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2019年3月期 3Q連結主要指標

（単位：百万円）

63,387百万円
前年同期比

△1,077百万円

△691百万円
前年同期比
△2,337百万円

売上高 営業利益

64,464 63,387 

2018/3 3Q 2019/3 3Q

2,197 

-307 

2018/3 3Q 2019/3 3Q

△307百万円
前年同期比
△2,504百万円

親会社株主に
帰属する当期純利益

1,64
6

-691

2018/3 3Q 2019/3 3Q

＊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 3Q実績

（単位：百万円）
2018年3月期 2019年3月期

分析
3Q実績 3Q実績 前年増減比 前年増減差

映像コンテンツ
事業

売上高 17,523 16,334 △6.8% △1,189  TVCM制作、プロジェクションマッピン
グなどの屋外広告制作は好調

 劇場アニメに加え、一部TVアニメやフル
CG作品の制作コストが増加

営業利益 703 △149
- △852

（営業利益率） (4.0％) (---％)

映像制作サービ
ス事業

売上高 20,360 20,070 △1.4% △290  TVアニメ向けポスプロとIT系人材サービ
ス、気象関連情報サービスは好調に推移

 働き方改革対応のため作業体制変更に取
り組むTV番組向けポスプロは減収減益

営業利益 912 170
△81.4% △742

（営業利益率） (4.5％) (0.8％)

メディア・ロー
カライゼーショ
ン事業

売上高 18,049 18,240 1.1% 191  欧州でのローカライズサービスは順調
 市場環境の変化により米州、アジアでは
減収だが回復傾向あり

営業利益 △362 △1,211
- △849

（営業利益率） (---％) (---％)

映像システム事
業

売上高 9,620 10,035 4.3% 415  イメージング分野は国内堅調
 プロ用映像機器は放送局向け販売が順調
 中国向け映像・画像用LSIの出荷好調

営業利益 635 822
29.4% 187

（営業利益率） (6.6％) (8.2%)
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セグメント別 通期予想
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2018年3月期 2019年3月期

（単位：百万円） 実績 予想 増減額 増減率

映像コンテンツ
事業

売上高 25,289 23,200 △2,089 △8.3%

営業利益 799 400 △399 △49.9%
（営業利益率） (3.2%) (1.7%)

映像制作サービ
ス事業

売上高 27,725 28,300 575 2.1%

営業利益 1,209 800 △409 △33.8%
（営業利益率） (4.4%) (2.8%)

メディア・ロー
カライゼーショ
ン事業

売上高 24,814 24,000 △814 △3.3%

営業利益 △674 △1,600
△926 -

(---%)（営業利益率） (---％)

映像システム事
業

売上高 14,997 15,500 503 3.4%

営業利益 1,449 1,600 151 10.4%
(10.3%)（営業利益率） (9.7%)

その他（連結調整）
売上高 △1,474 △1,000 474 -
営業利益 △359 △700 △341 -

連結合計
売上高 91,351 90,000 △1,351 △1.5%
営業利益 2,424 500 △1,924 △79.3%

2018年3月期

3Q実績

16,334

△149
(---%)

20,070

170
(0.8%)

18,240

△1,211
(---％)

10,035

822
(8.2%)
△1,292
△323

63,387
△691



（単位：百万円）（単位：百万円）
2018年3月期 2019年3月期

３Q実績 3Q実績 前年増減比 前年増減額

売上高 64,464 63,387 △1.7% △1,077

売上総利益 17,426 16,259 △6.7% △1,166

(売上総利益率) (27.0%) (25.7%) 

営業利益/損失(△) 1,646 △691 - △2,337

(営業利益率) (2.6%) (---％)

経常利益/損失(△) 1,721 △685 - △2,405
(経常利益率) (2.7%) (---％)

特別利益 2,183 372 △83.0% △1,811

特別損失 204 84 △13.2% △120

税金等調整前四半期純
利益 3,700 △397 - △4,097

当社株主に帰属する四
半期純利益 2,197 △307 - △2,505

(参考)のれん等
償却前営業利益 2,714 469 - △2,245

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
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連結貸借対照表

（単位：百万円） 2018年3月期
末

2019年3月期
3Q末 前期比 増減要因

資
産
の
部

流動資産 39,661 38,600 △1,060 流動資産 △1,060
現預金 △2,603 たな卸し ＋4,867
受取手形及び売掛金△4,274

固定資産 △3,346
のれん△724、投資有価証券△1,772
関係会社株式 △355

うち現預金 11,131 8,527 △2,603

固定資産 30,868 27,521 △3,346

うちのれん 7,255 6,531 △724

資産合計 70,529 66,122 △4,407

負
債
・
純
資
産
の
部

流動負債 23,894 25,073 1,178 流動負債 ＋1,178
未払金△487、賞与引当金△865、その他＋2,014

固定負債 △2,666
長期借入金△2,213、長期未払金△232

うち短期借入金 4,982 5,439 457

固定負債 13,656 10,989 △2,666

うち長期借入金 8,891 6,677 △2,213

負債合計 37,551 36,063 △1,487

株主資本 28,184 26,940 △1,244
株主資本 △1,244
利益剰余金△752  自己株式△489その他包括利益累計額 1,241 99 △1,141

非支配株主持分 3,552 3,019 △533

純資産合計 32,978 30,058 △2,919

負債純資産合計 70,529 66,122 △4,407

(参考)自己資本 29,425
(41.7％)

27,039
(40.9％)

△2,386

(参考)ネット資金 △2,742 △3,589 △847
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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。
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