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1. 2021年5月期第3四半期の連結業績（2020年6月1日～2021年2月28日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年5月期第3四半期 6,894 0.7 557 59.1 575 65.3 427 137.8

2020年5月期第3四半期 6,843 2.2 350 ― 348 ― 179 ―

（注）包括利益 2021年5月期第3四半期　　366百万円 （86.3％） 2020年5月期第3四半期　　196百万円 （―％）

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

2021年5月期第3四半期 86.51 ―

2020年5月期第3四半期 36.62 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年5月期第3四半期 12,828 5,705 42.6

2020年5月期 11,150 4,962 44.3

（参考）自己資本 2021年5月期第3四半期 5,467百万円 2020年5月期 4,944百万円

2. 配当の状況

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

2020年5月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

2021年5月期 ― 0.00 ―

2021年5月期（予想） 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　（注）2021年５月期期末配当金の内訳　　　　普通配当金　５円00銭　　　特別配当金　５円00銭

3. 2021年 5月期の連結業績予想（2020年 6月 1日～2021年 5月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 10,222 12.8 549 94.3 572 156.9 410 ― 83.14

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年5月期3Q 5,055,400 株 2020年5月期 5,055,400 株

② 期末自己株式数 2021年5月期3Q 148,533 株 2020年5月期 148,533 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年5月期3Q 4,938,785 株 2020年5月期3Q 4,906,888 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や企業の経済活動に一部持ち直しの動きが見られた

ものの新型コロナウイルス感染症の再拡大により、11都府県に2021年１月に緊急事態宣言が発令されるなど、先行

きは不透明な状況であります。

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の配信を行う出版事業、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３四半期連結累計期間の売上高は6,894,398千円（前年同期比0.7％増)、経常利益は575,673

千円（前年同期比65.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は427,274千円（前年同期比137.8％増）となり

ました。

セグメントの経営成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「鹿の王」、テレビ用アニメーション「ドラゴン、家を

買う。」等、その他ＣМ用、ＶＲ用のアニメーションを制作しました。

映像制作事業では、引き続きＣＧ制作費や外注費の高騰、制作期間の長期化により厳しい状況が続いていま

す。納品しました一部の作品について改善がみられましたが、一部作品に受注損失引当金を計上しました。

以上により、当事業の売上高は3,736,192千円（前年同期比18.0％減)、営業損失は47,824千円（前年同期は

143,199千円の営業利益)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「コミックガーデン」、コミックス「魔法使いの嫁 15巻」「リィンカーネ

ーションの花弁 13巻」等、定期月刊誌９点、並びに新刊コミックス・書籍76点を刊行しました。

また、既刊コミックスの「リィンカーネーションの花弁」「転生貴族の異世界冒険録」は、特に販売好調であ

りました。書店向け出版売上は前年同期並みとなりましたが、電子書籍売上は「異世界転生」をテーマにしたコ

ミカライズ作品を中心に好調に推移しています。

以上により、当事業の売上高は1,429,315千円（前年同期比32.1％増)、営業利益は278,169千円（前年同期比

139.6％増)となりました。

③　版権事業

版権事業におきましては、「GREAT PRETENDER」「ヴィンランド・サガ」「進撃の巨人」「攻殻機動隊」等の

シリーズタイトルを中心に、二次利用による収益分配を計上しました。

版権収入を獲得するため大型作品への出資を行った結果、前年同期と比較し映像マスター及びコンテンツ資産

の減価償却費が増加しました。

以上により、当事業の売上高は1,550,195千円（前年同期比51.1％増)、営業利益は423,798千円（前年同期比

96.8％増）となりました。

④　その他

その他事業におきましては、雑誌のイラスト描きやキャラクターの商品化、スマートフォン向けアプリ等によ

り、当事業の売上高は178,695千円（前年同期比0.7％減）となり、営業損失は6,556千円（前年同期は36,093千

円の営業損失）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,678,054千円増加し12,828,261千円となりました。主な要因は

現金及び預金が1,731,701千円、コンテンツ資産が234,725千円増加し、一方、仕掛品が143,812千円減少したこと

によるものであります。

（負債）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ935,656千円増加し7,123,232千円となりました。主な要因は前受

金が849,124千円、未払金が187,331千円増加し、一方、株式給付引当金が62,292千円、未払法人税等が60,212千円

減少したことによるものであります。

（純資産）

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ742,397千円増加し5,705,029千円となりました。主な要因は親

会社株主に帰属する四半期純利益の計上や配当金の支払いにより利益剰余金が401,998千円、非支配株主持分が

219,579千円増加したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年５月期の業績予想につきましては、出版事業と版権事業の収益が上振れたことにより2021年１月14日に公

表いたしました連結業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日(2021年４月９日)公表しました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,639,698 5,371,400

受取手形及び売掛金 1,196,800 1,177,757

商品及び製品 125,564 102,057

仕掛品 3,254,123 3,110,311

貯蔵品 7,748 8,638

前渡金 20,922 55,778

その他 204,251 115,074

貸倒引当金 △514 △318

流動資産合計 8,448,595 9,940,699

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 435,773 415,634

土地 658,162 658,162

映像マスター（純額） 296,226 296,350

その他（純額） 92,083 82,425

有形固定資産合計 1,482,245 1,452,572

無形固定資産

コンテンツ資産 701,850 936,576

その他 38,353 34,223

無形固定資産合計 740,204 970,799

投資その他の資産

投資有価証券 172,701 170,500

その他 331,028 318,257

貸倒引当金 △24,568 △24,568

投資その他の資産合計 479,161 464,190

固定資産合計 2,701,611 2,887,562

資産合計 11,150,206 12,828,261

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 562,177 543,701

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

未払金 626,948 814,280

未払法人税等 151,648 91,436

前受金 3,346,283 4,195,407

預り金 503,057 485,796

賞与引当金 － 47,792

役員賞与引当金 37,418 4,133

株式給付引当金 62,292 －

返品調整引当金 69,463 50,273

受注損失引当金 163,993 194,014

その他 234,737 274,672

流動負債合計 5,958,017 6,901,508

固定負債

退職給付に係る負債 70,920 69,273

役員退職慰労引当金 56,672 63,814

その他 101,965 88,636

固定負債合計 229,557 221,723

負債合計 6,187,575 7,123,232

純資産の部

株主資本

資本金 781,500 781,500

資本剰余金 2,132,016 2,186,440

利益剰余金 2,292,414 2,694,412

自己株式 △258,462 △189,732

株主資本合計 4,947,469 5,472,621

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △2,799 △5,133

その他の包括利益累計額合計 △2,799 △5,133

非支配株主持分 17,960 237,540

純資産合計 4,962,631 5,705,029

負債純資産合計 11,150,206 12,828,261
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年６月１日
　至　2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日

　至　2021年２月28日)

売上高 6,843,316 6,894,398

売上原価 5,684,665 5,426,048

売上総利益 1,158,651 1,468,350

返品調整引当金繰入額 1,960 －

返品調整引当金戻入額 － 19,190

差引売上総利益 1,156,691 1,487,540

販売費及び一般管理費 806,213 929,816

営業利益 350,477 557,724

営業外収益

受取利息 724 801

受取賃貸料 17,296 14,496

補助金収入 － 24,188

その他 6,953 850

営業外収益合計 24,974 40,336

営業外費用

支払利息 637 525

為替差損 256 116

賃貸収入原価 14,429 10,496

知的財産関連費用 6,910 6,232

その他 5,029 5,016

営業外費用合計 27,263 22,387

経常利益 348,189 575,673

特別損失

減損損失 57,101 13,130

特別損失合計 57,101 13,130

税金等調整前四半期純利益 291,088 562,543

法人税、住民税及び事業税 99,204 179,141

法人税等調整額 △5,335 14,938

法人税等合計 93,869 194,079

四半期純利益 197,218 368,463

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
17,551 △58,810

親会社株主に帰属する四半期純利益 179,667 427,274

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年６月１日
　至　2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年６月１日

　至　2021年２月28日)

四半期純利益 197,218 368,463

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △659 △2,334

その他の包括利益合計 △659 △2,334

四半期包括利益 196,559 366,129

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 179,008 424,940

非支配株主に係る四半期包括利益 17,551 △58,810

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

(単位 : 千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
映像制作

事業
出版事業 版権事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,555,699 1,081,869 1,025,856 6,663,425 179,890 6,843,316

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － －

計 4,555,699 1,081,869 1,025,856 6,663,425 179,890 6,843,316

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△）
143,199 116,085 215,380 474,666 △36,093 438,572

(単位 : 千円)

利益 金額

報告セグメント計 474,666

「その他」の区分の利益 △36,093

全社費用 (注) △88,095

四半期連結損益計算書の営業利益 350,477

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年６月１日　至　2020年２月29日）

１．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

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原稿(雑誌のイラスト)や商品販売等を

行っています。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３．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

(固定資産にかかる重要な減損損失)

当第３四半期連結累計期間において、「映像制作事業」に係る減損損失57,101千円を計上しておりま

す。
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(単位 : 千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
映像制作

事業
出版事業 版権事業 計

売上高

外部顧客への売上高 3,736,192 1,429,315 1,550,195 6,715,702 178,695 6,894,398

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － － －

計 3,736,192 1,429,315 1,550,195 6,715,702 178,695 6,894,398

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△）
△47,824 278,169 423,798 654,143 △6,556 647,587

(単位 : 千円)

利益 金額

報告セグメント計 654,143

「その他」の区分の利益 △6,556

全社費用 (注) △89,863

四半期連結損益計算書の営業利益 557,724

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年６月１日　至　2021年２月28日）

１．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

(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、原稿(雑誌のイラスト)や商品販売等を

行っています。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３．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

(固定資産にかかる重要な減損損失)

当第３四半期連結累計期間において、「映像制作事業」に係る減損損失12,500千円、「出版事業」に係

る減損損失630千円を計上しております。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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