生じております。 

当社グループは、アニメーション業界を取り巻く環境がブロードバンド化の進展によるＤＶＤ市場の低

迷等により厳しさを増す中、アニメーション事業の収益改善を目指した事業リストラクチャリングを進め

ておりますが、当該状況は、市場環境が益々厳しくなっている中、アニメーション作品等の企画・制作及

びＤＶＤ販売ならびに北米を中心とした海外への販売が計画を下回ったことが原因であります。 

このような状況を解消すべく当社グループは、親会社であるいわかぜ１号投資事業有限責任組合を運

営・管理するいわかぜキャピタル株式会社（以下「いわかぜキャピタル」）との協力関係を基に、新経営

体制の下、当社の経営状況悪化の要因分析を進め、グループ企業の再編および事業の再生を図る経営改革

に着手しております。 

具体的には、全社的な経費削減の推進と、経営の効率化及び経営資源の有効活用を図るため、ノンコア

事業から撤退し、経営資源をアニメ事業とオンラインゲーム事業に集中させることで、事業の選択と集中

を行っております。 

アニメーション事業におきましては、企画・開発体制を見直し、確実に投資回収が見込める作品に絞込

み、強みであるグローバル展開等で多重回収を行なうビジネスモデルへの転換を図ってまいります。 

オンラインゲーム事業におきましては、引き続きアジアを中心に市場成長は著しく、ビジネス機会が急

速に拡大していく中、世界的に競争優位なポジションを確立すべく、世界展開を狙える戦略的自社開発タ

イトルの投下によるラインナップ強化と、アジアを中心とした世界各国への海外展開により高成長・高収

益の実現を目指してまいります。 

当第３四半期連結会計期間におきましては、経営改革を行うにあたり、新経営体制の下、「100日委員

会」（注：平成20年10月から100日間かけて成長戦略を策定するために社内外のメンバーにより構成され

る委員会）を組織し成長戦略の策定に取り組んでおります。また、いわかぜ１号投資事業有限責任組合に

よる当社株式に対する公開買付を平成20年10月10日に終了し、いわかぜキャピタルとより一体となって計

画策定・事業運営に取り組んでおります。 

今後必要となる現金及び現金同等物の創出については、現在着手しております経営・構造改革の下、保

有資産の売却及び、資本増強を始めとした様々な方策を採っていく方針であります。具体的には、本年度

末までに開催される予定の臨時株主総会にて発行可能株式総数の授権枠数を増加し、10億円を増資するこ

とで確保してまいります。さらに、上述のアニメーション事業の事業収支の改善とオンラインゲーム事業

を今後当社グループの収益の柱とすべく経営資源を集中していく中で、より一層の組織体制のスリム化や

(4) 継続企業の前提に関する注記
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徹底した固定費の削減を推進してまいります。 

当第３四半期連結財務諸表は、追加資金調達も含めた上記資金確保が実行され、かつ、アニメーション

事業及びオンラインゲーム事業が軌道に乗るという前提のもと、継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

(5) 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３四半期連結会計期間
(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 5,776,516

Ⅱ 売上原価 4,149,719

  売上総利益 1,626,796

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,503,994

  営業利益 122,801

Ⅳ 営業外収益 44,028

Ⅴ 営業外費用 91,633

  経常利益 75,197

Ⅵ 特別利益 97,251

Ⅶ 特別損失 135,940

  税金等調整前四半期純利益 36,508

  税金費用 44,050

  少数株主損失 14,862

  四半期純利益 7,320
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