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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8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 ％

22年5月期第1四半期 1,860 △15.3 △96 ― △107 ― △94 ―
21年5月期第1四半期 2,197 ― 19 ― 27 ― △43 ―

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5月期第1四半期 △1,971.13 ―
21年5月期第1四半期 △888.55 ―

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5月期第1四半期 6,176 4,223 68.4 88,463.65
21年5月期 6,727 4,327 64.3 90,634.28

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  4,223百万円 21年5月期  4,327百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00
22年5月期 ―
22年5月期 

（予想）
0.00 ― 200.00 200.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

3,457 △4.0 △181 ― △179 ― △189 ― △3,958.28

通期 6,379 △10.3 69 △53.2 88 △31.7 69 202.6 1,445.09
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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） 

(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 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5月期第1四半期 48,952株 21年5月期  48,952株
② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  1,204株 21年5月期  1,204株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 47,748株 21年5月期第1四半期 48,462株
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  当第１四半期連結会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等により、一部に

底入れの兆しが見られたものの、設備投資や雇用情勢の悪化による個人消費の低迷、また、二番底の懸念も依然とし

て残っており、予断を許さない状況が続いております。 

  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１四半期連結会計期間の売上高は 千円（前年同期比15.3％減)、経常損失は

千円（前年同期は27,948千円の経常利益）、四半期純損失は 千円（前年同期は43,061千円の四半期純損失）

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「ホッタラケの島 -遥と魔法の鏡-」、テレビ用アニメ

ーション「PandoraHearts」「獣の奏者エリン」「東のエデン」「戦国BASARA」等、ビデオ用アニメーション

「テニスの王子様 ANOTHER STORY」、その他ゲーム用・ＣＭ用のアニメーションを制作いたしました。 

以上により、当事業の売上高は1,465,387千円（前年同期比19.0％減)、営業損失は27,998千円（前年同期は

162,852千円の営業利益)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」、コミックス「スケッ

チブック」等、定期月刊誌6点並びに新刊コミックス15点を刊行しました。 

以上により、当事業の売上高は242,830千円（前年同期比0.9％増)、営業損失は13,354千円（前年同期は

5,936千円の営業損失)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S.A.C.シリーズ」「To LOVEる」「テニスの王子様シリーズ」「新世

紀エヴァンゲリオン」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128,068千円（前年同期比2.8％減)、営業利益は18,458千円（前年同期は

53,362千円の営業損失)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24,025

千円（前年同期比46.6％増)、営業利益5,402千円（前年同期は2,096千円の営業損失)となりました。 

  

①  財政状態の分析 

当第１四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550,981千円減少し

千円となりました。主な要因は映像マスターが88,740千円増加し、一方、受取手形及び売掛金が185,575千円、

前渡金が147,920千円、現金及び預金が141,640千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447,338千円減少して 千円となりました。主な要因

は賞与引当金が30,829千円増加し、一方、前受金が201,804千円、未払金が118,734千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、四半期純損失等により、前連結会計年度末に比べ103,643千円減少して 千

円となりました。 

②  キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末の連結ベースの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

141,640千円減少し、 千円となりました。 

当第１四半期連結会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減少は、36,890千円となりました。これは主に売上債権の減少が185,575千円、前渡金

の減少が147,920千円、たな卸資産の減少が134,074千円となり、一方、未払金の減少が255,416千円、前受金の

減少が201,804千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、46,397千円となりました。これは主に映像マスター他有形固定資産の取得

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

1,860,312 107,361

94,117

２．連結財政状態に関する定性的情報

6,176,113

1,952,150

4,223,962

1,440,870
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44,253千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、58,349千円となりました。これは主に短期借入金の純減少額50,000千円、配

当金の支払額7,944千円等により資金が減少したことによるものであります。 

  

平成22年５月期の業績予想につきましては、売上高6,379百万円、営業利益69百万円、経常利益88百万円、当期純

利益69百万円を予想しております。 

なお、平成21年７月10日に発表の平成21年５月期決算短信に記載しております平成22年５月期連結業績予想に変

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１四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１四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、前連結会計期間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。 

  

 該当事項はありません。  

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８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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,453,961 1,595,602

受取手形及び売掛金 1,181,793 1,367,369

商品及び製品 112,728 113,271

仕掛品 882,211 1,016,128

貯蔵品 2,759 2,373

前渡金 117,659 265,579

繰延税金資産 84,737 67,106

その他 304,502 299,971

貸倒引当金 △8,330 △5,576

流動資産合計 4,132,024 4,721,826

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 428,235 432,519

土地 683,274 683,274

映像マスター（純額） 208,311 119,571

建設仮勘定 30,000 30,000

その他（純額） 59,562 56,791

有形固定資産合計 1,409,383 1,322,157

無形固定資産   

のれん 218,574 225,249

その他 34,991 38,515

無形固定資産合計 253,566 263,765

投資その他の資産   

投資有価証券 76,857 76,815

繰延税金資産 5,384 7,072

その他 312,601 349,161

貸倒引当金 △13,704 △13,704

投資その他の資産合計 381,138 419,346

固定資産合計 2,044,088 2,005,268

資産合計 6,176,113 6,727,095
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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８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21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 524,546 530,432

短期借入金 200,000 250,000

未払金 275,325 394,059

未払法人税等 787 13,119

前受金 679,263 881,068

賞与引当金 40,109 9,280

役員賞与引当金 943 3,760

返品調整引当金 58,000 65,000

その他 117,048 197,401

流動負債合計 1,896,024 2,344,121

固定負債   

退職給付引当金 36,906 35,815

その他 19,219 19,552

固定負債合計 56,126 55,368

負債合計 1,952,150 2,399,489

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 1,753,017 1,856,685

自己株式 △72,870 △72,870

株主資本合計 4,224,116 4,327,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △154 △178

評価・換算差額等合計 △154 △178

純資産合計 4,223,962 4,327,605

負債純資産合計 6,176,113 6,727,095
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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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 2,197,254 1,860,312

売上原価 1,974,510 1,775,671

売上総利益 222,743 84,641

返品調整引当金戻入額 21,500 7,000

差引売上総利益 244,243 91,641

販売費及び一般管理費 224,568 188,453

営業利益又は営業損失（△） 19,674 △96,812

営業外収益   

受取利息 1,858 304

受取配当金 － 6

為替差益 264 176

受取賃貸料 4,534 24,025

設備賃貸料 2,476 －

その他 3,755 2,742

営業外収益合計 12,890 27,255

営業外費用   

支払利息 1,957 1,061

投資事業組合運用損 2,558 36,739

その他 100 2

営業外費用合計 4,617 37,804

経常利益又は経常損失（△） 27,948 △107,361

特別利益   

その他 135 －

特別利益合計 135 －

特別損失   

固定資産除却損 441 30

退職給付引当金繰入額 32,723 －

その他 3,000 －

特別損失合計 36,164 30

税金等調整前四半期純損失（△） △8,080 △107,391

法人税、住民税及び事業税 16,590 2,686

法人税等調整額 18,389 △15,960

法人税等合計 34,980 △13,274

四半期純損失（△） △43,061 △94,117
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８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損失（△） △8,080 △107,391

減価償却費 131,121 98,319

長期前払費用償却額 822 705

のれん償却額 6,674 6,674

貸倒引当金の増減額（△は減少） △135 2,754

返品調整引当金の増減額（△は減少） △21,500 △7,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,301 3,716

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,830 30,829

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,285 △2,817

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,833 1,091

受取利息及び受取配当金 △1,863 △310

為替差損益（△は益） △18 2

支払利息 1,957 1,061

固定資産除却損 441 30

投資事業組合運用損益（△は益） 2,558 36,739

売上債権の増減額（△は増加） 216,739 185,575

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,640 134,074

仕入債務の増減額（△は減少） △369,719 △5,885

未払金の増減額（△は減少） △13,568 △255,416

前受金の増減額（△は減少） △80,851 △201,804

前渡金の増減額（△は増加） 396,243 147,920

未収消費税等の増減額（△は増加） 19,041 58,654

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,781 △8,640

その他 2,861 △141,602

小計 377,263 △22,719

利息及び配当金の受取額 3,340 18

利息の支払額 △2,369 △707

法人税等の支払額 △223,450 △13,481

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,783 △36,890

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △255,159 △44,253

無形固定資産の取得による支出 △2,485 △1,043

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 △2,528 －

保険積立金の積立による支出 △981 △1,099

投資活動によるキャッシュ・フロー △277,155 △46,397

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） △70,000 △50,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △332

自己株式の取得による支出 △13,224 △72

配当金の支払額 △9,705 △7,944

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,929 △58,349

現金及び現金同等物に係る換算差額 18 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △215,283 △141,640

現金及び現金同等物の期首残高 2,104,935 1,582,510

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,889,652 1,440,870
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年８月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31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。 

  

前第１四半期連結会計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31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１四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31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。 

  

（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 

 1,808,363  240,697  131,800  16,393  2,197,254  －  2,197,254

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  1,808,363  240,697  131,800  16,393  2,197,254  －  2,197,254

営業利益又は営業損失

（△） 
 162,852  △5,936  △53,362  △2,096  101,457  △81,782  19,674

  

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 

 1,465,387  242,830  128,068  24,025  1,860,312  －  1,860,312

（2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  1,465,387  242,830  128,068  24,025  1,860,312  －  1,860,312

営業利益又は営業損失

（△） 
 △27,998  △13,354  18,458  5,402  △17,491  △79,321  △96,812

〔所在地別セグメント情報〕
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31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。 

  

   

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

〔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

６．その他の情報
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