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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11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5月期第2四半期 3,600 △0.0 △90 ― △98 ― △114 ―
21年5月期第2四半期 3,600 ― △5 ― 0 ― △54 ―

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2四半期 △2,389.82 ―
21年5月期第2四半期 △1,119.38 ―

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2四半期 5,763 4,203 72.9 88,044.25
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2四半期  4,203百万円 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 ― 0.00
22年5月期 

（予想）
― 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 6,379 △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2四半期 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2四半期  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2四半期 47,748株 21年5月期第2四半期 48,288株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に景気の底入れの兆しは見られたものの、依然として企

業業績は低迷しており、雇用情勢や所得環境の改善が見られず個人消費は低迷し、デフレ・円高・株価の低迷や経

済政策の不在により厳しい経済状況が続いております。 

当社グループを取り巻く事業環境について、アニメーション産業は少子化や娯楽の多様化により、アニメＤＶＤ

やアニメ関連キャラクター商品等の販売が低迷、テレビ局のアニメ放映本数の減少等で厳しい状況が続いていま

す。その中でも、ブルーレイディスク市場の拡大によりクオリティーの高いアニメがブルーレイディスクとして販

売されることや、ビデオ・オン・デマンドサービスやモバイル配信が急伸しました。また、日本のアニメは世界で

高い評価を受けており、アジアでは日本製アニメファンも多く、子供の数という意味では大きな潜在力を持った市

場であり、今後、アニメーション産業の拡大が期待されています。出版産業は、出版物(書籍・雑誌)の販売額、発

行部数は減少傾向にあり、市場規模の縮小が続き厳しい状況が続いていますが、電子書籍市場が急成長しており、

その中でも電子コミックの伸びが大きく、電子媒体を介したビジネスの拡大が期待されています。 

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、販売及び電子コミックスで課金を行う出版事業、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２四半期連結累計期間の売上高は3,600,599千円(前年同期比0.0％減)、経常損失は98,116千

円(前年同期は325千円の経常利益)、四半期純損失は114,108千円(前年同期は54,052千円の四半期純損失)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-」「テイルズ オブ 

ヴェスペリア ～ The First Strike ～」、テレビ放映後に続きを劇場公開する「東のエデン 劇場版 Ⅰ The 

King of Eden」、テレビ用アニメーション「獣の奏者エリン」「Pandora Hearts（パンドラハーツ）」「東の

エデン」「君に届け」等、ＯＶＡ「かのこん」「テニスの王子様 ANOTHER STORY」等、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2,749,657千円(前年同期比3.2％増)、営業利益は44,267千円(前年同期比

76.5％減)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「甘味男

子茶房」等、定期月刊誌６点並びに新刊コミックス24点を刊行しました。 

以上により、当事業の売上高は517,981千円(前年同期比13.9％減)、営業損失は27,208千円(前年同期は

39,672千円の営業利益)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」「新世紀エヴァンゲリオン」「戦国BASARA」「テ

ニスの王子様シリーズ」「To LOVEる」「東のエデン」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288,727千円(前年同期比3.7％減)、営業利益は63,758千円(前年同期は64,608

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44,232千

円(前年同期比24.8％増)、営業利益は8,345千円(前年同期は2,711千円の営業損失)となりました。 

  

  

① 財政状態の分析 

当第２四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963,704千円減少し5,763,390千円

となりました。主な要因は土地が155,231千円、建設仮勘定が、148,376千円、映像マスターが105,417千円増加

し、一方、仕掛品が366,591千円、受取手形及び売掛金が332,111千円、現金及び預金が170,144千円減少したこと

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840,035千円減少して1,559,453千円となりました。主な要因は長

期借入金が267,500千円増加し、一方、前受金が590,732千円、未払金が265,553千円、買掛金が183,523千円、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等により、前連結会計年度末に比べ123,668千円減少して4,203,936

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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千円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半連結会計期間末に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

170,152千円減少し、1,412,357千円となりました。 

当第２四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増加は、241,034千円となりました。これは主にたな卸資産の減少が374,020千円、売上

債権の減少が332,111千円となり、一方、前受金の減少が590,732千円、未払金の減少が267,137千円等があった

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、598,595千円となりました。これは主に映像マスターや土地等の有形固定資産

の取得による支出が588,229千円、出資による支出が5,250千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増加は、187,419千円となりました。これは主に長期借入による収入が300,000千円、短

期借入金の純減額が100,000千円等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２四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の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを使用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、また

は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業

績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを使用する方法によっております。

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,425,457 1,595,602

受取手形及び売掛金 1,035,257 1,367,369

商品及び製品 104,985 113,271

仕掛品 649,537 1,016,128

貯蔵品 3,230 2,373

前渡金 120,809 265,579

繰延税金資産 59,019 67,106

その他 42,857 299,971

貸倒引当金 △8,170 △5,576

流動資産合計 3,432,984 4,721,826

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 423,531 432,519

土地 838,506 683,274

建設仮勘定 178,376 30,000

映像マスター（純額） 224,989 119,571

その他（純額） 56,841 56,791

有形固定資産合計 1,722,245 1,322,157

無形固定資産   

のれん 211,900 225,249

その他 31,890 38,515

無形固定資産合計 243,790 263,765

投資その他の資産   

投資有価証券 76,798 76,815

繰延税金資産 11,106 7,072

その他 290,169 349,161

貸倒引当金 △13,704 △13,704

投資その他の資産合計 364,370 419,346

固定資産合計 2,330,406 2,005,268

資産合計 5,763,390 6,727,095
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 346,908 530,432

短期借入金 150,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 30,000 －

未払金 128,506 394,059

未払法人税等 2,750 13,119

前受金 290,335 881,068

賞与引当金 11,940 9,280

役員賞与引当金 1,882 3,760

返品調整引当金 49,000 65,000

その他 224,599 197,401

流動負債合計 1,235,922 2,344,121

固定負債   

長期借入金 267,500 －

退職給付引当金 37,143 35,815

その他 18,887 19,552

固定負債合計 323,530 55,368

負債合計 1,559,453 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 1,733,026 1,856,685

自己株式 △72,870 △72,870

株主資本合計 4,204,125 4,327,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △188 △178

評価・換算差額等合計 △188 △178

純資産合計 4,203,936 4,327,605

負債純資産合計 5,763,390 6,727,095
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 3,600,776 3,600,599

売上原価 3,216,576 3,303,231

売上総利益 384,200 297,368

返品調整引当金戻入額 40,000 16,000

差引売上総利益 424,200 313,368

販売費及び一般管理費 429,857 404,093

営業損失（△） △5,657 △90,724

営業外収益   

受取利息 4,407 569

為替差益 365 －

受取賃貸料 8,406 47,751

設備賃貸料 4,952 －

その他 7,013 12,508

営業外収益合計 25,145 60,829

営業外費用   

支払利息 3,586 2,397

為替差損 － 2,754

投資事業組合運用損 14,102 63,066

その他 1,473 2

営業外費用合計 19,162 68,221

経常利益又は経常損失（△） 325 △98,116

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,965 －

保険解約返戻金 3,200 －

特別利益合計 5,165 －

特別損失   

固定資産売却損 － 169

固定資産除却損 478 616

本社移転費用引当金繰入額 － 7,565

過年度退職給付費用 32,723 －

その他 3,000 －

特別損失合計 36,201 8,350

税金等調整前四半期純損失（△） △30,710 △106,467

法人税、住民税及び事業税 8,341 3,580

法人税等調整額 15,000 4,060

法人税等合計 23,341 7,641

四半期純損失（△） △54,052 △114,108
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30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（△） △30,710 △106,467

減価償却費 277,749 198,287

長期前払費用償却額 1,676 1,371

のれん償却額 13,349 13,349

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,965 2,594

返品調整引当金の増減額（△は減少） △40,000 △16,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,365 37,054

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,130 2,660

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △770 △1,878

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,312 1,328

受取利息及び受取配当金 △4,418 △581

為替差損益（△は益） 64 11

支払利息 3,586 2,397

固定資産除却損 478 616

投資事業組合運用損益（△は益） 14,102 63,066

売上債権の増減額（△は増加） 556,714 332,111

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,695 374,020

仕入債務の増減額（△は減少） △372,520 △183,523

未払金の増減額（△は減少） △29,124 △267,137

前受金の増減額（△は減少） 263,202 △590,732

前渡金の増減額（△は増加） 321,361 144,770

未収消費税等の増減額（△は増加） 145 62,075

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,795 18,828

その他 17,365 △20,546

小計 892,875 67,677

利息及び配当金の受取額 4,885 689

利息の支払額 △3,931 △2,877

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △176,104 175,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 717,725 241,034
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30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 △3,022 △3,030

定期預金の払戻による収入 3,013 3,022

有形固定資産の取得による支出 △298,289 △588,229

無形固定資産の取得による支出 △7,745 △2,562

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 △5,250

保険積立金の積立による支出 △2,193 △2,243

その他 △874 △301

投資活動によるキャッシュ・フロー △330,264 △598,595

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） △100,000 △100,000

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 － △2,500

自己株式の取得による支出 △33,378 △181

配当金の支払額 △9,705 △9,234

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △665

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,083 187,419

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 244,311 △170,152

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 2,349,247 1,412,357
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日）  

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

(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、キャラクター商品販売等。 

  

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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。 

  

（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 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高  

 2,663,643 601,909 299,784  35,439 3,600,776   －  3,600,776

  －  －  －  －  －   －   －

計  2,663,643  601,909  299,784  35,439 3,600,776   －  3,600,776

営業利益又は営業損失（△）   188,467  39,672  △64,608  △2,711  160,819  △166,476   △5,657

  
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 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高  

 2,749,657 517,981 288,727  44,232 3,600,599   －  3,600,599

  －  －  －  －  －   －   －

計  2,749,657  517,981  288,727  44,232 3,600,599   －  3,600,599

営業利益又は営業損失（△）   44,267  △27,208  63,758  8,345  89,163  △179,888   △90,724

〔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
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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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