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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 5,068 △6.1 796 △14.4 910 △19.3 539 △4.3

21年3月期第1四半期 5,397 ― 931 ― 1,128 ― 564 ―

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

22年3月期第1四半期 38.80 ―

21年3月期第1四半期 40.55 ―

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

22年3月期第1四半期 32,977 28,013 84.9 2,013.55
21年3月期 32,059 27,281 85.1 1,960.97

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  28,013百万円 21年3月期  27,281百万円

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21年３月期期末配当金の内訳 特別配当金10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

21年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

8,100 △23.7 800 △58.7 900 △57.6 600 43.3 43.12

通期 17,700 △18.5 1,400 △55.2 1,600 △53.1 1,000 102.9 71.87
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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  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） 

(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 

 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ご利用に当たっての注意事項については、４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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 14,000,000株 21年3月期  14,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  87,756株 21年3月期  87,716株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 13,912,266株 21年3月期第1四半期 13,912,356株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による景気対策や企業の在庫調整の進展によ
り、輸出・生産や個人消費の一部に下げ止まりが見られるものの、企業収益は大幅に減少し、雇用情勢も
悪化する中で依然として厳しい状況下にありました。 
 当社グループを取り巻く事業環境におきましては、少子化やテレビ視聴率・広告収入の低下、DVD市場
の飽和や娯楽の多様化等により依然として厳しい状況が続いているものの、劇場用アニメ作品の興行収入
が好調に推移し、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、ブルーレイデ
ィスク市場が拡大傾向にあることや、CGアニメーション、３Ｄ立体映像などの新たな映像技術に注目が高
まる等、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」、「フレッシュプリキュア！」、「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」、「プリキュア」シリーズを主と
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１四半期連結累計期間の売上高は50億68百万円（前年同期比6.1％減）、営業利益は７
億96百万円 (同14.4％減)、経常利益は９億10百万円（同19.3％減）、四半期純利益は５億39百万（同
4.3％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、「映画 プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合！」
を劇場公開し、当社が幹事会社を務めたことに加え、興行成績が好調に推移したことから、前年同期と比
較して大幅な増収となりました。 
 テレビアニメ部門では、「ワンピース」や「フレッシュプリキュア！」、「ねぎぼうずのあさたろ
う」、「うちの３姉妹」に加え、「ドラゴンボール改」と短編「マリー＆ガリー」の放映を開始し、放映
本数としては前年同期とほぼ変わらなかったものの、全体としては減収となりました。 
 パッケージソフト部門では、新作で「Yes！プリキュア５GoGo！」や「ワンピース」等、ライブラリー
作品で前年度に発売された「Dr.スランプ アラレちゃん」等に加え、受注映像の制作に関する売上が大き
かったことにより増収となりました。 
 海外部門では、北米向け「ドラゴンボール」シリーズのビデオ化権、欧州はイタリアを中心に「ドラゴ
ンボール」シリーズおよび「ワンピース」、「プリキュア」シリーズのテレビ放映権の販売が好調に稼動
し、大幅な増収となりました。 
 以上により、当事業の売上高は28億84百万円（前年同期比29.0％増)、営業利益は５億20百万円（同
94.3％増）となりました。 
  
［版権事業] 

 国内部門では、「フレッシュプリキュア！」や「ドラゴンボール」シリーズ、「ワンピース」が引き続
き好調に推移したものの、前年同期にあった遊技機に関する売上が減少したこと等により、大幅な減収と
なりました。 
 海外部門では、欧州で「ドラゴンボール」シリーズや「聖闘士星矢」の関連商品が好調に推移したもの
の、新規のゲーム発売等がなかったため、大幅な減収となりました。 
 以上により、当事業の売上高は13億91百万円（前年同期比41.0％減)、営業利益は５億53百万円（同
38.2％減）となりました。 
  
［関連事業] 

 商品販売部門では、「フレッシュプリキュア！」や「ドラゴンボール」シリーズに関連したタイアップ
商品やキャンペーン等が好調に推移したことにより、前年同期と比較して若干の増収となりました。 
 イベント部門では、「フレッシュプリキュア！」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８億２百万円（前年同期比0.6％減）、営業利益は29百万円（同52.9％
減)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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（資産） 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.7％増加し、155億74百万円となりました。これは、現金及び
預金が５億80百万円、仕掛品が１億17百万円それぞれ増加し、商品及び製品が95百万円、流動資産のその
他が１億87百万円それぞれ減少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3.0％増加し、174億２百万円となりました。これは、主として
投資有価証券が９億27百万円増加し、無形固定資産が25百万円、固定資産のその他が３億83百万円それぞ
れ減少したことなどによります。なお、投資有価証券は、持分法適用により17百万円、民法上の組合に対
する出資により46百万円、時価評価により８億64百万円それぞれ増加しました。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.9％増加し、329億77百万円となりました。 
  
（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.7％増加し、40億80百万円となりました。これは、支払手形
及び買掛金が１億41百万円、未払法人税等が22百万円、流動負債のその他が94百万円それぞれ増加し、賞
与引当金が１億14百万円減少したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.9％増加し、８億84百万円となりました。これは、退職給付
引当金が14百万円、固定負債のその他が20百万円それぞれ増加したことなどによります。 
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.9％増加し、49億64百万円となりました。 
  
（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.7％増加し、280億13百万円となりました。これは、利益剰
余金が１億22百万円、評価・換算差額等が６億９百万円それぞれ増加したことなどによります。 
  

平成22年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では平成21年５月
15日付の決算短信で発表いたしました業績予想に変更はありません。 
 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。
  

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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
(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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,818,095 10,237,488

受取手形及び売掛金 3,262,729 3,267,328

商品及び製品 91,271 186,790

仕掛品 830,342 712,513

原材料及び貯蔵品 54,319 60,514

その他 614,118 801,958

貸倒引当金 △95,943 △99,486

流動資産合計 15,574,932 15,167,106

固定資産   

有形固定資産 3,715,065 3,724,822

無形固定資産 339,245 364,371

投資その他の資産   

投資有価証券 9,117,104 8,189,313

その他 4,279,271 4,662,375

貸倒引当金 △48,138 △48,138

投資その他の資産合計 13,348,238 12,803,550

固定資産合計 17,402,549 16,892,745

資産合計 32,977,481 32,059,851

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,466,585 2,324,630

未払法人税等 110,561 88,026

賞与引当金 97,066 212,001

その他 1,405,987 1,310,999

流動負債合計 4,080,201 3,935,656

固定負債   

退職給付引当金 495,237 480,440

役員退職慰労引当金 235,460 229,450

その他 153,498 132,725

固定負債合計 884,195 842,615

負債合計 4,964,396 4,778,272
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21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 22,098,857 21,976,330

自己株式 △3,660 △3,605

株主資本合計 28,372,347 28,249,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △95,741 △627,378

繰延ヘッジ損益 △64,445 △50,905

為替換算調整勘定 △199,075 △290,010

評価・換算差額等合計 △359,262 △968,295

純資産合計 28,013,084 27,281,579

負債純資産合計 32,977,481 32,059,851
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第1四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第1四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,397,887 5,068,282

売上原価 3,528,978 3,255,063

売上総利益 1,868,909 1,813,218

販売費及び一般管理費   

人件費 263,208 285,544

賞与引当金繰入額 37,318 43,181

退職給付費用 13,579 11,248

役員退職慰労引当金繰入額 6,250 6,010

その他 617,109 670,268

販売費及び一般管理費合計 937,465 1,016,252

営業利益 931,443 796,966

営業外収益   

受取利息 19,003 15,658

受取配当金 66,857 79,611

持分法による投資利益 54,629 6,595

為替差益 52,743 6,461

その他 4,629 5,381

営業外収益合計 197,863 113,708

営業外費用   

たな卸資産廃棄損 721 －

匿名組合投資損失 － 271

その他 74 146

営業外費用合計 795 417

経常利益 1,128,511 910,256

税金等調整前四半期純利益 1,128,511 910,256

法人税、住民税及び事業税 436,193 304,175

法人税等調整額 91,421 66,184

法人税等合計 527,614 370,360

少数株主利益 36,646 －

四半期純利益 564,250 539,896

7

東映アニメーション㈱(4816)平成22年３月期　第１四半期決算短信



  当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
 該当事項はありません。 

  

  当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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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