
































































































１【連結財務諸表等】
(1)【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23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２  78,608 ※２  40,879

受取手形及び売掛金 458,996 420,597

仕掛品 73,789 133,297

短期貸付金 7,522 1,010

立替金 85,347 105,497

前払金 3,654 4,626

その他 33,311 48,278

貸倒引当金 △176,695 △159,125

流動資産合計 564,535 595,061

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,435 1,076

器具備品（純額） 2,065 2,546

その他（純額） 0 103

有形固定資産合計 ※１  3,500 ※１  3,726

無形固定資産

ソフトウエア 178,647 27,619

コンテンツ版権 65,748 156,762

コンテンツ版権仮勘定 90,016 －

その他 1,494 1,494

無形固定資産合計 335,906 185,875

投資その他の資産

投資有価証券 ※４  108,152 ※４  101,837

長期貸付金 72,236 －

役員及び従業員に対する長期貸付金 2,668 29,712

敷金及び保証金 19,974 19,976

その他 7,214 2,263

貸倒引当金 △72,235 －

投資その他の資産合計 138,010 153,789

固定資産合計 477,417 343,391

資産合計 1,041,952 938,453



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 42,278 256,502

1年内返済予定の長期借入金 ※３  2,341,580 ※３  2,140,925

未払金 350,138 402,969

未払法人税等 16,157 19,169

前受金 295,434 233,456

預り金 49,518 38,879

未払費用 166,760 217,437

その他 30,714 7,690

流動負債合計 3,292,583 3,317,031

固定負債

長期借入金 ※２  331,197 ※２  383,602

長期未払金 － 31,756

繰延税金負債 － 2,876

その他 170 －

固定負債合計 331,368 418,234

負債合計 3,623,951 3,735,266

純資産の部

株主資本

資本金 3,361,473 3,361,473

資本剰余金 3,402,585 3,402,585

利益剰余金 △9,504,558 △9,565,389

株主資本合計 △2,740,498 △2,801,330

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △11,582 －

その他の包括利益累計額合計 △11,582 －

少数株主持分 170,083 4,516

純資産合計 △2,581,998 △2,796,813

負債純資産合計 1,041,952 938,453



②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 819,523 1,185,320

売上原価 1,084,567 1,012,478

売上総利益又は売上総損失（△） △265,044 172,842

販売費及び一般管理費 ※１  305,948 ※１  251,886

営業損失（△） △570,992 △79,043

営業外収益

受取利息 387 20

持分法による投資利益 7,981 －

為替差益 332 279

貸倒引当金戻入額 429 －

投資有価証券評価益 － 7,068

その他 6,215 921

営業外収益合計 15,347 8,289

営業外費用

支払利息 85,004 91,286

投資有価証券評価損 35,617 7,452

その他 1,219 5,690

営業外費用合計 121,840 104,429

経常損失（△） △677,485 △175,183

特別利益

負ののれん発生益 － 4,594

前期損益修正益 26,304 －

債務免除益 27,296 －

その他 4,967 －

特別利益合計 58,568 4,594

特別損失

固定資産除却損 1,805 4

減損損失 － ※2  25,630

関係会社株式清算損 － 11,582

事務所移転費用 61,360 －

その他 475 192

特別損失合計 63,640 37,410

税金等調整前当期純損失（△） △682,557 △207,999

法人税、住民税及び事業税 4,118 4,801

法人税等調整額 － 2,876

法人税等合計 4,118 7,677

少数株主損益調整前当期純損失（△） △686,676 △215,677

少数株主損失（△） △415,908 △154,846

当期純損失（△） △270,767 △60,831



【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △686,676 △215,677

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △28 11,582

その他の包括利益合計 △28 ※１  11,582

包括利益 △686,704 △204,094

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △270,796 △49,248

少数株主に係る包括利益 △415,908 △154,846



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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,361,473 3,361,473

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,361,473 3,361,473

資本剰余金

当期首残高 3,402,585 3,402,585

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,402,585 3,402,585

利益剰余金

当期首残高 △9,233,790 △9,504,558

当期変動額

当期純損失（△） △270,767 △60,831

当期変動額合計 △270,767 △60,831

当期末残高 △9,504,558 △9,565,389

株主資本合計

当期首残高 △2,469,731 △2,740,498

当期変動額

当期純損失（△） △270,767 △60,831

当期変動額合計 △270,767 △60,831

当期末残高 △2,740,498 △2,801,330

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

当期首残高 △11,554 △11,582

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△28 11,582

当期変動額合計 △28 11,582

当期末残高 △11,582 －

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △11,554 △11,582

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△28 11,582

当期変動額合計 △28 11,582

当期末残高 △11,582 －



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主持分

当期首残高 631,562 170,083

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △461,479 △165,566

当期変動額合計 △461,479 △165,566

当期末残高 170,083 4,516

純資産合計

当期首残高 △1,849,722 △2,581,998

当期変動額

当期純損失（△） △270,767 △60,831

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △461,507 △153,983

当期変動額合計 △732,275 △214,814

当期末残高 △2,581,998 △2,796,813



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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24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損失（△） △682,557 △207,999

減価償却費 742,700 265,394

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52,594 △17,570

受取利息及び受取配当金 △387 △20

支払利息 85,004 91,286

持分法による投資損益（△は益） △7,981 －

債務免除益 △27,296 －

固定資産除却損 1,805 4

前期損益修正益 △26,304 －

事務所移転費用 61,360 －

減損損失 － 25,630

投資有価証券評価損益（△は益） 35,617 383

関係会社株式清算損 － 11,582

負ののれん発生益 － △4,594

売上債権の増減額（△は増加） 307,122 39,009

仕入債務の増減額（△は減少） △90,137 214,223

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,431 △59,360

未収入金の増減額（△は増加） 103,241 △6,636

未払金の増減額（△は減少） △173,141 12,118

前受金の増減額（△は減少） 210,719 △61,977

預り金の増減額（△は減少） △138,379 △10,639

立替金の増減額（△は増加） △1,234 △20,149

その他 △72,340 9,243

小計 296,646 279,928

利息及び配当金の受取額 492 20

利息の支払額 △17,969 △46,441

法人税等の支払額 △5,061 △12,402

営業活動によるキャッシュ・フロー 274,107 221,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △400 △1,000

定期預金の払戻による収入 10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △3,158 △2,591

無形固定資産の取得による支出 △90,016 △133,954

投資有価証券の取得による支出 △83,671 －

投資有価証券の売却による収入 77,737 －

貸付けによる支出 △7,668 △20,560

貸付金の回収による収入 23,216 －

敷金及び保証金の回収による収入 4,234 20

敷金及び保証金の差入による支出 △19,334 △22



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

その他 － 6,814

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,060 △151,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,196 52,403

長期借入金の返済による支出 △215,803 △141,198

少数株主への配当金の支払額 △45,570 －

割賦購入未払金の返済による支出 △40,491 △18,745

その他 △6,489 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △307,157 △107,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,111 △37,729

現金及び現金同等物の期首残高 200,720 78,608

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  78,608 ※１  40,879































































２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2  18,377 ※2  31,572

売掛金 ※2,4  225,823 ※2,4  302,668

仕掛品 73,789 133,297

前払金 3,654 4,626

立替金 ※4  95,241 ※4  114,414

短期貸付金 7,522 1,010

その他 32,604 48,273

貸倒引当金 △176,695 △159,125

流動資産合計 280,318 476,737

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,435 1,076

器具備品（純額） 2,055 2,546

その他（純額） 0 103

有形固定資産合計 ※1  3,490 ※1  3,726

無形固定資産

ソフトウエア 14,739 27,619

コンテンツ版権 65,748 156,762

コンテンツ版権仮勘定 90,016 －

その他 1,422 1,422

無形固定資産合計 171,926 185,803

投資その他の資産

投資有価証券 96,679 93,624

関係会社株式 33,722 33,722

関係会社出資金 8,289 4,809

長期貸付金 72,235 －

役員及び従業員に対する長期貸付金 2,668 29,712

敷金及び保証金 19,974 19,976

その他 7,214 2,263

貸倒引当金 △72,235 －

投資その他の資産合計 168,548 184,109

固定資産合計 343,965 373,639

資産合計 624,283 850,376



(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 40,121 255,100

短期借入金 40,971 38,287

1年内返済予定の長期借入金 ※3  2,109,680 ※3  2,050,223

未払金 338,973 399,767

未払費用 ※4  138,503 ※4  205,525

未払法人税等 15,657 18,669

前受金 295,434 233,456

預り金 49,330 36,872

その他 33,361 8,040

流動負債合計 3,062,035 3,245,943

固定負債

長期借入金 ※2,4  331,197 ※2,4  383,602

長期未払金 － 31,756

繰延税金負債 － 2,876

その他 170 －

固定負債合計 331,368 418,234

負債合計 3,393,403 3,664,178

純資産の部

株主資本

資本金 3,361,473 3,361,473

資本剰余金

資本準備金 3,402,585 3,402,585

資本剰余金合計 3,402,585 3,402,585

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △9,533,178 △9,577,861

利益剰余金合計 △9,533,178 △9,577,861

株主資本合計 △2,769,119 △2,813,801

純資産合計 △2,769,119 △2,813,801

負債純資産合計 624,283 850,376



②【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高

アニメーション事業売上高 740,229 1,135,763

売上高合計 740,229 1,135,763

売上原価

アニメーション事業売上原価 609,014 843,717

売上原価合計 609,014 843,717

売上総利益 131,214 292,045

販売費及び一般管理費 ※2  277,197 ※2  216,082

営業利益又は営業損失（△） △145,982 75,962

営業外収益

受取利息 369 15

為替差益 332 279

投資有価証券評価益 － 7,068

その他 6,178 790

営業外収益合計 6,881 8,155

営業外費用

支払利息 ※1  79,759 ※1  76,311

投資有価証券評価損 34,646 7,452

匿名組合投資損失 11,328 35,236

その他 243 2,619

営業外費用合計 125,978 121,618

経常損失（△） △265,080 △37,500

特別利益

固定資産売却益 81 －

前期損益修正益 26,304 －

債務免除益 27,296 －

その他 4,886 －

特別利益合計 58,568 －

特別損失

固定資産除却損 1,805 4

投資有価証券評価損 970 －

事務所移転費用 61,360 －

その他 475 －

特別損失合計 64,610 4

税引前当期純損失（△） △271,122 △37,505

法人税、住民税及び事業税 3,615 4,300

法人税等調整額 － 2,876

法人税等合計 3,615 7,177

当期純損失（△） △274,737 △44,682



③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,361,473 3,361,473

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,361,473 3,361,473

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 3,402,585 3,402,585

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,402,585 3,402,585

資本剰余金合計

当期首残高 3,402,585 3,402,585

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,402,585 3,402,585

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △9,258,441 △9,533,178

当期変動額

当期純損失（△） △274,737 △44,682

当期変動額合計 △274,737 △44,682

当期末残高 △9,533,178 △9,577,861

利益剰余金合計

当期首残高 △9,258,441 △9,533,178

当期変動額

当期純損失（△） △274,737 △44,682

当期変動額合計 △274,737 △44,682

当期末残高 △9,533,178 △9,577,861

株主資本合計

当期首残高 △2,494,381 △2,769,119

当期変動額

当期純損失（△） △274,737 △44,682

当期変動額合計 △274,737 △44,682

当期末残高 △2,769,119 △2,813,801



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

純資産合計

当期首残高 △2,494,381 △2,769,119

当期変動額

当期純損失（△） △274,737 △44,682

当期変動額合計 △274,737 △44,682

当期末残高 △2,769,119 △2,813,801





③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,361,473 3,361,473

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,361,473 3,361,473

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 3,402,585 3,402,585

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,402,585 3,402,585

資本剰余金合計

当期首残高 3,402,585 3,402,585

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,402,585 3,402,585

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △9,258,441 △9,533,178

当期変動額

当期純損失（△） △274,737 △44,682

当期変動額合計 △274,737 △44,682

当期末残高 △9,533,178 △9,577,861

利益剰余金合計

当期首残高 △9,258,441 △9,533,178

当期変動額

当期純損失（△） △274,737 △44,682

当期変動額合計 △274,737 △44,682

当期末残高 △9,533,178 △9,577,861

株主資本合計

当期首残高 △2,494,381 △2,769,119

当期変動額

当期純損失（△） △274,737 △44,682

当期変動額合計 △274,737 △44,682

当期末残高 △2,769,119 △2,813,801



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

純資産合計

当期首残高 △2,494,381 △2,769,119

当期変動額

当期純損失（△） △274,737 △44,682

当期変動額合計 △274,737 △44,682

当期末残高 △2,769,119 △2,813,801
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