
平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東映アニメーション株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 4816 URL http://www.toei-anim.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高橋 浩

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役経営企画部担当 （氏名） 大山 秀徳 TEL 03-3978-3111
定時株主総会開催予定日 平成22年6月25日 配当支払開始予定日 平成22年6月28日

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月28日

1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 20,960 △3.5 2,328 △25.5 2,522 △26.1 1,448 193.8
21年3月期 21,718 2.7 3,123 14.6 3,412 16.1 492 △70.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 104.09 ― 5.2 7.6 11.1
21年3月期 35.42 ― 1.8 10.5 14.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  4百万円 21年3月期  67百万円

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 34,668 28,757 83.0 2,068.18
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  28,757百万円 21年3月期  27,281百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 2,430 555 △452 11,796
21年3月期 2,651 △1,266 △362 9,237

2.  配当の状況 

（注）21年３月期期末配当金の内訳 特別配当10円を含んでおります。 
   22年３月期期末配当金の内訳 特別配当10円を含んでおります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 419 84.7 1.5
22年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 419 28.8 1.5

23年3月期 
（予想）

― ― ― 20.00 20.00 30.9

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

7,700 △15.0 400 △55.9 500 △51.9 300 △52.0 21.57

通期 17,100 △18.4 1,400 △39.9 1,500 △40.5 900 △37.8 64.72
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」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 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  95,313株 21年3月期  87,716株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 20,181 △3.6 1,714 △33.3 1,943 △30.2 1,097 ―

21年3月期 20,943 3.4 2,570 17.8 2,784 18.1 △124 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 78.40 ―

21年3月期 △8.88 ―

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 30,467 24,681 81.0 1,763.01
21年3月期 28,066 23,588 84.0 1,684.91

（参考） 自己資本 22年3月期  24,681百万円 21年3月期  23,588百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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のご利用に当たっての注意事項については、３ページ「1.経
営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

7,400 △14.7 200 △65.1 400 △45.4 200 △52.0 14.28

通期 16,300 △19.2 1,000 △41.7 1,200 △38.2 700 △36.2 50.00
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1．経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 
当連結会計年度におけるわが国経済は、海外景気の下振れ懸念やデフレの影響が引き続き見られ

たものの、エコポイント制度といった政府の経済対策の効果や新興国経済の急回復による海外経済

の改善等を背景に、個人消費や輸出、生産に回復の兆しが見られ、また企業収益の改善が続く等、

一部に持ち直しの動きが見られました。 

当社グループを取り巻く事業環境におきましても、依然として少子化や広告収入、テレビアニメ

製作本数の減少、またDVD市場の飽和や娯楽の多様化等により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、３D立体映像等の新たな映像の急

拡大が期待されるほか、政府によるコンテンツの海外展開を後押しするファンドの創設が打ち出さ

れる等、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「フレッシュプリキュア！」、「ワンピース」、「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」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、当連結会計年度の売上高は209億60百万円（前連結会計年度比3.5％減)、営業利益は23

億28百万円(同25.5％減)、経常利益は25億22百万円（同26.1％減）、当期純利益は14億48百万円

（同193.8％増）となりました。なお、前連結会計年度末には投資有価証券評価損27億40百万円を特

別損失として計上したため、当連結会計年度の当期純利益は大幅増となりました。 
 

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む）。 
 

［映像製作・販売事業］ 

劇場アニメ部門では、12月に公開した映画10作目となる「ワンピースフィルム ストロングワール

ド」の興行成績が、47億円を超える大ヒットとなったことに加え、2009年３月と2010年３月にそれ

ぞれ劇場公開した「映画 プリキュアオールスターズDX」の１作目と２作目が好調に稼動したことか

ら、前連結会計年度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｣、「ドラゴンボール改」、「うちの３姉妹」、短編「マリー＆ガリー」を放映し、10月から

「怪談レストラン」及び「空中ブランコ」、２月からは「ハートキャッチプリキュア！」の放映を

開始し、放映本数としては前連結会計年度に比べ増えたものの、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「プリキュア」シリーズの映画２本とテレビシリーズや「ワ

ンピース」等、ライブラリー作品では「Dr.スランプ アラレちゃん」のDVDや９月に発売された劇場

版「銀河鉄道999」のブルーレイディスク等に加え、受注映像の制作に関する売上が大きかったもの

の、前連結会計年度に発売された「キン肉マン」 DVD-BOXに相当する大型タイトルの商品がなかっ

たため、大幅な減収となりました。 

海外部門では、「ドラゴンボール」シリーズの北米のビデオ化権や、イタリアを中心とした欧州

のテレビ放映権・ビデオ化権が好調に稼動し、また「ワンピース」のイタリアを中心とした欧州の

テレビ放映権等が堅調に推移したものの、為替の影響等もあり、全体としては大幅な減収となりま

した。 

その他部門では、携帯電話やインターネット向け等に４月より週刊少年ジャンプ原作のアニメー

ションを集めた映像配信サービス「アニメジャン」を開始し、好調に稼動したことから、大幅な増
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収となりました。 

以上により、当事業の売上高は97億62百万円（前連結会計年度比9.7％減）、営業利益は４億84百

万円（同60.1％減）となりました。 
 
［版権事業］ 

国内部門では、「ハートキャッチプリキュア！」のキャラクター玩具等の関連商品が前作を上回

る好調な出だしであったことに加え、「ワンピース」も前連結会計年度を上回ったものの、遊技機

に関する売上が減少したことから、前連結会計年度と比較して大幅な減収となりました。 

海外部門では、「ドラゴンボール」シリーズの北米のゲーム化権に関する売上が大きかった他、

イタリアの商品化権、フランスのゲーム化権等が順調に推移したことから、為替の影響はあったも

のの、大幅な増収となりました。 

以上により、当事業の売上高は67億94百万円（前連結会計年度比5.0％減)、営業利益は28億29百

万円（同1.8％減）となりました。 
 
［関連事業］ 

商品販売部門では、「プリキュア」シリーズや「ワンピース」に関連したキャンペーンやタイア

ップ商品等が好調に稼動し、特に「ワンピース」が大幅に伸びたこと等から、前連結会計年度と比

較して大幅な増収となりました。 

イベント部門では、「フレッシュプリキュア！」や「ハートキャッチプリキュア！」の催事やシ

ョーが好調に稼動し、大幅な増収となりました。 

以上により、当事業の売上高は44億38百万円（前連結会計年度比17.7％増）、営業利益は２億63

百万円（同13.1％増)となりました。 
 
（次期の見通し） 

アニメーション業界は、引き続き国内外において３D立体映像や新たな携帯端末の登場等で高い注

目を集めており、ビジネスチャンスの拡大が見込めるものの、厳しい少子化や景気回復の遅れによ

る消費の低迷が懸念されます。 

こうしたなか、当社グループは、国内においてはテレビ作品として「ハートキャッチプリキュ

ア！」、「ワンピース」、「ドラゴンボール改」等に加え、７月から国内外で大ヒットとなった

「デジモン」シリーズの最新作となる「デジモンクロスウォーズ」を投入し子ども層に向けた作品

を充実させるとともに、劇場映画では８月に「劇場版 怪談レストラン」、10月に「映画 ハートキ

ャッチプリキュア！」の公開を予定しており、ラインアップを充実させてまいります。 

商品展開については、「ハートキャッチプリキュア！」や「ワンピース」等の新作が、またDVD等

のパッケージ商品についても、映画「ワンピースフィルム ストロングワールド」や「映画 プリキ

ュアオールスターズDX２」等を中心に展開いたします。携帯やインターネット等を通じたVOD関連の

事業については、配信網を拡大してコンテンツの需要拡大に対応してまいります。 

しかしながら、前期に映画「ワンピースフィルム ストロングワールド」や「プリキュア」シリー

ズが大ヒットとなった反動や、DVDからブルーレイディスクへの移行期ということもあり、国内全体

としては前期に比べて大幅な減収を見込んでおります。 

海外においては「ドラゴンボール」等、現在展開中の主力作品の収益拡大が見込まれますが、前

期に計上した大型のゲーム化権の許諾等を見込んでおらず、全体としてはほぼ横ばいを見込んでお

ります。 

従いまして、次期の見通しといたしましては、売上高171億円、営業利益14億円、経常利益15億円、

当期純利益９億円を見込んでおります。  
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(2) 財政状態に関する分析 

(財政状態) 

［資産] 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて18.2％増加し、179億29百万円となりました。これは、現

金及び預金が20億58百万円、受取手形及び売掛金が７億30百万円それぞれ増加し、流動資産のその

他が１億44百万円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0.9％減少し、167億38百万円となりました。これは、長

期性預金が５億円増加し、ソフトウェアが１億19百万円、長期貸付金が３億４百万円、繰延税金資

産が２億33百万円それぞれ減少したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて8.1％増加し、346億68百万円となりました。 

 

[負債] 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて29.0％増加し、50億76百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金が６億３百万円、未払法人税等が８億22百万円それぞれ増加し、流動負債のその

他が２億98百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.0％減少し、８億34百万円となりました。これは、退職

給付引当金が24百万円、役員退職慰労引当金が24百万円増加し、固定負債のその他が57百万円減少

したことによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて23.7％増加し、59億10百万円となりました。 

 

[純資産] 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.4％増加し、287億57百万円となりました。これは、

利益剰余金が10億30百万円、評価・換算差額等が４億59百万円それぞれ増加したことなどによりま

す。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ25億58百万円増加し、117億96百万円となりました。 

その要因は下記の通りであります。 

なお、連結貸借対照表に掲記されている現金及び預金勘定122億96百万円との差異は、預入期間３

ヶ月超の定期預金５億円であります。 

 

［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

営業活動の結果得られた資金は、24億30百万円（前連結会計年度は26億51百万円の獲得）となり

ました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益24億80百万円、仕入債務の増加６億23百万円

であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加７億24百万円であります。なお、減価償却費３億37百

万円は、資金流出の発生しない費用であるため、キャッシュ・フロー計算書では資金増の要因とな

っております。 

 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

投資活動の結果得られた資金は、５億55百万円（前連結会計年度は12億66百万円の使用）となり

ました。収入の主な内訳は、投資有価証券の償還による収入20億円、定期預金の払戻による収入15
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億円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出13億89百万円、定期預金の預入に

よる支出15億円であります。 

 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

財務活動の結果使用した資金は、４億52百万円（前連結会計年度は３億62百万円の使用）となり

ました。これは、主に配当の支払によるものであります。 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％） 77.5 82.6 81.8 85.1 83.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 157.4 135.7 88.3 62.7 63.4 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 0.6 2.2 1.2 2.0 3.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 19,999.4 9,764.9 18,564.1 19,244.9 495,262.4 

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
※株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
※キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しております。 
※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

 
 (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様の利益確保を重要な経営目標のひとつと考え、デジタル化、多メディア化、

国際化が急速に進み、数多くのビジネスチャンスが生まれつつも競争が激化する事業環境のもと、

成長が期待される利益機会に積極的に投資し、アニメーション業界のグローバル・リーディングカ

ンパニーとしてより一層の成長を目指すことで、企業価値の増大を図っております。 

配当につきましては、継続的かつ安定的な配当の実施を基本に、中長期的な事業計画に基づく積

極的な事業展開のための内部資金の確保や業績等を総合的に勘案して、決定しております。 

当期の期末配当につきましては、当期の業績等を踏まえて、普通配当20円に特別配当10円を加え

て、１株当たり30円を予定しております。 

なお、平成23年３月期の期末配当につきましては、上記方針のもと、１株当たり20円を予定して

おります。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断し

たものであります。 

① アニメーションビジネスについて 

当社グループはアニメーションを主軸として各事業を展開しております。当社では常に高品質な

アニメーションを企画・製作することを心がけておりますが、アニメーションの人気は作品により

差異が大きく、当社の製作する作品が全てヒットするとは限りません。そのため複数の新規投入作

品が一定の成績に達しない場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

② 企業間競争について 
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アニメーション業界においては、メディアの多様化やターゲットの拡大等により展開されるコン

テンツ数が増える一方で、厳しい市場環境により、企業間での競争が激しくなってきております。

また海外においては韓国や中国企業等が力をつけてきております。当社は長年の経験と実績に裏付

けされた、優れた企画力・製作力・展開力を擁して、成長戦略を推進しておりますが、競合企業が

急速に成長した場合は、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 著作権の侵害について 

当社グループは保有するアニメーションの著作権をもとにビジネスを展開しておりますが、海賊

版や模倣品、違法配信等の権利侵害が確認されています。それらについてはケースごとに適切な対

応をとるよう努めておりますが、著作権保護を十分に受けられない場合もあります。著作権侵害に

より正規商品やサービスの売上が阻害されるのはもちろんのこと、将来における機会逸失が見込ま

れ、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 為替変動について 

当社グループの事業には、海外におけるアニメーションの製作と販売が含まれており、海外企業

(海外子会社を含む)との外貨建取引において、必要に応じて、為替予約等リスクヘッジに努めてお

りますが、急激な為替の変動等により、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能

性があります。 
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2．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

 

3．経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針 

当社の経営理念は以下の通りです。 

「世界の子どもと人々に「夢」と「希望」を与える“創発企業”となることを、目指す。 

21世紀映像世界の主軸としてのアニメーション業界No.１となることを、目指す。 

デジタル画像表現のデファクト・スタンダードの位置づけとなることを、目指す。」 

この経営理念を実現するため、当社では「より良い企画を立案し、より良い作品に仕上げて、よ

り多くの顧客を創出し、より多くのビジネスチャンスを生みだしていく」ことを経営の基本方針と

しております。 

そこで当社では「より良い企画を立案し、より良い作品に仕上げる」ために作品の企画立案から

作画、彩色、編集、撮影、録音といった、アニメーション製作の全工程をグループ内に擁しており、

また作品製作の要となる優れた人材を確保・育成しています。さらに最良の作品を製作できる環境

を構築するために、ハイビジョン放送に対応した製作工程のフルデジタル化の実現や、高速ネット

ワークの完備等、最新のデジタル技術を他社に先駆けて積極的に導入しております。 

また、「より多くの顧客を創出し、より多くのビジネスチャンスを生みだしていく」ために、ア

ニメーション作品の放送権の販売等の事業に加え、DVD化、インターネット配信、携帯向け配信、キ

ャラクター商品化、キャラクターショー等の各種事業を当社自ら展開し、作品のポテンシャルを最

大限にまで高めています。さらに、設立当初から海外市場を視野に入れていた当社は、グローバル

な視点で作品を企画し、世界各国で事業を展開しております。 

これからも当社は、今までの経験と築き上げてきた実績のもとに、国際的に通用する高品質のコ

ンテンツを作りつづける力と、蓄積されたコンテンツを活用したビジネスを展開する力を更に強化

し、真のグローバルアニメーションカンパニーを目指します。 

 
(2) 目標とする経営指標 

アニメーションビジネスは不確定要素が多く、作品により予想と結果が著しく乖離する場合があ

ります。そのため当社グループでは、事業環境の変化に対応した、作品別・事業別収支の様々な分

析をもとに、業績予想の達成を実現するための適時・的確な事業展開に努めております。このため、

特定の指標をもって経営目標とすることはしておりません。 

 
(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、厳しい事業環境下における経営理念の実現に向け、中長期的に次の５つの事業

を注力事業として取り組むとともに、新規事業の開発を図ることで、企業の更なる成長を目指して

おります。 

・「劇場用アニメーション事業」 

製作会社としてのブランド力をさらに高めるために、劇場用オリジナル作品に本格的に取り組ん
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でおります。中長期的にはテレビ用アニメーション事業に匹敵する柱に育てるべく、２Dの作品に加

えフルCGの作品はもちろんのこと、３D立体映像作品も製作進行中です。 

・「子ども向けテレビ用アニメーション事業」 

世界の子どもたちに喜んでもらえるアニメーションを創造することは当社の理念そのものです。

また、アニメーションビジネスにおいて子ども向けの市場は最大のマーケットでもあることから、

当社では重要な事業として位置づけており、引き続き当事業に注力し邁進してまいります。 

・「海外合作事業」 

日本市場向けに製作した作品を輸出し展開することはもちろんのこと、初めから海外市場を前提

に企画した作品を製作することで、海外に向けた作品供給力の強化を図っております。そのために

海外市場で力を持つ有力企業との合作に取り組んでおります。 

・「携帯端末・インターネット事業」 

継続して拡大している携帯端末・インターネット市場において、映像配信を中心に作品の価値を

最大化するさまざまな事業に挑戦しております。特に当該市場向けに新たに製作した映像作品やキ

ャラクター等も展開しており、今後新作の発表の場として期待しております。 

・「ライブラリーの活性化」 

過去に製作した作品も時代を越えた大事な財産です。平成22年３月末日現在でテレビアニメ190作、

劇場アニメ200作、その他の作品を含めて話数にして１万400話を超える膨大なライブラリー群を誇

っており、新作に匹敵するコンテンツとして積極的に活用してまいります。 

以上に加え、アニメーション事業とシナジー効果が期待できる分野での新規事業を積極的に推進

してまいります。これにより事業領域を拡大し、一方で経営の安定化も実現してまいります。 

 
(4) 会社の対処すべき課題 

アニメーション業界を取り巻く環境は、「少子化」、「ターゲットの細分化」等といった継続的

な課題に加え、厳しいテレビ放送環境やパッケージソフト市場の縮小、個人消費の減少等、深刻な

経済不況によるさまざまな影響が懸念されます。当社グループはこの厳しい競争を勝ち抜くため、

社会の変化にいち早く対応し、迅速な経営判断を行ってまいります。 

・「映画事業の推進」 

３D上映の作品がこれまでの興行記録を塗り替える等、変化が著しい映画市場に対応するため、当

社では平成21年７月に「映像企画部」を新設する等、映画事業を推進しております。平成22年３月

期においては「ワンピース」や「プリキュア」シリーズの映画でヒットを記録いたしました。平成

23年３月期は「劇場版 怪談レストラン」や「ハートキャッチプリキュア！」等の映画を公開する

予定です。 

今後の当社の基幹事業の一つとするべく、２DのみならずフルCG作品等の複数のプロジェクトが現

在進行中であります。 

・「テレビ用アニメーションの充実」 

当社のテレビ用アニメーションである「ワンピース」と「ドラゴンボール改」は高視聴率を獲得

し、「ハートキャッチプリキュア！」は女の子の人気一番を獲得しておりますが、業界全体として

は厳しい放送環境等を受け、苦戦を強いられております。テレビ用アニメーションは当社の基幹事
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業であり、厳しい事業環境を打破するためにも、平成22年７月に新作「デジモンクロスウォーズ」

を投入する等、更に基盤を磐石なものにしてまいります。 

・「新しいメディアでの挑戦」 

DVD市場は縮小が続いておりますが、その一方でハードの普及が進むブルーレイディスクや携帯端

末やインターネットでの映像配信、そして今映像世界で最も話題となっている３Dテレビ・３D映画

等の新しいメディアの市場は急速に拡大してきております。当社は平成21年10月に３D立体映像作品

「とびだす！３D東映アニメまつり」をいち早く劇場公開する等、次々と登場・拡大する新しいメデ

ィアにおいて収益機会を逸しないために、各メディアに適した作品の投入と技術の研究・開発に迅

速に取り組んでまいります。 

・「世界展開を見据えた作品の製作」 

海外市場においては、日本国内向けに製作した作品の展開が主軸ではありますが、新たな成長に

向け、世界展開を見据えた作品製作に取り組んでおります。過去にも韓国の公営放送（KBS）と組ん

だ「太極千字文」やディズニー社と組んだ「ロボディーズ風雲篇」等を製作しております。平成22

年３月にはフルCG作品の「GAIKING」と「CAPTAIN HARLOCK」の２つのプロジェクトを発表いたしま

した。その他にも各国の有力企業と準備を進めております。 

今後も海外事業の更なる拡大を図るため、世界展開を見据えた事業基盤創りと作品創りに積極的

に取り組んでまいります。 

 
(5) その他、会社の経営上重要な事項 

当該事項につきましては、別途開示しておりますコーポレート・ガバナンスに関する報告書の

「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備の状況」に記載される事項と内容が重複

しますので、記載を省略しております。 
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4．連結財務諸表 
(1)連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,237,488 12,296,076

受取手形及び売掛金 3,267,328 3,997,615

商品及び製品 186,790 110,329

仕掛品 712,513 784,297

原材料及び貯蔵品 60,514 68,420

繰延税金資産 69,670 147,135

その他 732,287 587,551

貸倒引当金 △99,486 △62,137

流動資産合計 15,167,106 17,929,287

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,955,609 2,001,901

減価償却累計額 △824,912 △903,200

建物及び構築物（純額） 1,130,697 1,098,701

機械装置及び運搬具 163,379 175,841

減価償却累計額 △124,358 △138,741

機械装置及び運搬具（純額） 39,021 37,100

土地 2,310,114 2,310,114

その他 698,391 774,653

減価償却累計額 △453,401 △551,034

その他（純額） 244,989 223,619

有形固定資産合計 3,724,822 3,669,535

無形固定資産   

ソフトウエア 363,227 244,202

電信電話専用施設利用権 1,143 1,143

無形固定資産合計 364,371 245,346

投資その他の資産   

投資有価証券 ※  8,189,313 ※  8,141,623

長期貸付金 1,432,272 1,127,911

長期預金 2,000,000 2,500,000

繰延税金資産 818,458 585,262

その他 411,645 508,903

貸倒引当金 △48,138 △39,738

投資その他の資産合計 12,803,550 12,823,963

固定資産合計 16,892,745 16,738,845

資産合計 32,059,851 34,668,133
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,324,630 2,928,184

未払法人税等 88,026 910,975

賞与引当金 212,001 225,039

その他 1,310,999 1,012,262

流動負債合計 3,935,656 5,076,462

固定負債   

退職給付引当金 480,440 505,218

役員退職慰労引当金 229,450 254,200

その他 132,725 74,784

固定負債合計 842,615 834,203

負債合計 4,778,272 5,910,665

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 21,976,330 23,006,920

自己株式 △3,605 △17,986

株主資本合計 28,249,874 29,266,084

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △627,378 △250,809

繰延ヘッジ損益 △50,905 －

為替換算調整勘定 △290,010 △257,806

評価・換算差額等合計 △968,295 △508,615

純資産合計 27,281,579 28,757,468

負債純資産合計 32,059,851 34,668,133
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(2)連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 21,718,926 20,960,952

売上原価 ※2  14,708,430 ※2  14,386,259

売上総利益 7,010,496 6,574,692

販売費及び一般管理費 ※1  3,887,253 ※1  4,246,379

営業利益 3,123,243 2,328,313

営業外収益   

受取利息 143,979 100,116

受取配当金 105,455 105,030

持分法による投資利益 67,162 4,094

その他 21,931 28,191

営業外収益合計 338,528 237,433

営業外費用   

支払利息 137 －

為替差損 47,959 41,404

その他 1,491 2,141

営業外費用合計 49,588 43,545

経常利益 3,412,183 2,522,200

特別利益   

関係会社株式売却益 － 2,629

受取賠償金 － 92,380

特別利益合計 － 95,010

特別損失   

投資有価証券評価損 2,740,070 －

ヘッジ会計終了損 － 132,485

その他 － 3,970

特別損失合計 2,740,070 136,455

税金等調整前当期純利益 672,113 2,480,755

法人税、住民税及び事業税 236,911 1,161,892

過年度法人税等 93,788 －

法人税等調整額 △194,526 △129,273

法人税等合計 136,172 1,032,618

少数株主利益 43,094 －

当期純利益 492,846 1,448,136

13

東映アニメーション㈱（4816）　平成22年３月期決算短信



(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,867,575 2,867,575

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,867,575 2,867,575

資本剰余金   

前期末残高 3,409,575 3,409,575

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,409,575 3,409,575

利益剰余金   

前期末残高 21,831,292 21,976,330

当期変動額   

剰余金の配当 △347,808 △417,546

当期純利益 492,846 1,448,136

当期変動額合計 145,037 1,030,590

当期末残高 21,976,330 23,006,920

自己株式   

前期末残高 △3,500 △3,605

当期変動額   

自己株式の取得 △104 △14,380

当期変動額合計 △104 △14,380

当期末残高 △3,605 △17,986

株主資本合計   

前期末残高 28,104,942 28,249,874

当期変動額   

剰余金の配当 △347,808 △417,546

当期純利益 492,846 1,448,136

自己株式の取得 △104 △14,380

当期変動額合計 144,932 1,016,209

当期末残高 28,249,874 29,266,084
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,274,537 △627,378

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 647,158 376,569

当期変動額合計 647,158 376,569

当期末残高 △627,378 △250,809

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △60,447 △50,905

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,541 50,905

当期変動額合計 9,541 50,905

当期末残高 △50,905 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 44,370 △290,010

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △334,381 32,204

当期変動額合計 △334,381 32,204

当期末残高 △290,010 △257,806

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,290,613 △968,295

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 322,318 459,679

当期変動額合計 322,318 459,679

当期末残高 △968,295 △508,615

少数株主持分   

前期末残高 417,255 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △417,255 －

当期変動額合計 △417,255 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 27,231,583 27,281,579

当期変動額   

剰余金の配当 △347,808 △417,546

当期純利益 492,846 1,448,136

自己株式の取得 △104 △14,380

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △94,937 459,679

当期変動額合計 49,995 1,475,889

当期末残高 27,281,579 28,757,468
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 672,113 2,480,755

減価償却費 313,654 337,324

貸倒引当金の増減額（△は減少） △911 △46,017

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,623 12,799

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,113 24,778

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,420 24,750

受取利息及び受取配当金 △249,435 △205,147

支払利息 137 －

持分法による投資損益（△は益） △67,162 △4,094

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,629

投資有価証券評価損益（△は益） 2,740,070 －

売上債権の増減額（△は増加） 550,289 △724,466

たな卸資産の増減額（△は増加） △272,508 9,285

仕入債務の増減額（△は減少） △421,601 623,548

その他 △41,299 △156,812

小計 3,271,663 2,374,074

利息及び配当金の受取額 256,932 218,303

利息の支払額 △137 △4

法人税等の支払額 △877,262 △366,972

法人税等の還付額 － 204,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,651,195 2,430,252

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 △92,341 △92,344

無形固定資産の取得による支出 △143,324 △41,939

子会社株式の取得による支出 △438,792 －

投資有価証券の取得による支出 － △1,389,019

投資有価証券の償還による収入 － 2,000,000

投資有価証券の売却による収入 － 30,749

貸付けによる支出 △840,037 △14,169

貸付金の回収による収入 314,762 166,461

定期預金の預入による支出 △1,000,000 △1,500,000

定期預金の払戻による収入 1,000,000 1,500,000

その他 △66,760 △104,510

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,266,493 555,227

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △104 △138

配当金の支払額 △349,841 △420,228

少数株主への配当金の支払額 △4,425 －

その他 △8,465 △31,745

財務活動によるキャッシュ・フロー △362,836 △452,112

現金及び現金同等物に係る換算差額 △313,282 25,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 708,582 2,558,587

現金及び現金同等物の期首残高 8,528,905 9,237,488

現金及び現金同等物の期末残高 ※  9,237,488 ※  11,796,076
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事
項 

(1) 連結子会社の数  ６社 

連結子会社名 

㈱タバック 

TOEI ANIMATION PHILS.,INC. 

TOEI ANIMATION ENTERPRISES 
LTD. 

東映アニメーション音楽出版㈱ 

TOEI ANIMATION INCORPORATED 

TOEI ANIMATION EUROPE S.A.S. 

(2) 非連結子会社は該当ありません。 

(1) 連結子会社の数  ６社 

連結子会社名 

㈱タバック 

TOEI ANIMATION PHILS.,INC. 

TOEI ANIMATION ENTERPRISES 
LTD. 

東映アニメーション音楽出版㈱ 

TOEI ANIMATION INCORPORATED 

TOEI ANIMATION EUROPE S.A.S. 

(2) 同左 

２ 持分法の適用に関する
事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 ３社 

持分法適用の関連会社名 

東映ビデオ㈱ 

㈱東映京都スタジオ 

㈱LATERNA 

(2) 持分法を適用しない関連会社はあ
りません。 

(1) 持分法適用の関連会社数 ３社 

持分法適用の関連会社名 

東映ビデオ㈱ 

㈱東映京都スタジオ 

㈱LATERNA 

(2) 同左 

３ 連結子会社の事業年度
等に関する事項 

 連結子会社のうち在外子会社である 

TOEI ANIMATION PHILS.,INC.、 

TOEI ANIMATION ENTERPRISES LTD.、 

TOEI ANIMATION INCORPORATED 及び 

TOEI ANIMATION EUROPE S.A.S. 

については、12月31日が決算日となっ
ております。 

 なお、上記４社については、同決算
日現在の財務諸表を使用しております
が、連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調整を
行っております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する
事項 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの…… 

決算日の市場価格等に基づく 

時価法（評価差額は、全部純資 

産直入法により処理し、売却原 

価は移動平均法により算定） 

時価のないもの…… 

移動平均法による原価法 

ロ デリバティブ取引により生ずる 

債権及び債務 

時価法 

ハ たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸
資産 

評価基準は原価法（収益性の低 

下による簿価切下げの方法）によ 

っております。 

製品・仕掛品…… 

個別法 

商品・原材料及び貯蔵品…… 

先入先出法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの…… 

同左 

 

時価のないもの…… 

同左 

──────────── 

 

 

ロ たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸
資産 

同左 

 

 

製品・仕掛品…… 

同左 

商品・原材料及び貯蔵品…… 

同左 

18

東映アニメーション㈱（4816）　平成22年３月期決算短信



項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する
事項 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方
法 

イ 有形固定資産（リース資産を除
く） 

当社及び国内連結子会社は、主と 

して定率法（但し、平成10年４月 

１日以降に取得した建物（附属設備 

を除く）については定額法）を採用 

し、在外連結子会社は、定額法にて 

処理しております。 

なお、主な耐用年数は以下の通り 

であります。 

建物     ３年～65年 

構築物    10年～45年 

機械装置      ８年 

工具器具備品 ２年～20年 

ロ 無形固定資産（リース資産を除
く） 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法を採用しており
ます。 

ハ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存
価額をゼロとする定額法によってお
ります。 

なお、所有権移転外ファイナン 

ス・リース取引のうち、リース取引
開始日が平成20年３月31日以前のも
のについては、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によって
おります。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方
法 

イ 有形固定資産（リース資産を除
く） 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 無形固定資産（リース資産を除
く） 

自社利用のソフトウェア 

同左 

 

 

ハ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引に係るリース資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する
事項 

 

(3) 重要な引当金の基準 

イ 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しており
ます。 

(3) 重要な引当金の基準 

イ 貸倒引当金 

同左 

 ロ 賞与引当金 

  当社及び国内連結子会社は、従業
員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、将来の支給見込額のうち
当連結会計年度の負担額を計上して
おります。 

ロ 賞与引当金 

同左 

 ハ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給付
債務の見込額に基づき計上しており
ます。 

  数理計算上の差異は、その発生し
た連結会計年度に全て損益処理を行
っております。 

ハ 退職給付引当金 

同左 

 ニ 役員退職慰労引当金 

 当社は、役員退職慰労金の支給に 

備えるため、内規に基づく当連結会 

計年度末要支給額を計上しておりま 

す。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本
邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算
日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理して
おります。なお、在外子会社の資産
及び負債、並びに収益及び費用は、
連結決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は純資産の部
における為替換算調整勘定に含めて
おります。 

ニ 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本
邦通貨への換算基準 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する
事項 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま
す。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……通貨スワップ 

ヘッジ対象……予定取引 

ハ ヘッジ方針 

社内規程に基づき、為替変動リス
クをヘッジしております。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変
動の累計を比較し、両者の変動額等
を基礎にして判断いたしますが、ヘ
ッジ手段とヘッジ対象の重要な条件
が同一である場合には、有効性評価
を省略しております。 

(6) その他連結財務諸表作成のための
重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式を採用し、控除対象外
消費税及び地方消費税は当連結会計
年度の費用として処理しておりま
す。 

──────────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) その他連結財務諸表作成のための
重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び 

負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法を採用して
おります。 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金(現金及び現金同等物)は、手
許現金、随時引出し可能な預金及び容
易に換金可能であり、且つ、価値の変
動について僅少なリスクしか負わない
取得日から３ヶ月以内に償還期限の到
来する短期投資からなっております。 

同左 
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

会計方針の変更 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、当連結会計年度より、「リー
ス取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成
５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３
月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月
18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19 
年３月30 日改正））を適用し、通常の売買取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに
ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっております。 

この変更による連結財務諸表及びセグメント情報に
与える影響は、軽微であります。 

 

──────────── 

 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20
年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、
前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記
されたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」
「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しており
ます。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含ま
れる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵
品」は、それぞれ129,757千円、416,668千円、76,853
千円であります。 

 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度において区分掲記しておりました
「支払利息」(当連結会計年度４千円)は、重要性が
乏しいため、当連結会計年度より営業外費用の「そ
の他」に含めることといたしました。 

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました
「投資有価証券評価損」(当連結会計年度3,970千円)
は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、
当連結会計年度より特別損失の「その他」に含める
ことといたしました。 

（連結キャッシュフロー計算書） 

１ 前連結会計年度において区分掲記しておりました
「支払利息」(当連結会計年度４千円)は、重要性が
乏しいため、当連結会計年度より営業活動によるキ
ャッシュフローの「その他」に含めることといたし
ました。 

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました
「投資有価証券評価損益」(当連結会計年度3,970千
円)は、重要性が乏しいため、当連結会計年度より営
業活動によるキャッシュフローの「その他」に含め
ることといたしました。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

※ 関連会社に対する株式の金額は、次の通りでありま
す。 
投資有価証券（株式） 2,195,703千円 
  

※ 関連会社に対する株式の金額は、次の通りでありま
す。 
投資有価証券（株式） 2,161,014千円 
 

 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 
 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する
費用のおおよその割合は39％であり、一般管理費
に属する費用のおおよその割合は61％でありま
す。販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
は、次の通りであります。 
１ 人件費 1,101,915千円 
２ 広告宣伝費 432,380  
３ 賞与引当金繰入額 110,119  
４ 貸倒引当金繰入額 12,725  
５ 退職給付費用 70,284  
６ 役員退職慰労引当金繰入額 27,826  

  

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 
 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する
費用のおおよその割合は43％であり、一般管理費
に属する費用のおおよその割合は57％でありま
す。販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
は、次の通りであります。 
１ 人件費 1,231,683千円 
２ 広告宣伝費 638,111  
３ 賞与引当金繰入額 119,053  
４ 貸倒引当金繰入額 43,944  
５ 退職給付費用 50,170  
６ 役員退職慰労引当金繰入額 24,750  

  
※２ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性
の低下による簿価切下額 

売上原価           154,436千円 

※２ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性
の低下による簿価切下額 

売上原価           241,805千円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式 (株) 14,000,000 － － 14,000,000 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式 (株) 87,644 72 － 87,716 

（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
単元未満株式の買取による増加           72株 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(千円) 

１株当たり配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

普通配当 20 平成20年６月25日 
定時株主総会 普通株式 349,996 

特別配当 5 
平成20年３月31日 平成20年６月26日 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
(千円) 

１株当たり配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

普通配当 20 平成21年６月24日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 419,993 

特別配当 10 
平成21年３月31日 平成21年６月25日 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式 (株) 14,000,000 － － 14,000,000 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式 (株) 87,716 7,597 － 95,313 

（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
単元未満株式の買取による増加          100株 
持分法適用関連会社の当社株式取得による増加  7,497株 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(千円) 

１株当たり配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

普通配当 20 平成21年６月24日 
定時株主総会 普通株式 419,993 

特別配当 10 
平成21年３月31日 平成21年６月25日 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
(千円) 

１株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日 

普通配当 20 平成22年６月25日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 419,990 

特別配当 10 
平成22年３月31日 平成22年６月28日 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 10,237,488千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △1,000,000  

現金及び現金同等物 9,237,488  

  

現金及び預金勘定 12,296,076千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △500,000  

現金及び現金同等物 11,796,076  
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セグメント情報 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
映像製作・ 
販売事業 
(千円) 

版権事業 
(千円) 

関連事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

 (1)外部顧客に 
対する売上高 10,807,853 7,142,693 3,768,379 21,718,926 － 21,718,926 

 (2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 3,127 11,840 3,540 18,508 (18,508) － 

計 10,810,981 7,154,534 3,771,920 21,737,435 (18,508) 21,718,926 

 営業費用 9,596,565 4,273,894 3,538,847 17,409,306 1,186,376 18,595,683 

 営業利益 1,214,415 2,880,640 233,072 4,328,128 (1,204,885) 3,123,243 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出       

 資産 6,579,752 2,904,322 610,854 10,094,929 21,964,922 32,059,851 

 減価償却費 181,059 14,764 － 195,823 117,830 313,654 

 資本的支出 200,142 28,299 － 228,442 42,724 271,167 

(注) １ 事業区分の方法 
事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な品目 

事業区分 主要品目 

映像製作・販売事業 
劇場アニメ作品・テレビアニメ作品・オリジナルビデオ作品・ 
パッケージビデオソフト 

版権事業 商品化権 

関連事業 各種キャラクター商品・イベント及び催事 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当連結会計年度で
1,225,250千円であり、その主なものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度で21,964,922千円であり
ます。その主なものは、当社での運用資金等(現金及び投資有価証券)、管理部門に係る資産等でありま
す。 

５ 会計処理の方法の変更 
（リース取引に関する会計基準の適用） 
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、当連結会計年度から、
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部
会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））
を適用しております。この変更による各セグメントに与える影響は軽微であります。 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
映像製作・ 
販売事業 
(千円) 

版権事業 
(千円) 

関連事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

 (1)外部顧客に 
対する売上高 9,741,466 6,781,822 4,437,663 20,960,952 － 20,960,952 

 (2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 21,399 12,666 503 34,568 (34,568) － 

計 9,762,865 6,794,488 4,438,167 20,995,520 (34,568) 20,960,952 

 営業費用 9,278,667 3,965,014 4,174,561 17,418,243 1,214,395 18,632,638 

 営業利益 484,197 2,829,474 263,606 3,577,277 (1,248,964) 2,328,313 

Ⅱ 資産、減価償却費及び  
資本的支出       

 資産 6,651,651 3,267,278 895,263 10,814,193 23,853,939 34,668,133 

 減価償却費 203,030 13,351 － 216,381 120,942 337,324 

 資本的支出 140,606 7,647 － 148,253 13,206 161,460 

(注) １ 事業区分の方法 
事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な品目 

事業区分 主要品目 

映像製作・販売事業 
劇場アニメ作品・テレビアニメ作品・オリジナルビデオ作品・ 
パッケージビデオソフト 

版権事業 商品化権 

関連事業 各種キャラクター商品・イベント及び催事 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当連結会計年度で
1,248,966千円であり、その主なものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度で23,853,939千円であり
ます。その主なものは、当社での運用資金等(現金及び投資有価証券)、管理部門に係る資産等でありま
す。 
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２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

ヨーロッパ 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

 (1)外部顧客に 
対する売上高 20,813,714 548,064 343,845 13,302 21,718,926 － 21,718,926 

 (2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 610,524 356,630 74,810 272,798 1,314,764 (1,314,764) － 

計 21,424,239 904,694 418,656 286,101 23,033,691 (1,314,764) 21,718,926 

  営業費用 17,411,094 765,700 386,069 166,652 18,729,517 (133,834) 18,595,683 

  営業利益 4,013,144 138,993 32,586 119,449 4,304,173 (1,180,930) 3,123,243 

Ⅱ 資産 7,740,923 1,478,512 435,995 439,498 10,094,929 21,964,922 32,059,851 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は以下の通りであります。 
アジア：フィリピン、香港 
北米：アメリカ 
ヨーロッパ：フランス 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の「注３」及び「注
４」と同一であります。 

４ 会計処理の方法の変更 
（リース取引に関する会計基準の適用） 
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、当連結会計年度から、
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部
会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））
を適用しております。この変更による各セグメントに与える影響は軽微であります。 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
日本 
(千円) 

アジア 
(千円) 

北米 
(千円) 

ヨーロッパ 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

 (1)外部顧客に 
対する売上高 20,319,832 352,104 280,827 8,186 20,960,952 － 20,960,952 

 (2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 391,081 352,868 195,888 216,322 1,156,161 (1,156,161) － 

計 20,710,914 704,973 476,716 224,509 22,117,113 (1,156,161) 20,960,952 

  営業費用 17,470,746 626,883 270,631 185,816 18,554,077 78,561 18,632,638 

  営業利益 3,240,167 78,090 206,084 38,693 3,563,035 (1,234,722) 2,328,313 

Ⅱ 資産 8,524,157 1,450,800 370,411 468,824 10,814,193 23,853,939 34,668,133 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は以下の通りであります。 
アジア：フィリピン、香港 
北米：アメリカ 
ヨーロッパ：フランス 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の「注３」及び「注
４」と同一であります。 
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３ 海外売上高 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 アジア ヨーロッパ 南北アメリカ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,048,285 1,833,078 1,084,466 3,965,829 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 21,718,926 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 4.8 8.5 5.0 18.3 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 アジア ヨーロッパ 南北アメリカ 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 798,686 1,507,378 1,751,342 4,057,407 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 20,960,952 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 3.8 7.2 8.4 19.4 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
２ 各区分に属する主な国又は地域は以下の通りであります。 
アジア：台湾、韓国、香港 
ヨーロッパ：ドイツ、イタリア、フランス、スペイン 
南北アメリカ；アメリカ、メキシコ、ブラジル 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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関連当事者情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基

準適用指針第13号）を適用しております。 

なお、これによる開示対象範囲に変更はございません。 

 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等 

種類 
会社等 
の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

親会社 東映㈱ 東京都
中央区 11,707,092 映画の製作及び配給 

(被所有) 
直接 33.8 
間接 3.4 

当社劇場作品配給・
テレビアニメ作品放
映権等の販売 
役員の兼務 

アニメ作品
放映権等の
販売 

4,131,190 売掛金 646,377 

（注）１ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

［劇場アニメ作品の販売］ 

その他の取引先であるグループ外企業（作品製作代金の出資企業）と同条件であります。 

［テレビシリーズアニメ作品放映権の販売］ 

同社との間で販売業務委託契約を締結、最終需要者である放送局への販売価格から３％の手数料を控除した額を同社から受領

しております。 

［ビデオ化権の販売］ 

同社との間で販売業務委託契約を締結、販売価格から経費を差引いた金額から20％の手数料を控除した額を同社から受領して

おります。 

（イ）連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

種類 
会社等 
の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

関連会社 東映ビデ
オ㈱ 

東京都
中央区 27,000 映 像 製

作・販売 
(所有) 
直接 25.0 

当社作品のパッケ
ージビデオの販売 
役員の兼務 

アニメ作品パ
ッケージビデ
オの販売 

2,160,326 売掛金 381,063 

（注）１ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

その他の取引先であるグループ外企業と同条件であります。 

（ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

種類 
会社等 
の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

資金の貸付 800,000 短期貸付金 148,900 同一の親会社
を持つ会社 

㈱ティ・
ジョイ 

東京都
中央区 3,000,000 

映画館の
運営及び
配給 

(所有) 
直接 3.3 
間接 0.8 

資金の貸付
役員の兼務 

資金の回収 300,000 長期貸付金 1,351,100 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の貸付については、市場金利を勘案して金利を決定しております。 

 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 
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２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1)親会社情報 

金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等 

種類 
会社等 
の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

親会社 東映㈱ 東 京 都
中央区 11,707,092 映画の製作及び配給 

(被所有) 
直接 33.3 
間接 6.2 

当社劇場作品配給・
テレビアニメ作品放
映権等の販売 
役員の兼務 

アニメ作品
放映権等の
販売 

4,384,212 売掛金 850,209 

（注）１ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

［劇場アニメ作品の販売］ 

その他の取引先であるグループ外企業（作品製作代金の出資企業）と同条件であります。 

［テレビシリーズアニメ作品放映権の販売］ 

同社との間で販売業務委託契約を締結、最終需要者である放送局への販売価格から３％の手数料を控除した額を同社から受領

しております。 

［ビデオ化権の販売］ 

同社との間で販売業務委託契約を締結、販売価格から経費を差引いた金額から20％の手数料を控除した額を同社から受領して

おります。 

（イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

種類 
会社等 
の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

短期貸付金 301,200 同一の親会社
を持つ会社 

㈱ティ・
ジョイ 

東京都
中央区 3,000,000 

映画館の
運営及び
配給 

(所有) 
直接 3.3 
間接 0.8 

資金の貸付
役員の兼務 資金の回収 148,900 

長期貸付金 1,049,900 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の貸付については、市場金利を勘案して金利を決定しております。 

 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

 

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 
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税効果会計関係 
前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 
（繰延税金資産）   

① 流動資産   

  賞与引当金 83,041千円 
  たな卸資産評価損 54,057
  未払事業税 7,116  

  貸倒引当金 26,230  

  未払事業所税 4,156  

  その他 15,141  

  計 189,744  

  繰延税金負債(流動)との相殺 △120,073
  繰延税金資産(流動)の純額 69,670
② 固定資産 
  投資有価証券評価損 28,616千円 
  その他有価証券評価差額金 461,321 
  退職給付引当金 194,965 
  償却資産の償却限度超過額 60,104 
  ゴルフ会員権評価損 33,869 
  役員退職慰労引当金 93,363 
  長期デリバティブ債務 30,851 
  その他 14,875 
  小計 917,968 
  評価性引当額 △88,048 
  計 829,919 
  繰延税金負債(固定)との相殺 △11,461 
  繰延税金資産(固定)の純額 818,458 
  繰延税金資産合計 888,129 
（繰延税金負債）   
① 流動負債   
  貸倒引当金調整 118千円 
  連結修正に係る税効果 112,703 
  未収還付事業税 7,251 
  計 120,073 
  繰延税金資産(流動)との相殺 △120,073 
  繰延税金負債(流動)の純額 － 
② 固定負債  
  在外子会社の留保利益の配当
に係る税効果会計の適用 11,461千円 

  計 11,461  

  繰延税金資産(固定)との相殺 △11,461  

  繰延税金負債(固定)の純額 －  

  繰延税金負債合計 －  

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 
（繰延税金資産）   

① 流動資産   

  賞与引当金 90,768千円 
  たな卸資産評価損 96,975
  未払事業税 79,229
  貸倒引当金 21,606
  未払事業所税 4,201
  その他 15,422
  計 308,203
  繰延税金負債(流動)との相殺 △161,068
  繰延税金資産(流動)の純額 147,135
② 固定資産  
  投資有価証券評価損 28,616千円 
  その他有価証券評価差額金 211,038 
  退職給付引当金 204,980 
  償却資産の償却限度超過額 90,099 
  ゴルフ会員権評価損 30,268 
  役員退職慰労引当金 103,433 
  その他 8,601 
  小計 677,039 
  評価性引当額 △79,875 
  計 597,163 
  繰延税金負債(固定)との相殺 △11,901 
  繰延税金資産(固定)の純額 585,262 
  繰延税金資産合計 732,397 
（繰延税金負債）  
① 流動負債  
  貸倒引当金調整 117千円 
  連結修正に係る税効果 160,950 
  計 161,068 
  繰延税金資産(流動)との相殺 △161,068 
  繰延税金負債(流動)の純額 － 
② 固定負債  
  在外子会社の留保利益の配当
に係る税効果会計の適用 11,697千円 

  その他 204  

  計 11,901  

  繰延税金資産(固定)との相殺 △11,901  

  繰延税金負債(固定)の純額 －  

  繰延税金負債合計 －  
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前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
法定実効税率 40.69 ％
（調整）   

 交際接待費損金不算入 4.72  

 受取配当金益金不算入 △3.76  

 過年度法人税等 13.95  

 持分法による投資利益 △4.07  

 在外子会社留保利益金課税 6.06  
 在外子会社留保利益金に係る繰延税
金負債取崩 △32.40  

 在外子会社税率差異 △5.68  

 その他 0.75  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.26  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
るため、注記を省略しております。  
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１株当たり情報 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,960円97銭 

１株当たり当期純利益金額 35円42銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式がないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 2,068円18銭 

１株当たり当期純利益金額 104円09銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式がないため記載しておりません。 

    
(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額 27,281,579千円 28,757,468千円 

純資産の部の合計額から控除する金額 － － 

普通株式に係る期末の純資産額 27,281,579千円 28,757,468千円 

普通株式の発行済株式数 14,000,000株 14,000,000株 

普通株式の自己株式数 87,716株 95,313株 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数 13,912,284株 13,904,686株 

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 492,846千円 1,448,136千円 

普通株主に帰属しない金額 － － 

普通株式に係る当期純利益 492,846千円 1,448,136千円 

普通株式の期中平均株式数 13,912,348株 13,911,238株 

 

重要な後発事象 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

開示の省略 

リース取引、金融商品、退職給付、有価証券関係に関する注記事項は、決算短信における開示の必要

性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。なお、デリバティブ取引、ストック・オプ

ション、企業結合等、賃貸等不動産については該当事項がありません。 
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5．個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,382,950 10,286,514

受取手形 40,663 71,731

売掛金 ※  2,733,619 ※  3,341,464

商品及び製品 184,948 108,854

仕掛品 699,746 778,602

原材料及び貯蔵品 57,320 65,576

繰延税金資産 169,738 292,309

短期貸付金 － 307,664

その他 644,685 175,875

貸倒引当金 △77,798 △58,234

流動資産合計 12,835,874 15,370,358

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,667,071 1,701,828

減価償却累計額 △701,241 △764,774

建物（純額） 965,829 937,054

構築物 19,564 19,564

減価償却累計額 △11,839 △12,598

構築物（純額） 7,725 6,966

機械及び装置 36,194 36,194

減価償却累計額 △34,681 △35,076

機械及び装置（純額） 1,512 1,117

工具、器具及び備品 563,946 568,711

減価償却累計額 △417,552 △475,431

工具、器具及び備品（純額） 146,394 93,280

土地 2,310,114 2,310,114

リース資産 86,877 156,457

減価償却累計額 △8,602 △39,644

リース資産（純額） 78,274 116,813

有形固定資産合計 3,509,851 3,465,346

無形固定資産   

ソフトウエア 361,894 243,497

電信電話専用施設利用権 1,143 1,143

無形固定資産合計 363,038 244,640

投資その他の資産   

投資有価証券 4,838,553 4,489,551

関係会社株式 1,944,989 2,280,729

長期貸付金 1,351,100 1,049,900

従業員に対する長期貸付金 81,172 78,011

関係会社長期貸付金 3,982 －

長期預金 2,000,000 2,500,000

会員権 83,468 75,068

保険積立金 256,613 345,564

繰延税金資産 819,164 579,518
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

その他 24,829 26,328

貸倒引当金 △45,988 △37,588

投資その他の資産合計 11,357,886 11,387,084

固定資産合計 15,230,776 15,097,071

資産合計 28,066,650 30,467,429

負債の部   

流動負債   

支払手形 156,226 160,718

買掛金 ※  2,059,093 ※  2,817,621

リース債務 21,507 41,911

未払金 ※  185,107 ※  231,933

未払費用 80,027 81,336

未払法人税等 － 849,599

前受金 628,899 400,023

預り金 301,150 156,244

賞与引当金 191,000 207,045

その他 40,200 37,474

流動負債合計 3,663,212 4,983,909

固定負債   

リース債務 56,903 74,784

退職給付引当金 452,803 472,881

役員退職慰労引当金 229,450 254,200

その他 75,821 －

固定負債合計 814,979 801,866

負債合計 4,478,192 5,785,775

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,867,575 2,867,575

資本剰余金   

資本準備金 3,409,575 3,409,575

資本剰余金合計 3,409,575 3,409,575

利益剰余金   

利益準備金 94,500 94,500

その他利益剰余金 17,940,573 18,618,187

別途積立金 4,100,000 4,100,000

繰越利益剰余金 13,840,573 14,518,187

利益剰余金合計 18,035,073 18,712,687

自己株式 △433 △572

株主資本合計 24,311,789 24,989,264

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △672,425 △307,610

繰延ヘッジ損益 △50,905 －

評価・換算差額等合計 △723,331 △307,610

純資産合計 23,588,458 24,681,654

負債純資産合計 28,066,650 30,467,429
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(2)損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

映像製作・販売収入 10,461,181 9,458,159

版権収入 6,710,208 6,285,393

商品売上高 3,309,019 3,901,768

イベント収入 462,900 536,398

売上高合計 ※2  20,943,309 ※2  20,181,719

売上原価   

映像製作・販売原価 8,114,489 7,519,566

版権収入原価 3,714,202 3,425,868

商品売上原価 3,042,197 3,573,873

イベント収入原価 277,762 323,214

売上原価合計 ※3  15,148,652 ※3  14,842,521

売上総利益 5,794,657 5,339,197

販売費及び一般管理費 ※1  3,224,581 ※1  3,625,128

営業利益 2,570,076 1,714,069

営業外収益   

受取利息 117,967 92,725

受取配当金 ※2  136,189 ※2  158,868

その他 15,310 19,322

営業外収益合計 269,467 270,916

営業外費用   

支払利息 137 －

為替差損 54,152 41,352

その他 1,186 453

営業外費用合計 55,476 41,805

経常利益 2,784,067 1,943,180

特別利益   

関係会社株式売却益 － ※2  30,489

受取賠償金 － 92,380

特別利益合計 － 122,870

特別損失   

投資有価証券評価損 2,740,070 －

ヘッジ会計終了損 － 132,485

その他 － 3,970

特別損失合計 2,740,070 136,455

税引前当期純利益 43,997 1,929,595

法人税、住民税及び事業税 72,915 1,000,120

過年度法人税等 93,788 －

法人税等調整額 1,736 △168,132

法人税等合計 168,440 831,988

当期純利益又は当期純損失（△） △124,443 1,097,607
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売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 映像製作・販売原価      

 1.材料費  47,596  58,582  

 2.労務費  1,385,471  1,342,645  

 3.経費 ※2 3,889,753  4,231,054  

  当期総製作費  5,322,822  5,632,281  

  期首仕掛品たな卸高  293,222  557,043  

  合計  5,616,044  6,189,325  

  期末仕掛品たな卸高  557,043  566,781  

  他勘定振替高 ※3 590,389  904,262  

  当期製品製作原価  4,468,612  4,718,281  

  期首製品たな卸高  4,500  87,500  

  合計  4,473,112  4,805,781  

  期末製品たな卸高  87,500  60,988  

  製品原価  4,385,612  4,744,792  

  コンテンツ事業原価 ※4 2,375,181  1,474,838  

  フィルム輸出原価 ※4 961,953  811,603  

  その他原価 ※4 391,741  488,332  

  映像製作・販売原価  8,114,489 53.6  7,519,566 50.7  

Ⅱ 版権収入原価      

  版権原価  3,714,202  3,425,868  

  版権収入原価  3,714,202 24.5  3,425,868 23.1  

Ⅲ 商品売上原価      

  当期商品仕入高  3,019,820  3,578,460  

  期首商品たな卸高  33,577  11,200  

  合計  3,053,398  3,589,661  

  期末商品たな卸高  11,200  15,788  

  商品売上原価  3,042,197 20.1  3,573,873 24.1  
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前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅳ イベント収入原価      

  当期総費用  203,644  315,178  

  期首仕掛品及び製品 
たな卸高  109,220  35,102  

  合計  312,864  350,280  

  期末仕掛品及び製品 
たな卸高  35,102  27,066  

  イベント原価  277,762  323,214  

  イベント収入原価  277,762 1.8  323,214 2.1  

  売上原価  15,148,652 100.0  14,842,521 100.0  

      

 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１  原価計算の方法は、実際個別原価計算によって
おります。 

  

１  原価計算の方法は、実際個別原価計算によって
おります。 

  
※２ 経費のうち主要な費目及び金額 
 外注費 2,691,987千円 
  

※２ 経費のうち主要な費目及び金額 
 外注費 2,995,061千円 
  

※３ 他勘定振替高の内容は、次の通りであります。 
 コンテンツ事業原価 524,799千円 
 版権収入原価 10,008  

 販売費及び一般管理費 31,617  

 商品及び製品 23,963  
  

※３ 他勘定振替高の内容は、次の通りであります。 
 コンテンツ事業原価 830,737千円 
 版権収入原価 7,525  

 販売費及び一般管理費 55,919  

 商品及び製品 10,079  
  

※４ 製作途中にある期首期末の仕掛品（パッケージ
製作費、マスター製作費等）、商品及び製品を加
減算しております。 

  

※４ 製作途中にある期首期末の仕掛品（パッケージ
製作費、マスター製作費等）、商品及び製品を加
減算しております。 
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,867,575 2,867,575

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,867,575 2,867,575

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,409,575 3,409,575

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,409,575 3,409,575

資本剰余金合計   

前期末残高 3,409,575 3,409,575

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,409,575 3,409,575

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 94,500 94,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 94,500 94,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,800,000 4,100,000

当期変動額   

別途積立金の積立 300,000 －

当期変動額合計 300,000 －

当期末残高 4,100,000 4,100,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 14,615,012 13,840,573

当期変動額   

剰余金の配当 △349,996 △419,993

別途積立金の積立 △300,000 －

当期純利益又は当期純損失（△） △124,443 1,097,607

当期変動額合計 △774,439 677,613

当期末残高 13,840,573 14,518,187

利益剰余金合計   

前期末残高 18,509,512 18,035,073

当期変動額   

剰余金の配当 △349,996 △419,993

別途積立金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △124,443 1,097,607

当期変動額合計 △474,439 677,613

当期末残高 18,035,073 18,712,687
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △328 △433

当期変動額   

自己株式の取得 △104 △138

当期変動額合計 △104 △138

当期末残高 △433 △572

株主資本合計   

前期末残高 24,786,334 24,311,789

当期変動額   

剰余金の配当 △349,996 △419,993

当期純利益又は当期純損失（△） △124,443 1,097,607

自己株式の取得 △104 △138

当期変動額合計 △474,544 677,474

当期末残高 24,311,789 24,989,264

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,352,313 △672,425

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 679,888 364,814

当期変動額合計 679,888 364,814

当期末残高 △672,425 △307,610

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △60,447 △50,905

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,541 50,905

当期変動額合計 9,541 50,905

当期末残高 △50,905 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,412,760 △723,331

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 689,429 415,720

当期変動額合計 689,429 415,720

当期末残高 △723,331 △307,610

純資産合計   

前期末残高 23,373,573 23,588,458

当期変動額   

剰余金の配当 △349,996 △419,993

当期純利益又は当期純損失（△） △124,443 1,097,607

自己株式の取得 △104 △138

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 689,429 415,720

当期変動額合計 214,884 1,093,195

当期末残高 23,588,458 24,681,654
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準
及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの…… 

決算日の市場価格等に基づく時 

価法(評価差額は、全部純資産直入 

法により処理し、売却原価は移動平 

均法により算定) 

時価のないもの…… 

移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

時価のあるもの…… 

同左 

 

時価のないもの…… 

同左 

２ デリバティブ等の評
価基準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

──────────── 

３ たな卸資産の評価基
準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法(収益性の低下によ
る簿切下げの方法)によっております。 

製品・仕掛品…… 

個別法 

商品・原材料及び貯蔵品…… 

先入先出法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

同左 

 

製品・仕掛品…… 

同左 

商品・原材料及び貯蔵品…… 

同左 

４ 固定資産の減価償却
の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法(但し、平成10年４月１日以
降に取得した建物(附属設備を除く)に
ついては定額法)を採用しておりま
す。 

なお、主な耐用年数は以下の通りで
あります。 

建物         ３年～65年 

構築物        10年～45年 

機械及び装置        ８年 

工具、器具及び備品  ２年～20年 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 

 

 (2)無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間(５年)に基
づく定額法を採用しております。 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウェア 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

４ 固定資産の減価償却
の方法 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価
額をゼロとする定額法によっておりま
す。 

なお、所有権移転外ファイナンス・
リース取引のうち、リース取引開始日
が平成20年３月31日以前のものについ
ては、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産 

同左 

５ 外貨建の資産及び負
債の本邦通貨への換
算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直
物為替相場により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理しております。 

同左 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出
に充てるため、将来の支給見込額のう
ち当事業年度のの負担額を計上してお
ります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当
事業年度末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。数理
計算上の差異は、その発生した事業年
度に全て損益処理を行っております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に備えるた
め、内規に基づく期末要支給額を計上
しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

なお、振当て処理の要件を充たしてい
る場合には振当て処理を採用しており
ます。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……通貨スワップ 

ヘッジ対象……予定取引、買掛金 

(3) ヘッジ方針 

社内規程に基づき、為替変動リスクを
ヘッジしております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計を比較し、両者の変動額等を基礎
にして判断いたしますが、ヘッジ手段
とヘッジ対象の重要な条件が同一であ
る場合には、有効性評価を省略してお
ります。 

──────────── 

 

８ その他財務諸表作成
のための基本となる
重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式を採用し、控除対象外消費税
及び地方消費税は当事業年度の費用と
して処理しております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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(6) 重要な会計方針の変更 

会計方針の変更 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、当事業年度より、「リース取
引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年
６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30
日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日
（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３
月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に
準じた会計処理によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ちリース取引開始日が平成20年３月31日以前のものにつ
いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。 

この変更による財務諸表への影響は軽微でありま
す。 

──────────── 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（貸借対照表） 

１ 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成
20年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴
い、前事業年度において「商品」「製品」として掲
記されていたものは、当事業年度から「商品及び製
品」として一括して掲記しております。また、「貯
蔵品」として掲記されていたものは、当事業年度か
ら「原材料及び貯蔵品」として掲記しております。 

なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」は
それぞれ33,740千円、151,207千円であります。 

２ 前事業年度において区分掲記しておりました「短
期貸付金」(当事業年度163,744千円)は、総資産額の
100分の１以下となったため、当事業年度より流動資
産の「その他」に含めることといたしました。 

３ 前事業年度において区分掲記しておりました「差
入保証金」(当事業年度19,629千円)は、重要性が乏
しいため、当事業年度より投資その他の資産の「そ
の他」に含めることといたしました。 

  

（貸借対照表） 

前事業年度において流動資産のその他に含めており
ました「短期貸付金」(前事業年度163,744千円)は、総
資産額の100分の１を越えたため、当事業年度より区分
掲記することといたしました。 

 

（損益計算書） 

１ 前事業年度において区分掲記しておりました「支払
利息」(当事業年度４千円)は、重要性が乏しいた
め、当事業年度より営業外費用の「その他」に含め
ることといたしました。 

２ 前事業年度において区分掲記しておりました「投
資有価証券評価損」(当事業年度3,970千円)は、特別
損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年
度より特別損失の「その他」に含めることといたし
ました。 
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

※ 関係会社に対する債権・債務 

売掛金 1,383,758千円 
買掛金 336,255  
未払金 11,093  

※ 関係会社に対する債権・債務 

売掛金 1,038,362千円 
買掛金 516,011  
未払金 27,098  

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する
費用のおおよその割合は47％であり、一般管理費
に属する費用のおおよその割合は53％でありま
す。販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
は、次の通りであります。 

人件費 889,065千円 
賞与引当金繰入額 88,038  
退職給付費用 64,838  
役員報酬 172,781  
法定福利及び厚生費 209,351  
減価償却費 171,751  
支払手数料 238,141  
業務委託費 147,753  
広告宣伝費 399,695  
役員退職慰労引当金繰入額 27,826  

 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する
費用のおおよその割合は51％であり、一般管理費
に属する費用のおおよその割合は49％でありま
す。販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
は、次の通りであります。 

人件費 984,237千円 
賞与引当金繰入額 102,986  
退職給付費用 45,469  
役員報酬 166,143  
法定福利及び厚生費 230,211  
減価償却費 175,710  
支払手数料 194,486  
業務委託費 212,826  
広告宣伝費 614,842  
役員退職慰労引当金繰入額 24,750  

 
※２ 関係会社との取引 

売上高 6,964,896千円 
受取配当金 62,234  

 

※２ 関係会社との取引 

売上高 5,201,950千円 
受取配当金 85,338  
関係会社株式売却益 30,489  

 
※３ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性

の低下による簿価切下額 

売上原価 154,436千円 
 

※３ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性
の低下による簿価切下額 

売上原価 240,318千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

 普通株式 (株) 144 72 － 216 

（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
単元未満株式の買取による増加      72株 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

 普通株式 (株) 216 100 － 316 

（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
単元未満株式の買取による増加     100株 

 

 

有価証券関係 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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税効果会計関係 

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（繰延税金資産）   

① 流動資産   

  賞与引当金 77,717千円 
  たな卸資産評価損 54,057
  貸倒引当金 26,230  

  その他 18,725  

  計 176,730  

  繰延税金負債(流動)との相殺 △6,991  

  繰延税金資産(流動)の純額 169,738  

② 固定資産 
  投資有価証券評価損 28,616千円 
  退職給付引当金 184,245
  その他有価証券評価差額金 461,321 
  償却資産の償却限度超過額 60,341 
  ゴルフ会員権評価損 33,869 
  役員退職慰労引当金 93,363 
  長期デリバティブ債務 30,851 
  その他 1,944 
  小計 894,554 
  評価性引当額 △75,389 
  計 819,164 
  繰延税金負債(固定)との相殺 － 
  繰延税金資産(固定)の純額 819,164 
  繰延税金資産合計 988,903 
（繰延税金負債）  
① 流動負債  
  未収還付事業税 6,991千円 
  計 6,991 
  繰延税金資産(流動)との相殺 △6,991 
  繰延税金負債(流動)の純額 － 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（繰延税金資産）   

① 流動資産   

  賞与引当金 84,246千円 
  未払事業税 73,753
  たな卸資産評価損 96,975
  貸倒引当金 21,606
  その他 15,728
  計 292,309
  繰延税金負債(流動)との相殺 －
  繰延税金資産(流動)の純額 292,309 

② 固定資産  

  投資有価証券評価損 28,616 千円 
  退職給付引当金 192,415 
  その他有価証券評価差額金 211,038 
  償却資産の償却限度超過額 90,462 
  ゴルフ会員権評価損 30,268 
  役員退職慰労引当金 103,433 
  その他 1,944 
  小計 658,179 
  評価性引当額 △78,661 
  計 579,518 
  繰延税金負債(固定)との相殺 － 
  繰延税金資産(固定)の純額 579,518 
  繰延税金資産合計 871,828 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.69％
（調整）  
 交際接待費損金不算入 72.13  
 海外子会社留保利益金課税 92.61  
 評価性引当額の増減 15.70  
 受取配当金益金不算入 △57.40  
 過年度法人税等 213.15  
 その他 5.94  
税効果会計適用後の法人税等の負担率 382.82  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.69 ％
（調整）   
 交際接待費損金不算入 2.01  
 海外子会社留保利益金課税 1.27  
 受取配当金益金不算入 △1.45  
 その他 0.61  
税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.12  
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１株当たり情報 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,684円91銭 

１株当たり当期純損失金額(△) △8円88銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、１株当たり当期純損失が計上されており、
潜在株式も存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,763円01銭 

１株当たり当期純利益金額 78円40銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式がないため記載しておりません。 
 

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
前事業年度末 

(平成21年３月31日) 
当事業年度末 

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額 23,588,458千円 24,681,654千円 

純資産の部の合計額から控除する金額 － － 

普通株式に係る期末の純資産額 23,588,458千円 24,681,654千円 

普通株式の発行済株式数 14,000,000株 14,000,000株 

普通株式の自己株式数 216株 316株 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数 13,999,784株 13,999,684株 

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△) △124,443千円 1,097,607千円 

普通株主に帰属しない金額 － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) △124,443千円 1,097,607千円 

普通株式の期中平均株式数 13,999,848株 13,999,723株 

 

重要な後発事象 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

6．その他 

(1) 役員の異動 

現在のところ未定であります。 
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