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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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3四半期 5,332 ― 36 ― 30 ― △4 ―
20年5月期第3四半期 3,714 △5.0 96 △49.1 124 △42.9 △8 ―

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3四半期 △96.57 ―
20年5月期第3四半期 △184.63 ―

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3四半期 6,719 4,300 64.0 90,059.00
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3四半期  4,300百万円 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
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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）  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、４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、４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3四半期 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3四半期  1,204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3四半期 48,158株 20年5月期第3四半期 42,558株
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  当第３四半期連結累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市場

の混乱が、実体経済に影響をおよぼし企業業績が予想以上の速さで鈍化し、それにともない製造業の生産調整や設備

投資の減少、雇用環境の悪化や個人消費の低迷など、非常に厳しい状況で推移しております。 

  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３四半期連結累計期間の売上高は5,332,488千円、経常利益は30,116千円、四半期純損失は

4,650千円となりました。 

  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」「メジャー」、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」「今日の５の２」「獣の

奏者エリン」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3,868,534千円、営業利益は272,372千円となりました。 

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76刊を刊行しました。 

  以上により、当事業の売上高は931,065千円、営業利益は56,465千円となりました。 

③  版権事業 

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

館戦争」「スカイ・クロラ」「RD潜脳調査室」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479,060千円、営業損失は41,406千円となりました。 

④  その他事業 

  その他事業につきましては、雑誌等のイラストやキャラクターの商品化等により、当事業の売上高は53,828千

円、営業損失5,838千円となりました。 

  

①  財政状態の分析 

当第３四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530,436千円減少し6,719,119千

円となりました。主な要因は仕掛品が248,573千円、現金及び預金が210,448千円増加し、一方、受取手形及び売

掛金が530,700千円、前渡金が450,931千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473,828千円減少して2,418,982千円となりました。主な要因

は前受金が192,139千円、退職給付引当金が35,772千円増加し、一方、買掛金が334,626千円、未払法人税等が

212,743千円、短期借入金が100,000千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56,607千円

減少して4,300,137千円となりました。 

②  キャッシュ・フローの状況 

当第３四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

210,407千円増加し、2,315,343千円となりました。 

当第３四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、764,118千円となりました。これは主に売上債権の減少が530,700千円、前渡

金の減少が450,931千円、減価償却費が410,657千円となり、一方、法人税等の支払いが365,749千円、仕入債

務の減少が334,626千円、たな卸資産の増加が253,712千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） 

 投資活動による資金の減少は、401,012千円となりました。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362,822千円、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、152,642千円となりました。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42,937千円、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。 

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 
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平成21年５月期の通期業績予想につきましては、現時点において平成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３四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３四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３四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利益及び経常利益は4,902千円減少、税金等調整前四半期純損失

が37,625千円増加しております。 
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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21年２月28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 2,328,435 2,117,986

受取手形及び売掛金 1,039,889 1,570,589

商品及び製品 114,453 109,459

仕掛品 982,951 734,378

貯蔵品 2,831 2,685

前渡金 215,834 666,765

繰延税金資産 62,110 61,969

その他 268,746 127,301

貸倒引当金 △3,910 △4,922

流動資産合計 5,011,341 5,386,213

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 230,343 237,275

土地 419,949 419,949

建設仮勘定 45,000 －

映像マスター（純額） 167,756 341,005

その他（純額） 53,871 40,621

有形固定資産合計 916,920 1,038,851

無形固定資産   

のれん 231,924 251,948

その他 40,939 45,742

無形固定資産合計 272,863 297,690

投資その他の資産   

投資有価証券 92,785 76,977

繰延税金資産 54,444 46,151

その他 384,467 417,675

貸倒引当金 △13,704 △14,005

投資その他の資産合計 517,993 526,799

固定資産合計 1,707,777 1,863,342

資産合計 6,719,119 7,249,555
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 458,745 793,371

短期借入金 300,000 400,000

未払金 293,224 258,638

未払法人税等 4,223 216,966

前受金 1,061,452 869,312

賞与引当金 27,208 9,169

役員賞与引当金 4,545 3,800

返品調整引当金 54,000 94,000

受注損失引当金 4,040 6,388

その他 175,770 241,163

流動負債合計 2,383,209 2,892,810

固定負債   

退職給付引当金 35,772 －

固定負債合計 35,772 －

負債合計 2,418,982 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 1,829,234 1,843,590

自己株式 △72,870 △30,730

株主資本合計 4,300,333 4,356,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △196 △84

評価・換算差額等合計 △196 △84

純資産合計 4,300,137 4,356,744

負債純資産合計 6,719,119 7,249,555
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 5,332,488

売上原価 4,717,457

売上総利益 615,031

返品調整引当金繰入額 △40,000

差引売上総利益 655,031

販売費及び一般管理費 618,274

営業利益 36,756

営業外収益  

受取利息 5,787

受取賃貸料 12,115

設備賃貸料 7,438

その他 11,743

営業外収益合計 37,084

営業外費用  

支払利息 5,100

為替差損 363

投資事業組合運用損 37,379

その他 881

営業外費用合計 43,724

経常利益 30,116

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,313

保険解約返戻金 3,200

特別利益合計 4,513

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（△） △1,572

法人税、住民税及び事業税 11,431

法人税等調整額 △8,353

法人税等合計 3,078

四半期純損失（△） △4,650

㈱ＩＧポート（3791）平成21年５月期 第３四半期決算短信

- 7 -



（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６月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △1,572

減価償却費 410,657

長期前払費用償却額 2,530

のれん償却額 20,023

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,313

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） △2,348

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,038

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 745

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,772

受取利息及び受取配当金 △5,798

為替差損益（△は益） 55

支払利息 5,100

有形固定資産除売却損益（△は益） 478

投資事業組合運用損益（△は益） 37,379

売上債権の増減額（△は増加） 530,700

たな卸資産の増減額（△は増加） △253,712

仕入債務の増減額（△は減少） △334,626

未払金の増減額（△は減少） △21,492

前受金の増減額（△は減少） 192,139

前渡金の増減額（△は増加） 450,931

未収消費税等の増減額（△は増加） △19,285

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,330

その他 135,800

小計 1,127,874

利息及び配当金の受取額 7,274

利息の支払額 △5,281

法人税等の支払額 △365,749

営業活動によるキャッシュ・フロー 764,118
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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６月１日 
 至 平成21年２月28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 △13,091

定期預金の払戻による収入 13,050

有形固定資産の取得による支出 △362,822

無形固定資産の取得による支出 △9,082

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 △5,790

その他 △2,121

投資活動によるキャッシュ・フロー △401,012

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 △42,937

配当金の支払額 △9,705

財務活動によるキャッシュ・フロー △152,642

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 210,407

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 2,315,343
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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。 

  

 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６月１日 至 平成21年２月28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、イラスト、キャラクターの商品販売等。

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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。 

  

（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 

 3,868,534 931,065 479,060 53,828  5,332,488  － 5,332,488

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ －   －  －  －  －  －

 計    3,868,534 931,065 479,060 53,828  5,332,488  － 5,332,488

営業利益又は営業損失（△）    272,372 56,465 △41,406 △5,838  281,592  △244,836 36,756

〔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 

 該当事項はありません。 
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(重要な後発事象) 

  

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成20年12月１日 

 至 平成21年２月28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21年３月19日開催の取締役会の決議において、平

成20年12月19日既に発表しております東京都武蔵野市の取

得物件に隣接する土地及び建物を追加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所を確保してまいりましたが、業

務の効率化を図るため分散した全事業所を集約し、将来

の事業展開にも対応することを目的に当該隣接物件であ

る以下の固定資産を追加取得するものであります。 

２.設備投資の内容 

土地 656.81㎡         151,126千円 

建物 鉄筋コンクリート造陸屋根 

４階建 

延面積  1,805.80㎡     148,874千円 

３.売買契約締結日 

平成21年３月30日 

４.物件引渡日 

平成21年11月下旬 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  3,714,919

Ⅱ 売上原価  3,156,429

売上総利益  558,489

Ⅲ 販売費及び一般管理費  462,043

営業利益  96,446

Ⅳ 営業外収益  52,742

Ⅴ 営業外費用  24,443

経常利益  124,745

Ⅵ 特別利益  63,153

Ⅶ 特別損失  123,994

税金等調整前四半期純利益  63,904

税金費用  72,147

四半期純損失  △8,243
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益  63,904

減価償却費等  402,916

のれん償却額  2,195

貸倒引当金の増加額  1,643

賞与引当金等の増加額  14,312

受取利息及び受取配当金  △4,967

保険解約返戻金  △65,591

支払利息  2,346

持分法による投資損益(利益:△)  △8,464

事業組合出資損失  17,823

投資有価証券評価損  10,000

売上債権の減少額  1,167,217

たな卸資産の増加額  △408,255

仕入債務の減少額  △614,238

未払金の増加額  6,946

未収消費税等の増加額  △11,368

未払消費税等の減少額  △28,829

その他  33,506

小計  581,098

利息及び配当金の受取額  6,086

利息の支払額  △2,438

法人税等の支払額・還付額(支払:△)  △71,927

営業活動によるキャッシュ・フロー  512,818
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前年同四半期 

（平成20年５月期 
第３四半期） 

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  △13,050

定期預金の払戻による収入  13,020

有形固定資産の取得による支出  △293,236

有形固定資産の売却による収入  78

無形固定資産の取得による支出  △1,361

投資有価証券の取得による支出  △50,000

投資有価証券の償還による収入  50,000

出資による支出  △211,050

保険積立金の積立による支出  △10,229

保険積立金の解約による収入  148,998

新規連結子会社の取得による収入  267,046

その他  1,284

投資活動によるキャッシュ・フロー  △98,499

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  △22,038

自己株式の取得による支出  △17,291

配当金の支払額  △8,511

財務活動によるキャッシュ・フロー  △47,840

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △998

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額） 

 365,480

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期末残高  2,023,994
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 該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報 
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