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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

当社は、平成23年４月１日付で、事業のすべてを子会社である旧株式会社フォトロン企画（現株式会社フォトロン）に移管する吸収分割、及び当社を存続会社と
して、親会社である旧株式会社イマジカ・ロボット ホールディングスとの吸収合併を行いました。 このため、対前年同四半期増減率につきましては記載を省略し
ております。なお、同日付で当社の商号を株式会社フォトロンから株式会社イマジカ・ロボット ホールディングスに変更しております。 

(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 ％

24年3月期第1四半期 10,905 ― 464 ― 462 ― 341 ―
23年3月期第1四半期 1,489 ― 102 ― 67 ― △22 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 383百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △31百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 8.66 ―
23年3月期第1四半期 △3.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 40,158 21,566 53.3
23年3月期 4,989 3,784 73.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  21,423百万円 23年3月期  3,651百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
当社は、平成23年４月１日付で、事業のすべてを子会社である旧株式会社フォトロン企画（現株式会社フォトロン）に移管する吸収分割、及び当社を存続会社と
して、親会社である旧株式会社イマジカ・ロボット ホールディングスとの吸収合併を行いました。 このため、平成24年3月期の連結業績予想の対前期及び対前
年同四半期増減率につきましては記載を省略しております。 

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) 24,720 ― 1,030 ― 1,020 ― 720 ― 18.28
通期 53,700 ― 3,000 ― 2,970 ― 1,900 ― 48.25



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

詳細は、添付資料5ページ【２．サマリー情報（その他）に関する情報 (1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動】をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
詳細は、添付資料6ページ【２．サマリー情報（その他）に関する情報 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用】をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項等につきましては、四半期決算短信（添付資料）４ページ「連結業績予
想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他

新規 3社 （社名）
株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ          株
式会社ＩＭＡＧＩＣＡティーヴィ        
株式会社イマジカデジタルスケープ

、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 44,531,567 株 23年3月期 7,547,550 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,158,000 株 23年3月期 250,111 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 39,373,567 株 23年3月期1Q 7,297,491 株
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当社は、平成23年４月１日付で、事業のすべてを子会社である旧株式会社フォトロン企画（現株式会

社フォトロン）に移管する吸収分割、及び当社を存続会社として、親会社である旧株式会社イマジカ・

ロボット ホールディングスとの吸収合併を行いました。このため、対前年同四半期及び対前期末との

比較につきましては記載を省略しております。

①当第１四半期連結累計期間の概況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を受けて急速に落ち込んだ

ものの、サプライチェーンの復旧に伴い国内の生産が回復に転じるなど、持ち直しの動きとなってお

ります。個人消費は、震災後には不要不急の支出を控える動きが広がったことから急速に落ち込みま

したが、自粛ムードが和らぐにつれ持ち直しております。一方企業収益は回復が続きましたが、震災

の影響に加え、円高や原油をはじめとした国際商品市況の高騰を受けて、回復のペースが緩やかとな

りました。

このような環境の下で、当社グループは、映像ビジネスにおいて幅広い事業展開を行っており、グ

ループ一丸となって、経営ビジョンに掲げております「映像コミュニケーションにおける新たな価値

創造」に向けて、グループの総合力を発揮し、収益力及び財務体質を強化することに取り組んでまい

りました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、売上高は

109億５百万円、営業利益は４億64百万円、経常利益は４億62百万円、四半期純利益は３億41百万円を

計上いたしました。

②セグメント別の業績

 1)映像技術サービス事業 

映画分野におきましては、フィルムプリントの焼き増しラインの再構築や技術ノウハウを共有化

し、リソースを集約した着実な収益力の確保に努めました。テレビ番組、ＣＭ制作分野におけるポス

トプロダクション作業は、地上デジタル放送への完全移行に代表される映像業界全体の動きが活発化

していく中で、新たなデジタル関連技術の向上や、２Ｄから３Ｄへの変換ラインを構築するなど３Ｄ

関連の新規サービス強化を図った結果、売上高及び営業利益は堅調に推移しました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における当該事業分野の業績は、売上高は48億94百万円、営

業利益は８億円となりました。

 2)映像ソフト事業 

広告制作におきましては、積極的な営業活動により大型案件の受注を確保しましたが、改訂作業が

発生したことで売上が先送りとなった影響等により計画を下回りました。映画分野におきましては、

下期に予定している公開作品の制作活動を行っております。またテレビ番組においては、テレビ東京

の連続ドラマ「鈴木先生」やＮＨＫのドキュメンタリー風歴史番組「タイムスクープハンター」の制

作を行い、その他に携帯電話向けコンテンツ制作、Ｗｅｂサイト制作などコンテンツに関連する分野

において事業を展開してまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における当該事業分野の業績は、売上高は21億29百万円、営

業利益は16百万円となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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 3)放送事業 

放送分野におきましては、「洋画★シネフィル・イマジカ」「食と旅のフーディーズＴＶ」「歌謡

ポップスチャンネル」の３チャンネルを運営しております。スカパー！ｅ２、スカパー！ＨＤ、ＣＡ

ＴＶ、ＩＰ放送における加入者数及び単価が増加し販促費を抑えたことで、売上高及び営業利益は堅

調に推移しました。ホテル分野におきましては、震災の影響による宿泊客の減少に伴い、ペイテレビ

が売上減となり、地デジへのシステム変換工事の受注も減少したことにより計画を下回りました。ま

た、スポーツやエンターテインメントのタブレット型端末向け情報サイト「ＤＡＦＬＯＩＤ」のサー

ビスを開始いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における当該事業分野の業績は、売上高は11億55百万円、営

業利益は45百万円となりました。

 4)映像システム事業 

イメージング分野におきましては、国内での高速度デジタルビデオカメラの需要が減退したことに

加え、競合他社との価格競争が激化し、大変厳しい状況になりました。プロフェッショナル用映像機

器や教育関連製品、ＣＡＤ関連製品においても、需要の増加が見られない中、受注競争が熾烈となっ

ており、計画を下回りました。画像処理用ＬＳＩ関連につきましては、大手メーカーを中心に国内の

出荷が低調となっております。

この結果、当第１四半期連結累計期間における当該事業分野の業績は、売上高は15億13百万円、営

業損失は１億18百万円となりました。

 5)人材コンサルティング事業 

人材派遣・請負サービス分野におきましては、従来のＷｅｂ分野やゲームエンタテインメント分野

におけるクリエイターの人材派遣・請負に加え、期初に株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ ＰＤを吸収合併し

たことにより、新たに「ポストプロダクション領域」での映像の編集や加工・録音といった映像技術

者の人材派遣を展開しております。また、コンテンツ制作受託の分野におきましては、ゲーム制作の

受注を着実に獲得いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間における当該事業分野の業績は、売上高は20億22百万円、営

業利益は37百万円となりました。
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①資産

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は401億58百万円となりました。うち流動資産は257

億62百万円、固定資産は143億95百万円であります。

流動資産の主な内容といたしましては、現金及び預金102億52百万円、受取手形及び売掛金69億95

百万円、たな卸資産64億88百万円であります。

固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産92億57百万円、無形固定資産９億17百万円、

投資その他の資産42億20百万円であります。

②負債

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は185億92百万円となりました。うち流動負債は157

億10百万円、固定負債は28億81百万円であります。

流動負債の主な内容といたしましては、支払手形及び買掛金37億28百万円、短期借入金46億15百万

円であります。

固定負債の主な内容といたしましては、長期未払金６億36百万円、退職給付引当金13億79百万円で

あります。

③純資産  

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は215億66百万円となりました。なお、自己資本

比率は53.3％となりました。

平成23年５月12日付で公表しました平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予

想に変更はありません。

（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
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当社は、イメージングシステム事業、ソリューション事業、及びＬＳＩ開発事業について、平成

23年４月１日を効力発生日として吸収分割（以下、「本会社分割」といいます。）により当社の完

全子会社である株式会社フォトロン企画（以下、「フォトロン企画」といいます。）に承継し、当

社は持株会社へ移行すること、及び、同時に同日付で当社を存続会社、当社の親会社である株式会

社イマジカ・ロボット ホールディングス（以下、「旧ＩＲＨＤ」といいます。）を消滅会社とす

る吸収合併（以下、「本合併」といい、「本会社分割」と総称して「本組織再編」といいます。）

を完了いたしました。

また、本組織再編に伴い、当社の社名を「株式会社フォトロン」（以下、「旧フォトロン」とい

います。）から「株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス」（以下、「新ＩＲＨＤ」とい

います。）に、フォトロン企画の社名を「株式会社フォトロン」（以下、「新フォトロン」といい

ます。）にそれぞれ変更し、当社の定款につきましても商号・目的（事業）・体制に合わせて変更

いたしました。

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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本組織再編の結果、当社の事業体制の変更及び子会社の異動が生じております。

組織再編後の事業体制及び子会社の状況につきましては下表のとおりの構成となっております。

（注）１．上記の会社名表記会社はいずれも連結子会社であります。       

２．上記の他に連結子会社１社（㈱マッシヴメディアネットワーク）、非連結子会社２社（㈱シネフィ

ル、PHOTRON  VIETNAM TECHNICAL CENTER Ltd.）があります。       

３．特定子会社に該当いたします。

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

セグメントの名称 事業の内容 会社名

映像技術サービス事業 映画用フィルムの現像・焼付・合成加工
テレビ用・産業用ビデオ映像の編集・録
音加工
各種メディア向け技術サービス
ＤＶＤ用パッケージサービス
ビデオ撮影サービス

㈱IMAGICA（注３）
㈱IMAGICAウェスト
㈱IMAGICAイメージワークス
㈱IMAGICAトータルサービス

映像ソフト事業 劇場映画の企画・製作
テレビコマーシャルの企画・制作
映像コンテンツの企画・制作・販売・サ
ポート
映像コンテンツの権利の取得・利用

㈱ロボット
㈱ピクス
㈱ジェンコ

放送事業 ＣＳデジタル放送の運営、番組制作・調
達
各種メディア向けコンテンツの提供・配
給
ホテル内ペイテレビシステムの運営・販
売

㈱IMAGICAティーヴィ（注３）

映像システム事業 映像システムの開発・販売
ＬＳＩの開発・販売

㈱フォトロン（旧㈱フォトロン企画）
フォトロン メディカル イメージング㈱
アイチップス・テクノロジー㈱
PHOTRON USA, Inc.  
PHOTRON EUROPE Ltd.
㈱IMAGICAデジックス

人材コンサルティング
事業

人材コンサルティング
コンテンツの制作受託
画像・映像の撮影、加工、配信および関
連サービスの企画・受託・販売

㈱イマジカデジタルスケープ（注３）
㈱マルチビッツ

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,837,536 10,252,051

受取手形及び売掛金 1,195,650 6,995,115

たな卸資産 832,698 6,488,669

繰延税金資産 80,672 618,635

その他 169,339 1,456,424

貸倒引当金 － △48,092

流動資産合計 4,115,897 25,762,804

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 499,851 11,395,853

減価償却累計額 △403,963 △7,846,375

減損損失累計額 － △9,534

建物及び構築物（純額） 95,888 3,539,943

機械装置及び運搬具 100,831 22,727,262

減価償却累計額 △88,979 △20,985,985

減損損失累計額 － △4,632

機械装置及び運搬具（純額） 11,852 1,736,644

土地 337,974 3,083,820

建設仮勘定 － 41,403

その他 487,276 2,730,560

減価償却累計額 △390,832 △1,852,213

減損損失累計額 △2,076 △22,290

その他（純額） 94,367 856,057

有形固定資産合計 540,082 9,257,869

無形固定資産

ソフトウエア 53,625 539,967

のれん － 227,905

その他 39,405 149,568

無形固定資産合計 93,031 917,441

投資その他の資産

投資有価証券 24,161 2,291,965

関係会社株式 31,300 154,620

敷金及び保証金 110,948 655,772

繰延税金資産 38,934 525,331

その他 35,199 751,406

貸倒引当金 － △158,496

投資その他の資産合計 240,542 4,220,599

固定資産合計 873,655 14,395,911

資産合計 4,989,553 40,158,716
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 579,431 3,728,120

短期借入金 150,000 4,615,424

未払金 64,456 974,601

未払法人税等 36,635 286,455

繰延税金負債 4,226 4,095

賞与引当金 44,396 594,568

受注損失引当金 － 93,162

その他 184,331 5,414,564

流動負債合計 1,063,478 15,710,993

固定負債

長期借入金 － 16,850

長期未払金 45,087 636,003

繰延税金負債 10,948 420,030

退職給付引当金 25,155 1,379,402

役員退職慰労引当金 54,877 －

その他 5,784 429,010

固定負債合計 141,853 2,881,296

負債合計 1,205,332 18,592,290

純資産の部

株主資本

資本金 504,600 3,244,915

資本剰余金 400,692 13,383,266

利益剰余金 3,078,361 5,051,745

自己株式 △108,799 －

株主資本合計 3,874,855 21,679,927

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 248 △83,695

繰延ヘッジ損益 △2,624 769

土地再評価差額金 △51,497 △36,398

為替換算調整勘定 △169,469 △136,981

その他の包括利益累計額合計 △223,343 △256,307

少数株主持分 132,710 142,805

純資産合計 3,784,221 21,566,426

負債純資産合計 4,989,553 40,158,716
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 1,489,055 10,905,819

売上原価 621,434 7,622,138

売上総利益 867,621 3,283,680

販売費及び一般管理費 765,353 2,819,438

営業利益 102,268 464,242

営業外収益

受取利息 3,892 582

受取配当金 198 23,599

受取賃貸料 5,355 5,620

その他 1,107 17,403

営業外収益合計 10,554 47,205

営業外費用

支払利息 2,964 11,131

役員退職慰労引当金繰入額 － 21,427

その他 41,935 16,665

営業外費用合計 44,900 49,224

経常利益 67,922 462,223

特別利益

固定資産売却益 － 6,836

負ののれん発生益 － 169,366

特別利益合計 － 176,202

特別損失

固定資産売却損 － 71

固定資産除却損 108 6,325

投資有価証券評価損 － 2,163

その他 14,282 633

特別損失合計 14,391 9,195

税金等調整前四半期純利益 53,530 629,230

法人税等 65,801 301,802

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△12,270 327,427

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9,942 △13,684

四半期純利益又は四半期純損失（△） △22,213 341,112

－9－

（株）イマジカ・ロボット ホールディングス(6879)　平成24年3月期  第１四半期決算短信



四半期連結包括利益計算書

【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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△12,270 327,427

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △638 71,005

繰延ヘッジ損益 1,254 2,624

為替換算調整勘定 △19,786 △17,201

その他の包括利益合計 △19,169 56,428

四半期包括利益 △31,440 383,856

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △41,383 397,540

少数株主に係る四半期包括利益 9,942 △13,684
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該当事項はありません。

Ⅰ  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

１  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額映像技術サ

ービス
映像ソフト 放送

映像システ
ム

人材コンサ
ルティング

計

売上高

外部顧客への売
上高

― ― ― 1,489,055 ― 1,489,055 ― 1,489,055

セグメント間の
内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― 1,489,055 ― 1,489,055 ― 1,489,055

セグメント利益 ― ― ― 102,268 ― 102,268 ― 102,268
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Ⅱ  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額にする情報 

１  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

（注）１.セグメント利益又は損失（△）の調整額△317,348千円は、持株会社（連結財務諸表提出会社）等

に係る損益1,491,559千円及びセグメント間取引消去△1,808,907千円であります。

２.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。

２ 報告セグメントの変更等に関する事項

当社及び当社の親会社であった、旧株式会社イマジカ・ロボット ホ－ルディングス（以下「旧Ｉ

ＲＨＤ」といいます。）は、平成23年４月１日付けにて、当社を存続会社、旧ＩＲＨＤを消滅会社と

する吸収合併を行い、旧ＩＲＨＤの事業の全部を承継すると共に、商号を株式会社イマジカ・ロボッ

ト ホールディングスに変更いたしました。

これに伴い、当第１四半期連結累計期間より、報告セグメントの事業区分の変更を行っておりま

す。従来、「イメージングシステム」、「ソリューション」、「ＬＳＩ開発」の３事業区分にて記載

しておりましたが、変更後の事業区分は「映像システム」の１事業区分で記載しております。

旧ＩＲＨＤより承継した事業、及び従来の報告セグメントを変更した「映像システム」セグメント

についての内容は以下の通りです。

「映像技術サービス事業」は、映画用フィルムの現像・プリント、ＴＶ番組・ＣＭ・ＰＲ等のビデ

オ映像・音声編集、デジタル合成、ＤＶＤパッケージ化など、撮影から完成までのプロセス全般を展

開しております。

「映像ソフト事業」は、劇場映画やアニメ作品の企画制作、ＴＶＣＭを中心とした広告制作、Ｗｅ

ｂ映像の企画制作のほか、各種映像コンテンツのライセンスビジネスを行っています。

「放送事業」は、ＣＳデジタル放送、放送番組の企画制作・編成、ＤＶＤの企画・制作・発売、ホ

テルペイテレビ向けの番組配給事業等を行っております。

「映像システム事業」は、映像・画像に関わる最先端の映像情報機器やソフトウェアの開発・製

造・販売事業、画像関連ＬＳＩの開発・販売、ハイエンド映像関連機器の輸入販売、保守サービス等

の事業を展開しております。

「人材コンサルティング事業」は、デジタルクリエイターとＩＴエンジニアに特化した人材派遣・

請負サービスやコンテンツ制作受託等の事業を展開しております。

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額映像技術サ

ービス
映像ソフト 放送

映像システ
ム

人材コンサ
ルティング

計

売上高

外部顧客への売
上高

4,794,987 2,128,040 1,152,242 1,427,221 1,398,310 10,900,802 5,016 10,905,819

セグメント間の
内部売上高
又は振替高

99,447 1,670 2,920 85,789 624,260 814,088 △814,088 ―

計 4,894,434 2,129,710 1,155,162 1,513,011 2,022,571 11,714,890 △809,071 10,905,819

セグメント利益又
は損失（△）

800,797 16,755 45,487 △118,590 37,141 781,590 △317,348 464,242
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３  報告セグメントごとの資産の著しい金額の変動 

平成23年４月１日付けにて、当社を存続会社、親会社であった旧ＩＲＨＤを消滅会社とする吸収合

併を行ったことにより、前連結会計年度末に比べて、資産が著しく増加しております。なお、期首に

受け入れた資産の金額は「映像技術サービス」が22,432,559千円、「映像ソフト」が5,793,311千

円、「放送」が2,578,626千円、「映像システム」が1,164,416千円、「人材コンサルティング」が

2,873,424千円であります。

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

重要な変動はありません。

（重要な負ののれん発生益）

平成23年４月１日付けにて、当社を存続会社、親会社であった旧ＩＲＨＤを消滅会社とする吸収合

併を行ったことにより、負ののれんが発生しております。当該事象による負ののれんを一括償却した

ことにより、当第１四半期連結累計期間において負ののれん発生益169,366千円を計上しておりま

す。
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    当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

当社は、平成23年４月１日付で親会社である旧株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス

（以下、「旧ＩＲＨＤ」といいます。）を消滅会社、当社を存続会社として合併しております。

当該合併は、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 平成20年12月26日）第212項に基づき、会計処理を行っております。

このため、前連結会計年度まで当社を企業集団の頂点とした連結財務諸表を作成しておりました

が、当第１四半期連結累計期間より、旧ＩＲＨＤを企業集団の頂点とみなして連結財務諸表を作成し

ており、当第１四半期連結累計期間の株主資本の期首残高は旧ＩＲＨＤの連結期首残高となっており

ます。この結果、前連結会計年度の株主資本の連結会計年度末残高と当第１四半期連結累計期間の株

主資本の期首残高との間には連続性がなくなっております。

（注）「平成23年３月31日残高」は、旧ＩＲＨＤの連結期末残高を記載しております。

該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株主資本（千円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成23年３月31日残高（注） 2,740,315 12,978,605 4,903,415 20,622,336

当第１四半期連結累計期間中の
変動額

剰余金の配当 △161,022 △161,022

四半期純利益 341,112 341,112

合併による増加 504,600 404,661 909,261

連結範囲の変動 △31,760 △31,760

当第１四半期連結累計期間中の
変動額合計

504,600 404,661 148,330 1,057,591

平成23年６月30日残高 3,244,915 13,383,266 5,051,745 21,679,927

（６）重要な後発事象
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【参考情報】

５ページ【２．サマリー情報(その他)に関する事項 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の

異動】に記載のとおり、平成23年４月１日を効力発生日として当社（旧株式会社フォトロン）は、事業のす

べてを完全子会社である株式会社フォトロン企画（同日付で株式会社フォトロンに商号を変更しておりま

す。）に承継し、当社は持株会社へ移行する吸収分割、及び当社を存続会社、当社の親会社である旧株式会

社イマジカ・ロボット ホールディングス（以下、「旧ＩＲＨＤ」といいます。）を消滅会社とする吸収合

併を完了し、同日付で商号を株式会社イマジカ・ロボット ホールディングスに変更いたしました。実質的

存続会社となる旧ＩＲＨＤの前連結会計年度末（平成23年３月期末）に係る連結貸借対照表及び前第１四半

期連結累計期間（平成23年３月期第１四半期）に係る四半期連結損益計算書につきまして、参考情報として

お知らせいたします。

４．補足情報
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（１）前連結会計年度末に係る連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,329,933

受取手形及び売掛金 8,532,888

商品及び製品 756,064

仕掛品 3,851,219

原材料及び貯蔵品 474,000

繰延税金資産 625,510

その他 724,445

貸倒引当金 △54,777

流動資産合計 25,239,286

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,378,043

減価償却累計額 △7,725,992

建物及び構築物（純額） 3,652,050

機械装置及び運搬具 22,930,522

減価償却累計額 △21,042,455

機械装置及び運搬具（純額） 1,888,067

土地 3,083,820

建設仮勘定 50,729

その他 2,565,329

減価償却累計額 △1,797,381

その他（純額） 767,948

有形固定資産合計 9,442,615

無形固定資産

ソフトウエア 567,215

のれん 248,296

その他 138,656

無形固定資産合計 954,168

投資その他の資産

投資有価証券 2,286,795

長期貸付金 91,756

繰延税金資産 554,770

その他 1,175,371

貸倒引当金 △181,573

投資その他の資産合計 3,927,120

固定資産合計 14,323,904

資産合計 39,563,190
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,575,077

短期借入金 4,666,592

未払法人税等 410,743

賞与引当金 840,150

未払金 1,026,465

前受金 2,472,254

受注損失引当金 58,303

その他 1,320,559

流動負債合計 15,370,147

固定負債

長期借入金 19,400

退職給付引当金 1,393,692

役員退職慰労引当金 310,878

繰延税金負債 397,738

その他 525,708

固定負債合計 2,647,417

負債合計 18,017,565

純資産の部

株主資本

資本金 2,740,315

資本剰余金 12,978,605

利益剰余金 4,903,415

株主資本合計 20,622,336

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △154,701

繰延ヘッジ損益 △1,854

土地再評価差額金 △36,398

為替換算調整勘定 △119,780

その他の包括利益累計額合計 △312,735

少数株主持分 1,236,024

純資産合計 21,545,625

負債純資産合計 39,563,190
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（２）前第１四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 11,604,961

売上原価 8,296,810

売上総利益 3,308,150

販売費及び一般管理費 2,636,590

営業利益 671,559

営業外収益

受取利息 603

受取配当金 21,888

持分法による投資利益 3,774

その他 21,724

営業外収益合計 47,990

営業外費用

支払利息 20,109

為替差損 39,204

その他 8,565

営業外費用合計 67,879

経常利益 651,670

特別利益

固定資産売却益 472

貸倒引当金戻入額 15,958

役員退職慰労引当金戻入額 16,902

退職給付制度改定益 17,482

その他 5,152

特別利益合計 55,968

特別損失

固定資産処分損 33,040

投資有価証券評価損 807

事業再構築費用 35,712

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 98,407

その他 2,104

特別損失合計 170,071

税金等調整前四半期純利益 537,567

法人税等 332,961

少数株主損益調整前四半期純利益 204,606

少数株主利益 9,176

四半期純利益 195,430
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