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2Q連結主要指標

（単位：億円）

419億円
前年同期比
△3億円

△7億円
前年同期比
△18億円

売上高 営業利益

422 419

2018/3期 2019/3期

18 

-1 

2018/3期 2019/3期

△1億円
前年同期比
△20億円

親会社株主に
帰属する当期純利益

11

-7 

2018/3期 2019/3期

＊2018年3月期は株
式会社IMAGICA
ティーヴィの全株式を
譲渡したことにより、
関係会社株式売却益と
して特別利益21億77
百万円を計上いたしま
した。



セグメント別 2Q実績
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（単位：百万円）
2018年3月期 2019年3月期

分析
2Q実績 2Q実績 前年増減比 前年増減差

映像コンテンツ事業

売上高 10,705 10,697 △0.1% △8  TVCM制作、TVアニメ制作は堅調

 劇場アニメに加え、TVアニメ新シ

リーズやフルCG作品の制作コストが

増加

営業利益 277 △329

- △606
（営業利益率） (2.6％) (---％)

映像制作サービス事
業

売上高 13,642 13,266 △2.8% △376
 TVアニメ向けポスプロとデジタルシ

ネマ、デジタルネットワーク、人材

コンサルは堅調に推移

 TV番組再編等によりTV番組向けポス

プロの受注減少

営業利益 611 △28

- △639
（営業利益率） (4.5％) (---％)

メディア・ローカラ
イゼーション事業

売上高 12,235 12,143 △0.8% △92
 欧州でのローカライズサービスは堅

調に推移

 市場環境の変化により米州、アジア

では苦戦

営業利益 △25 △828

- △803
（営業利益率） (---％) (---％)

映像システム事業

売上高 6,419 6,704 4.4% 284
 イメージング分野は国内好調

 プロ用映像機器は放送局向け販売が

順調に推移

 中国向け映像・画像用LSI販売好調

営業利益 440 671

52.3% 230
（営業利益率） (6.9％) (10.0%)
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（単位：百万円）（単位：百万円）
2018年3月期 2019年3月期

2Q実績 2Q実績 前年増減比 前年増減額

売上高 42,263 41,904 △0.8% △359

売上総利益 11,536 10,499 △9.0% △1,036

(売上総利益率) (27.3%) (25.1%) 

営業利益/損失(△) 1,131 △710 - △1,841

(営業利益率) (2.7%) (---％)

経常利益/損失(△) 1,218 △649 - △1,867

(経常利益率) (2.9%) (---％)

特別利益 2,177 371 △83.0% △1,806

特別損失 78 67 △13.2% △10

税金等調整前四半期純
利益

3,318 △346 - △3,664

当社株主に帰属する四
半期純利益

1,856 △164 - △2,020

(参考)のれん等
償却前営業利益

1,855 60 - △1,795

1：のれん等償却前営業利益＝営業利益＋のれん償却＋商標権他無形固定資産償却

連結損益計算書



連結貸借対照表
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（単位：百万円）
2018年3月期

末
2019年3月期

2Q末
前期比 増減要因

資
産
の
部

流動資産 39,661 38,164 △1,496
流動資産 △1,496
たな卸資産1,929、受取手形及び売掛金△3,863

固定資産 △1,866
のれん△590、投資有価証券△778、その他△391

うち現預金 11,131 11,678 547

固定資産 30,868 29,002 △1,866

うちのれん 7,255 6,665 △590

資産合計 70,529 67,166 △3,362

負
債
・
純
資
産
の
部

流動負債 23,894 24,459 565
流動負債 565
未払金△688、賞与引当金△565、短期借入金296

固定負債 △1,939
長期借入金△1,422、長期未払金△230

うち短期借入金 4,982 5,278 296

固定負債 13,656 11,717 △1,939

うち長期借入金 8,891 7,469 △1,422

負債合計 37,551 36,176 △2,884

株主資本 28,184 27,083 △1,101

株主資本 △1,101
利益剰余金△609、自己株式△489

その他包括利益累計額 1,241 763 △477

非支配株主持分 3,552 3,143 △409

純資産合計 32,978 30,990 △1,988

負債純資産合計 70,529 67,166 △3,362

(参考)自己資本 29,425
(41.7％)

27,846
(41.5％)

△1,579

(参考)ネット資金 △2,742 △1,080 1,662



連結キャッシュフロー計算書

2018年3月期2Q 2019年3月期2Q

税金等調整前当期純利益 3,318 △346
減価償却費 1,297 1,416
のれん償却費 431 463
売上債権の増減額 2,396 3,639
たな卸資産の増減額 △615 △1,947
仕入債務の増減額 △1,851 122
法人税等の支払額 △1,381 △566
その他 △1,709 159
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,886 2,940
有形固定資産の取得による支出 △725 △764
投資有価証券の売却による収入 - 624
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 2,941 ‐
その他 △231 △401
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,985 △541
配当金の支払額 △445 △445
長期借入金の返済による支出 △1,115 △1,244
自己株式の取得による支出 ‐ △512
その他 △348 318
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,908 △1,883
現金および現金同等物の増減額（△は減少） 2,005 535
現金および現金同等物の四半期末残高 10,721 11,667 6



通期業績予想の修正
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(単位：百万円）

2018年3月期 2019年3月期

実績
7/31

業績予想
今回修正予想

7/31予想
比増減額

7/31予想
比増減率

2018年3月期
比増減額

2018年3月期
比増減率

売上高 91,351 93,000 90,000 △3,000 △3.1% △1,351 △1.5%

営業利益 2,424 1,750 500
△1,250 △71.5% △1,924 △79.3%

(営業利益率) (2.7%) (1.9%) (0.9%)

経常利益 2,424 1,650 500
△1,150 △30.3% △1,924 △79.3%

(経常利益率) (2.7%) (1.8%) (0.9%)

親会社株主に帰属す
る当期純利益（損
失）

2,937 1,100 700 △400 △36.3% △2,237 △76.2

1株当たり
当期純利益

65.9 24.7 15.9 △8.8 △35.6% △50 △75.9



セグメント別 通期予想の修正
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2018年3月期 2019年3月期

（単位：百万円） 実績
7/31

業績予想
今回修正予想

7/31比
増減額

前期比
増減率

前期比
増減額

映像コンテンツ
事業

売上高 25,289 23,200 23,200 0 △8.３% △2,089

営業利益 799 800 400
△400 △49.9% △399

（営業利益率） (3.2%) (3.4％) (1.7%)

映像制作サービ
ス事業

売上高 27,725 29,300 28,300 △1,000 2.1% 575

営業利益 1,209 1,100 800
△300 △33.8% △409

（営業利益率） (4.4%) (3.8％) (2.8%)

メディア・ロー
カライゼーショ
ン事業

売上高 24,814 26,000 24,000 △2,000 △3.3% △814

営業利益 △674 △1,050 △1,600
△550 - △926

(---%)（営業利益率） (---％) (---％)

映像システム事
業

売上高 14,997 15,500 15,500 0 3.4% 503

営業利益 1,449 1,600 1,600
0 10.4% 151

(10.3%)（営業利益率） (9.7%) (10.3%)

その他（連結調整）
売上高 △1,474 △1,000 △1,000 0 - 474

営業利益 △359 △700 △700 0 - △341

連結合計
売上高 91,351 93,000 90,000 △3,000 △1.5% △1,351

営業利益 2,424 1,750 500 △1,250 △79.3% △1,924



お問い合わせ先

株式会社IMAGICA GROUP 企画部

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-2 内幸町東急ビル11階

ＴＥＬ：03-6741-5742 ＦＡＸ：03-6741-5752

Email：ir@imagicagroup.co.jp

URL：https://www.imagicagroup.co.jp/

【将来予測について】

本資料に記載されている当期ならびに将来の業績に関する予想、計画、見通し等は、現在入手可能な情報に基

づき算定しており、判断や仮定に内在する不確実性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能

性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。


