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企業概要

� 社名 株式会社IGポート
� 証券コード 3791
� 上場市場 ＪＡＳＤＡＱ証券取引所
� 上場日 2005年12月21日上場
� 所在地 東京都国分寺市
� 代表者 代表取締役社長 石川 光久
� 資本金 701,400千円（発行済株式数48,952株）
� 設立時期 1990年6月（創業1987年）
� 事業内容 アニメーションの企画・製作、コミック出版および版権事業
� 従業員数 連結211名 （2008年5月末現在）
� 子会社 株式会社プロダクション・アイジー（連結・新設分割会社）

株式会社ジーベック（連結）

株式会社マッグガーデン（連結）
Production Ｉ.G.,ＬＬC(非連結・米国）

amimo LLP (持分法適用会社）
他作品製作委員会7社(持分法適用会社）
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決算決算決算決算のののの概要概要概要概要
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2008年5月期決算概要（前年同期比）

売上高売上高売上高売上高
((((08080808年年年年5555月期実績月期実績月期実績月期実績：：：：対前年対前年対前年対前年））））

6,6356,6356,6356,635

5,5465,5465,5465,546

4,0004,0004,0004,000

5,0005,0005,0005,000

6,0006,0006,0006,000

7,0007,0007,0007,000

07070707年年年年5555月期月期月期月期 08080808年年年年5555月期月期月期月期

経常利益経常利益経常利益経常利益
（（（（08080808年年年年5555月期実績月期実績月期実績月期実績：：：：対前年対前年対前年対前年））））

272272272272

467467467467
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400400400400

500500500500

07070707年年年年5555月期月期月期月期 08080808年年年年5555月期月期月期月期

当期実績当期実績当期実績当期実績はははは、、、、前年比大幅前年比大幅前年比大幅前年比大幅なななな増収増収増収増収・・・・増益増益増益増益となったとなったとなったとなった。。。。

■連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,6356,6356,6356,635百万円百万円百万円百万円（（（（前年比前年比前年比前年比 +1,088+1,088+1,088+1,088百万円百万円百万円百万円 +19.6+19.6+19.6+19.6％）％）％）％）

■■■■連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・467467467467百万円百万円百万円百万円（（（（前年比前年比前年比前年比 +195+195+195+195百万円百万円百万円百万円 +71.6+71.6+71.6+71.6％）％）％）％）

■■■■連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200200200200百万円百万円百万円百万円（（（（前年比前年比前年比前年比 +35+35+35+35百万円百万円百万円百万円 +21.6+21.6+21.6+21.6％）％）％）％）

■■■■売上高売上高売上高売上高のののの増加増加増加増加はははは下期下期下期下期よりよりよりより連結連結連結連結したしたしたしたコミックコミックコミックコミック専門出版社専門出版社専門出版社専門出版社であるであるであるである株式会社株式会社株式会社株式会社マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンがががが寄与寄与寄与寄与したしたしたした。。。。利益面利益面利益面利益面ではではではでは08080808年年年年5555
月月月月期期期期はははは大型劇場作品大型劇場作品大型劇場作品大型劇場作品がががが計画通計画通計画通計画通りにりにりにりに納品納品納品納品となりとなりとなりとなり、、、、映像制作事業映像制作事業映像制作事業映像制作事業のののの営業利益営業利益営業利益営業利益がががが119.7119.7119.7119.7％％％％増増増増とととと前年対比前年対比前年対比前年対比でででで大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加したことしたことしたことしたこと
がががが主要主要主要主要なななな要因要因要因要因。。。。

■■■■またまたまたまた、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンがががが下期下期下期下期にににに人気人気人気人気シリーズシリーズシリーズシリーズののののアニメーションアニメーションアニメーションアニメーション・・・・コミックコミックコミックコミックののののシナジーシナジーシナジーシナジー展開展開展開展開がががが図図図図られられられられ、、、、3333月期末月期末月期末月期末のののの
コミックスコミックスコミックスコミックス売上売上売上売上がががが増大増大増大増大したこともしたこともしたこともしたことも寄与寄与寄与寄与しているしているしているしている。。。。

単位：百万円

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益
（（（（08080808年年年年5555月期実績月期実績月期実績月期実績：：：：対前年対前年対前年対前年））））
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2008年5月期決算概要（計画比）

売上高売上高売上高売上高
((((08080808年年年年5555月期実績月期実績月期実績月期実績：：：：対計画対計画対計画対計画））））

6,6356,6356,6356,635
6,5006,5006,5006,500

4,0004,0004,0004,000

4,5004,5004,5004,500

5,0005,0005,0005,000

5,5005,5005,5005,500

6,0006,0006,0006,000

6,5006,5006,5006,500

7,0007,0007,0007,000

08080808年年年年5555月期計画月期計画月期計画月期計画 08080808年年年年5555月期実績月期実績月期実績月期実績

経常利益経常利益経常利益経常利益
（（（（08080808年年年年5555月期実績月期実績月期実績月期実績：：：：対計画対計画対計画対計画））））

467467467467

360360360360
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200200200200
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500500500500

08080808年年年年5555月期計画月期計画月期計画月期計画 08080808年年年年5555月期実績月期実績月期実績月期実績

当期実績当期実績当期実績当期実績はははは、、、、計画比増収計画比増収計画比増収計画比増収・・・・増益増益増益増益となったとなったとなったとなった。。。。

■連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,6356,6356,6356,635百万円百万円百万円百万円（（（（計画比計画比計画比計画比 +135+135+135+135百万円百万円百万円百万円 +2.1+2.1+2.1+2.1％）％）％）％）

■■■■連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・467467467467百万円百万円百万円百万円（（（（計画比計画比計画比計画比 ++++107107107107百万円百万円百万円百万円 ++++29.829.829.829.8％）％）％）％）

■■■■連結当期利益連結当期利益連結当期利益連結当期利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200200200200百万円百万円百万円百万円（（（（計画比計画比計画比計画比 +30+30+30+30百万円百万円百万円百万円 +18.1+18.1+18.1+18.1％）％）％）％）

■■■■売上高売上高売上高売上高はほぼはほぼはほぼはほぼ計画通計画通計画通計画通りにりにりにりに推移推移推移推移したしたしたした。。。。

■■■■利益面利益面利益面利益面ではではではでは版権収入版権収入版権収入版権収入のののの計画対比増計画対比増計画対比増計画対比増（（（（+58+58+58+58百万円百万円百万円百万円））））およびおよびおよびおよびマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンのののの3333月期末月期末月期末月期末ののののコミックスコミックスコミックスコミックスのののの売上売上売上売上がががが人気作品人気作品人気作品人気作品ののののアニメーアニメーアニメーアニメー
ションションションション放映放映放映放映ととととコミックコミックコミックコミック連載連載連載連載のののの終了終了終了終了ががががシナジーシナジーシナジーシナジー効果効果効果効果をををを生生生生みみみみ、、、、計画計画計画計画をををを上回上回上回上回ったためことがったためことがったためことがったためことが主要主要主要主要なななな要因要因要因要因であるであるであるである。。。。

単位：百万円

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益
（（（（08080808年年年年5555月期中間実績月期中間実績月期中間実績月期中間実績：：：：対前年対前年対前年対前年））））
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08080808年年年年5555月期計画月期計画月期計画月期計画 08080808年年年年5555月期実績月期実績月期実績月期実績

※※※※中間期中間期中間期中間期にににに発表発表発表発表したしたしたしたマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデン連結連結連結連結をををを見込見込見込見込んだんだんだんだ修正計画修正計画修正計画修正計画とととと対比対比対比対比しておりますしておりますしておりますしております。。。。
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2008年5月期決算（損益計算書要約・前年同期比）

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円
マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンのののの下期下期下期下期をををを連結連結連結連結しししし、、、、出版事業出版事業出版事業出版事業がががが新新新新
規規規規にににに加加加加わることとなったわることとなったわることとなったわることとなった。。。。08080808年年年年5555月期月期月期月期はははは3333月期末月期末月期末月期末
ののののコミックスコミックスコミックスコミックス販売販売販売販売がががが好調好調好調好調であったであったであったであった。（。（。（。（人気人気人気人気シリーシリーシリーシリー
ズズズズ「ＡＲＩＡ」「ＡＲＩＡ」「ＡＲＩＡ」「ＡＲＩＡ」ののののアニメアニメアニメアニメ化化化化のののの効果効果効果効果によるによるによるによる。。。。

下期下期下期下期よりよりよりよりコミックコミックコミックコミック専門出版社専門出版社専門出版社専門出版社マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンをををを連結連結連結連結したためしたためしたためしたため、、、、新新新新たにたにたにたに出版事業売上出版事業売上出版事業売上出版事業売上がががが計上計上計上計上されされされされ、、、、
売上高売上高売上高売上高はははは大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加。。。。映像制作事業映像制作事業映像制作事業映像制作事業においてはにおいてはにおいてはにおいては3年越年越年越年越しのしのしのしの劇場大作劇場大作劇場大作劇場大作がががが完成完成完成完成しししし、、、、粗利率粗利率粗利率粗利率がががが改善改善改善改善しししし、、、、
大幅大幅大幅大幅なななな増収増収増収増収・・・・増益増益増益増益となったとなったとなったとなった。。。。

劇場大型作品劇場大型作品劇場大型作品劇場大型作品のののの完成完成完成完成によりによりによりにより、、、、映像制作事業映像制作事業映像制作事業映像制作事業
のののの粗利率改善粗利率改善粗利率改善粗利率改善（（（（劇場作品劇場作品劇場作品劇場作品はははは制作制作制作制作がががが長期長期長期長期にわにわにわにわ
たるためたるためたるためたるため、、、、管理費用先行管理費用先行管理費用先行管理費用先行のののの部分部分部分部分がががが大大大大きくきくきくきく納品納品納品納品
時時時時のみをのみをのみをのみを見見見見るとるとるとると粗利率粗利率粗利率粗利率がががが大大大大きいきいきいきい傾向傾向傾向傾向があるがあるがあるがある））））

映像映像映像映像マスターマスターマスターマスターのののの償却期間見直償却期間見直償却期間見直償却期間見直しにしにしにしに伴伴伴伴いいいい、、、、放送放送放送放送
からからからから1111年以上経過年以上経過年以上経過年以上経過したしたしたした作品作品作品作品のののの映像映像映像映像マスターマスターマスターマスターをををを
一括一括一括一括してしてしてして特別損失特別損失特別損失特別損失でででで処理処理処理処理したしたしたした。。。。

2007200720072007年年年年5555月期月期月期月期 2008200820082008年年年年5555月期月期月期月期 増減率増減率増減率増減率

売上高合計売上高合計売上高合計売上高合計 5,5465,5465,5465,546 6,6356,6356,6356,635 19.6%19.6%19.6%19.6%

映像制作事業売上 4,7344,7344,7344,734 4,7494,7494,7494,749 0.3%0.3%0.3%0.3%

出版事業売上 0000 1,0931,0931,0931,093

版権事業売上 750750750750 727727727727 -3.1%-3.1%-3.1%-3.1%

その他売上 61616161 64646464 5.1%5.1%5.1%5.1%

売上原価売上原価売上原価売上原価 4,9364,9364,9364,936 5,4895,4895,4895,489 11.2%11.2%11.2%11.2%

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 610610610610 1,1451,1451,1451,145 87.7%87.7%87.7%87.7%

（（（（売上総利益率売上総利益率売上総利益率売上総利益率）））） 11.0%11.0%11.0%11.0% 17.3%17.3%17.3%17.3%

販売費販売費販売費販売費・・・・一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 401401401401 714714714714 78.0%78.0%78.0%78.0%

営業利益営業利益営業利益営業利益 208208208208 431431431431 107.0%107.0%107.0%107.0%

（（（（営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率）））） 3.8%3.8%3.8%3.8% 6.5%6.5%6.5%6.5%

経常利益経常利益経常利益経常利益 272272272272 467467467467 71.6%71.6%71.6%71.6%

（（（（経常利益率経常利益率経常利益率経常利益率）））） 4.9%4.9%4.9%4.9% 7.0%7.0%7.0%7.0%

特別利益特別利益特別利益特別利益 4444 68686868 1322.3%1322.3%1322.3%1322.3%

特別損失特別損失特別損失特別損失 7777 130130130130 1683.8%1683.8%1683.8%1683.8%

当期利益当期利益当期利益当期利益 165165165165 200200200200 21.6%21.6%21.6%21.6%
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2008年5月期決算（貸借対照表要約・前年同期比）
単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円 マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンのののの連結連結連結連結によりによりによりにより売売売売

掛金増加掛金増加掛金増加掛金増加（（（（コミックコミックコミックコミックはははは期末期末期末期末にににに新年新年新年新年
度度度度にににに向向向向けたけたけたけたフェアフェアフェアフェアをををを実施実施実施実施するたするたするたするた
めめめめ期末期末期末期末にににに売掛金売掛金売掛金売掛金がががが膨膨膨膨らむらむらむらむ傾向傾向傾向傾向
があるがあるがあるがある。）。）。）。）

マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンののののＭ＆Ｍ＆Ｍ＆Ｍ＆ＡＡＡＡしたしたしたした際際際際
のののの「「「「のれんのれんのれんのれん」」」」のののの計上計上計上計上

アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション受注受注受注受注のののの前受金前受金前受金前受金
のののの増加増加増加増加

マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンとのとのとのとの株式交換株式交換株式交換株式交換
のためのためのためのため。。。。

07070707////5555月期月期月期月期 08080808////5555月期月期月期月期 07070707////5555～～～～08080808////5555
金額金額金額金額 金額金額金額金額 差額差額差額差額

現金及現金及現金及現金及びびびび預金預金預金預金 1,6711,6711,6711,671 2,1172,1172,1172,117 446446446446
売掛金売掛金売掛金売掛金 332332332332 1,5701,5701,5701,570 1,2381,2381,2381,238
棚卸棚卸棚卸棚卸しししし資産資産資産資産 703703703703 846846846846 142142142142
繰越税金資産繰越税金資産繰越税金資産繰越税金資産 36363636 61616161 24242424
前渡金前渡金前渡金前渡金 214214214214 666666666666 452452452452
そのそのそのその他他他他 92929292 122122122122 29292929

流動資産合計流動資産合計流動資産合計流動資産合計 3,0513,0513,0513,051 5,3865,3865,3865,386 2,3342,3342,3342,334

有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 1,0031,0031,0031,003 1,0381,0381,0381,038 34343434
無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 30303030 297297297297 267267267267
投資投資投資投資そのそのそのその他資産他資産他資産他資産 269269269269 123123123123 -146-146-146-146
そのそのそのその他他他他 244244244244 403403403403 159159159159

固定資産合計固定資産合計固定資産合計固定資産合計 1,5481,5481,5481,548 1,8631,8631,8631,863 314314314314

4,6004,6004,6004,600 7,2497,2497,2497,249 2,6492,6492,6492,649

買掛金買掛金買掛金買掛金 414414414414 793793793793 379379379379
短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金 400400400400 400400400400
未払金等未払金等未払金等未払金等 211211211211 475475475475 264264264264
前受金前受金前受金前受金 469469469469 869869869869 400400400400
賞与引当金等賞与引当金等賞与引当金等賞与引当金等 13131313 12121212 -1-1-1-1
返品調整引当金返品調整引当金返品調整引当金返品調整引当金 94949494 94949494
そのそのそのその他他他他 208208208208 247247247247 39393939

1,3231,3231,3231,323 2,8922,8922,8922,892 1,5691,5691,5691,569

資本金資本金資本金資本金 701701701701 701701701701 0000
資本剰余金資本剰余金資本剰余金資本剰余金 962962962962 1,8421,8421,8421,842 879879879879
利益剰余金利益剰余金利益剰余金利益剰余金 1,6511,6511,6511,651 1,8431,8431,8431,843 192192192192
自己株式自己株式自己株式自己株式 -30-30-30-30 -30-30-30-30

3,2773,2773,2773,277 4,3564,3564,3564,356 1,0791,0791,0791,079

4,6004,6004,6004,600 7,2497,2497,2497,249 2,6492,6492,6492,649負債負債負債負債・・・・純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計

流動負債流動負債流動負債流動負債

負債合計負債合計負債合計負債合計

資本資本資本資本
株主資本株主資本株主資本株主資本

純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計

資産合計資産合計資産合計資産合計

負債負債負債負債

科目科目科目科目

資産資産資産資産

流動資産流動資産流動資産流動資産

固定資産固定資産固定資産固定資産
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2008年5月期決算（セグメント別売上・前年同期比）
単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

出版事業収入出版事業収入出版事業収入出版事業収入
コミックコミックコミックコミック専門出版社株式会社専門出版社株式会社専門出版社株式会社専門出版社株式会社マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンをををを下期下期下期下期よりよりよりより
連結連結連結連結。。。。当期当期当期当期よりよりよりより出版事業収入出版事業収入出版事業収入出版事業収入がががが加加加加わるわるわるわる。。。。

4,7344,7344,7344,734 4,7494,7494,7494,749

750750750750 727727727727

1,0931,0931,0931,093
61616161

64646464

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

4,0004,0004,0004,000

5,0005,0005,0005,000

6,0006,0006,0006,000

7,0007,0007,0007,000

07070707年年年年5555月期月期月期月期 08080808年年年年5555月期月期月期月期

その他

出版

版権

映像制作

映像映像映像映像制作事業収入制作事業収入制作事業収入制作事業収入
00007777年年年年5555月期月期月期月期
「ＢＬＯＯＤ「ＢＬＯＯＤ「ＢＬＯＯＤ「ＢＬＯＯＤ++++」」」」 「「「「xxxxxxxxxxxxＨＯＬｉＣ」ＨＯＬｉＣ」ＨＯＬｉＣ」ＨＯＬｉＣ」 「「「「シュヴァリエシュヴァリエシュヴァリエシュヴァリエ」「」「」「」「ロックロックロックロック
マンシリーズマンシリーズマンシリーズマンシリーズ」」」」 「「「「ライディーンライディーンライディーンライディーン」」」」またまたまたまた大型大型大型大型OVAOVAOVAOVA作品作品作品作品
「「「「攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊 Ｓ．Ａ．Ｃ．ＳｏｌｉｄＳ．Ａ．Ｃ．ＳｏｌｉｄＳ．Ａ．Ｃ．ＳｏｌｉｄＳ．Ａ．Ｃ．Ｓｏｌｉｄ ＳｔａｔｅＳｔａｔｅＳｔａｔｅＳｔａｔｅ Ｓｏｃｉｅｔｙ」Ｓｏｃｉｅｔｙ」Ｓｏｃｉｅｔｙ」Ｓｏｃｉｅｔｙ」
をををを制作制作制作制作。。。。

00008888年年年年5555月期月期月期月期
「「「「精霊精霊精霊精霊のののの守守守守りりりり人人人人」」」」 「「「「神霊狩神霊狩神霊狩神霊狩/GHOST/GHOST/GHOST/GHOST HOUNDHOUNDHOUNDHOUND」」」」
「「「「ウウウウエエエエルベールルベールルベールルベールのののの物語物語物語物語」「」「」「」「ロックマンロックマンロックマンロックマン シリーズシリーズシリーズシリーズ」」」」
「「「「オーバードライブオーバードライブオーバードライブオーバードライブ」」」」などをなどをなどをなどを制作制作制作制作。。。。
またまたまたまた、、、、大型劇場作品大型劇場作品大型劇場作品大型劇場作品「「「「スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ」」」」をををを制作制作制作制作。。。。

版権事業収入版権事業収入版権事業収入版権事業収入
00007777年年年年5555月期月期月期月期
「「「「攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊 Ｓ．Ａ．Ｃ．」Ｓ．Ａ．Ｃ．」Ｓ．Ａ．Ｃ．」Ｓ．Ａ．Ｃ．」 「「「「BLOOD+BLOOD+BLOOD+BLOOD+」「」「」「」「エヴァンゲエヴァンゲエヴァンゲエヴァンゲ
リオンリオンリオンリオン」「」「」「」「テニステニステニステニスのののの王子様王子様王子様王子様」」」」などでなどでなどでなどで版権事業売上版権事業売上版権事業売上版権事業売上はははは
構成構成構成構成。。。。

00008888年年年年5555月期月期月期月期
「「「「攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊 Ｓ．Ａ．Ｃ．」Ｓ．Ａ．Ｃ．」Ｓ．Ａ．Ｃ．」Ｓ．Ａ．Ｃ．」 「ＢＬＯＯＤ「ＢＬＯＯＤ「ＢＬＯＯＤ「ＢＬＯＯＤ++++」」」」（（（（海外番組海外番組海外番組海外番組
販売販売販売販売）））） 「「「「エヴァンゲリオンエヴァンゲリオンエヴァンゲリオンエヴァンゲリオン」」」」 「「「「シュヴァリエシュヴァリエシュヴァリエシュヴァリエ」」」」等等等等でででで版版版版
権事業売上権事業売上権事業売上権事業売上はははは構成構成構成構成。。。。
過去過去過去過去人気作品人気作品人気作品人気作品ののののDVDBOXDVDBOXDVDBOXDVDBOX売上売上売上売上がががが大大大大きくきくきくきく貢献貢献貢献貢献していしていしていしてい
るるるる。。。。
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2008年5月期決算（版権収入構成・前年同期比）

07070707年年年年5555月期月期月期月期 08080808年年年年5555月期月期月期月期

攻殻 攻殻 攻殻 攻殻 SSSS....AAAA....CCCC....
　　　　シリーズシリーズシリーズシリーズ

ｴｳｴｳｴｳｴｳ ﾞ゙゙゙ｧﾝｹｧﾝｹｧﾝｹｧﾝｹ ﾞ゙゙゙ﾘｵﾝﾘｵﾝﾘｵﾝﾘｵﾝ

BLOODBLOODBLOODBLOOD＋＋＋＋

精霊精霊精霊精霊のののの 守守守守りりりり 人人人人

ｼｭｳｼｭｳｼｭｳｼｭｳ ﾞ゙゙゙ｧﾘ ｴｧﾘ ｴｧﾘ ｴｧﾘ ｴ
ﾅﾃﾅﾃﾅﾃﾅﾃﾞ゙゙゙ｼｺｼｺｼｺｼｺ

ﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽ のののの王子様王子様王子様王子様

ﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾂﾊ ﾞ゙゙゙ｻｻｻｻOVAOVAOVAOVA ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘHOLiCHOLiCHOLiCHOLiC
ﾗｲﾃﾗｲﾃﾗｲﾃﾗｲﾃ ﾞ゙゙゙ｨｰﾝｨｰﾝｨｰﾝｨｰﾝ
蒼穹蒼穹蒼穹蒼穹 のののの ファ フナ ーファ フナ ーファ フナ ーファ フナ ー
ロ ックマン シリー ズロ ックマン シリー ズロ ックマン シリー ズロ ックマン シリー ズ
ｳｴﾙﾍｳｴﾙﾍｳｴﾙﾍｳｴﾙﾍ ﾞ゙゙゙ｰﾙｰﾙｰﾙｰﾙのののの 物語物語物語物語
ザザザザ ・・・・ サー ドサー ドサー ドサー ド
イ ノ セン スイ ノ セン スイ ノ セン スイ ノ セン ス

そのそのそのその他他他他そのそのそのその他他他他

攻殻 攻殻 攻殻 攻殻 SSSS....AAAA....CCCC....
　　　　シリーズシリーズシリーズシリーズ

ｴｳｴｳｴｳｴｳ ﾞ゙゙゙ｧﾝｹｧﾝｹｧﾝｹｧﾝｹ ﾞ゙゙゙ﾘｵﾝﾘｵﾝﾘｵﾝﾘｵﾝ

BLOODBLOODBLOODBLOOD＋＋＋＋

ネギネギネギネギまままま！！！！

ネギネギネギネギまままま！！！！
ｼｭｳｼｭｳｼｭｳｼｭｳﾞ゙゙゙ｧﾘｴｧﾘｴｧﾘｴｧﾘｴ

ﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽのののの王子様王子様王子様王子様

蒼穹蒼穹蒼穹蒼穹ののののファ フナーファ フナーファ フナーファ フナーﾛｯｸﾏﾝｼﾘｰｽﾛｯｸﾏﾝｼﾘｰｽﾛｯｸﾏﾝｼﾘｰｽﾛｯｸﾏﾝｼﾘｰｽﾞ゙゙゙
イノセンスイノセンスイノセンスイノセンス

（（（（ 劇劇劇劇））））ﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾂﾊ ﾞ゙゙゙ｻｻｻｻ//// xxxxxxxxｘｘｘｘHOLiCHOLiCHOLiCHOLiC

立喰師列伝立喰師列伝立喰師列伝立喰師列伝
IGPXIGPXIGPXIGPX

■■■■過去過去過去過去のののの人気作品人気作品人気作品人気作品「「「「エヴァンゲリオンエヴァンゲリオンエヴァンゲリオンエヴァンゲリオン」「」「」「」「攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊 S.A.C.S.A.C.S.A.C.S.A.C. 」」」」シリーズシリーズシリーズシリーズののののDVDBOXDVDBOXDVDBOXDVDBOXがががが発売発売発売発売となりとなりとなりとなり、、、、これらはこれらはこれらはこれらは前年前年前年前年をををを大大大大きくきくきくきく上回上回上回上回ったったったった。。。。

■■■■上記上記上記上記2222作品作品作品作品ははははキャラクターグッズキャラクターグッズキャラクターグッズキャラクターグッズ等等等等のののの商品化商品化商品化商品化もももも好調好調好調好調にににに推移推移推移推移しておりしておりしておりしており、、、、版権収入版権収入版権収入版権収入のののの拡大拡大拡大拡大にににに寄与寄与寄与寄与しているしているしているしている。。。。

■■■■逆逆逆逆にににに新作新作新作新作ののののDVDDVDDVDDVD販売販売販売販売はははは押押押押しなべてしなべてしなべてしなべて低調低調低調低調でありでありでありであり、、、、新作新作新作新作DVDDVDDVDDVDのののの販売本数販売本数販売本数販売本数をををを過去人気作品過去人気作品過去人気作品過去人気作品がががが上回上回上回上回るというるというるというるという逆転現象逆転現象逆転現象逆転現象がががが起起起起こっていこっていこっていこってい
るるるる。。。。

00008888年年年年5555月期月期月期月期 版権収入構成比版権収入構成比版権収入構成比版権収入構成比

版権収入構成前年同期比版権収入構成前年同期比版権収入構成前年同期比版権収入構成前年同期比

攻殻 攻殻 攻殻 攻殻 SSSS....AAAA....CCCC....シリーズシリーズシリーズシリーズ

エヴァンゲリオンエヴァンゲリオンエヴァンゲリオンエヴァンゲリオン

BLOODBLOODBLOODBLOOD＋＋＋＋
ネギネギネギネギまままま！！！！

精霊精霊精霊精霊のののの守守守守りりりり人人人人

ｼｭｳｼｭｳｼｭｳｼｭｳﾞ゙゙゙ｧﾘｴｧﾘｴｧﾘｴｧﾘｴ

ﾅﾃﾅﾃﾅﾃﾅﾃﾞ゙゙゙ｼｺｼｺｼｺｼｺ

ﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽのののの王子様王子様王子様王子様

ﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾂﾊ ﾞ゙゙゙ｻｻｻｻOVAOVAOVAOVA

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘHOLiCHOLiCHOLiCHOLiC((((TVTVTVTV))))

ﾗｲﾃﾗｲﾃﾗｲﾃﾗｲﾃﾞ゙゙゙ｨｰﾝｨｰﾝｨｰﾝｨｰﾝ

蒼穹蒼穹蒼穹蒼穹ののののファフナーファフナーファフナーファフナー

ﾛｯｸﾏﾝｼﾘｰｽﾛｯｸﾏﾝｼﾘｰｽﾛｯｸﾏﾝｼﾘｰｽﾛｯｸﾏﾝｼﾘｰｽ ﾞ゙゙゙

ｳｴﾙﾍｳｴﾙﾍｳｴﾙﾍｳｴﾙﾍﾞ゙゙゙ｰﾙｰﾙｰﾙｰﾙのののの物語物語物語物語

ｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽ

そのそのそのその他他他他
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2008年5月期決算（版権収入・計画対比分析）

■■■■基本的基本的基本的基本的にはにはにはには期初立案期初立案期初立案期初立案したしたしたした版権収入予測版権収入予測版権収入予測版権収入予測をををを各作品各作品各作品各作品ともともともとも上回上回上回上回ってってってって推移推移推移推移したしたしたした。。。。

■■■■上上上上ぶれのぶれのぶれのぶれの主要主要主要主要なななな要因要因要因要因はははは、、、、下期下期下期下期にににに計画計画計画計画していたしていたしていたしていた過去人気作品過去人気作品過去人気作品過去人気作品ののののＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ販売販売販売販売によるによるによるによる版権収入版権収入版権収入版権収入がががが前倒前倒前倒前倒しししし計上計上計上計上されたためされたためされたためされたため。。。。

版権収入版権収入版権収入版権収入・・・・計画対比分析計画対比分析計画対比分析計画対比分析

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ販売販売販売販売がががが好調好調好調好調。。。。またまたまたまた、、、、キャラクターグッズキャラクターグッズキャラクターグッズキャラクターグッズ等等等等
のののの商品化商品化商品化商品化もももも好調好調好調好調でででで計画計画計画計画をををを上回上回上回上回ったったったった。。。。

新作新作新作新作のののの国内国内国内国内ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ販売販売販売販売はははは低迷低迷低迷低迷しているしているしているしている。。。。
⇒⇒⇒⇒新作新作新作新作ののののヒットヒットヒットヒットがががが課題課題課題課題

予想予想予想予想 実績実績実績実績

攻殻 攻殻 攻殻 攻殻 SSSS....AAAA....CCCC....
　　　　シリーズシリーズシリーズシリーズ

攻殻 攻殻 攻殻 攻殻 SSSS....AAAA....CCCC....
　　　　シリーズシリーズシリーズシリーズ

ｴｳｴｳｴｳｴｳﾞ゙゙゙ｧﾝｹｧﾝｹｧﾝｹｧﾝｹﾞ゙゙゙ﾘｵﾝﾘｵﾝﾘｵﾝﾘｵﾝ
ｴｳｴｳｴｳｴｳﾞ゙゙゙ｧﾝｹｧﾝｹｧﾝｹｧﾝｹﾞ゙゙゙ﾘｵﾝﾘｵﾝﾘｵﾝﾘｵﾝ

BLOODBLOODBLOODBLOOD＋＋＋＋
BLOODBLOODBLOODBLOOD＋＋＋＋

ネギネギネギネギまままま！！！！ネギネギネギネギまままま！！！！
精霊精霊精霊精霊のののの守守守守りりりり人人人人精霊精霊精霊精霊のののの守守守守りりりり人人人人

ｼｭｳｼｭｳｼｭｳｼｭｳ ﾞ゙゙゙ｧﾘｴｧﾘｴｧﾘｴｧﾘｴ
ｼｭｳｼｭｳｼｭｳｼｭｳﾞ゙゙゙ｧﾘｴｧﾘｴｧﾘｴｧﾘｴ

ﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽのののの王子様王子様王子様王子様

ﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽﾃﾆｽのののの王子様王子様王子様王子様
ﾅﾃﾅﾃﾅﾃﾅﾃﾞ゙゙゙ｼｺｼｺｼｺｼｺ

ﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾂﾊ ﾞ゙゙゙ｻｻｻｻOVAOVAOVAOVA

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘHOLiCHOLiCHOLiCHOLiC
ﾗｲﾃﾗｲﾃﾗｲﾃﾗｲﾃﾞ゙゙゙ｨｰﾝｨｰﾝｨｰﾝｨｰﾝ

蒼穹蒼穹蒼穹蒼穹ののののファフナーファフナーファフナーファフナー

そのそのそのその他他他他そのそのそのその他他他他

（（（（劇劇劇劇））））ﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾂﾊ ﾞ゙゙゙ｻｻｻｻ////xxxxxxxxｘｘｘｘHOLiCHOLiCHOLiCHOLiC
ﾗｲﾃﾗｲﾃﾗｲﾃﾗｲﾃﾞ゙゙゙ｨｰﾝｨｰﾝｨｰﾝｨｰﾝ

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘHOLiCHOLiCHOLiCHOLiC

海外海外海外海外へのへのへのへの番組販売番組販売番組販売番組販売によるによるによるによる版権収入版権収入版権収入版権収入のののの前倒前倒前倒前倒
しししし計上計上計上計上によるによるによるによる計画対比増計画対比増計画対比増計画対比増
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映像マスターの耐用年数変更処理に関して

■■■■当社当社当社当社はこれまではこれまではこれまではこれまで、、、、映像作品映像作品映像作品映像作品へのへのへのへの出資出資出資出資をををを「「「「映像映像映像映像マスターマスターマスターマスター」」」」としてとしてとしてとして固定資産計上固定資産計上固定資産計上固定資産計上しししし、、、、耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数2222年年年年でででで減価償却減価償却減価償却減価償却していたがしていたがしていたがしていたが、、、、このたこのたこのたこのた
びびびび耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行いいいい07070707年年年年6666月以降取得月以降取得月以降取得月以降取得のののの「「「「映像映像映像映像マスターマスターマスターマスター」」」」からからからから1111年間年間年間年間でででで償却償却償却償却をををを行行行行うこととしたうこととしたうこととしたうこととした。。。。

■■■■当該処理当該処理当該処理当該処理にににに伴伴伴伴いいいい07070707年年年年5555月以前取得月以前取得月以前取得月以前取得のののの映像映像映像映像マスターマスターマスターマスターもももも、、、、耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数をををを1111年間年間年間年間としてとしてとしてとして再計算再計算再計算再計算をををを行行行行いいいい、、、、既存償却額既存償却額既存償却額既存償却額とのとのとのとの差額差額差額差額をををを「「「「特別特別特別特別
損失損失損失損失」」」」としてとしてとしてとして計上計上計上計上したしたしたした。。。。

■■■■新規取得新規取得新規取得新規取得のののの映像映像映像映像マスターマスターマスターマスターはははは耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数1111年年年年でででで残存価額残存価額残存価額残存価額1111円円円円までまでまでまで減価償却減価償却減価償却減価償却をををを行行行行うううう。。。。07070707年年年年4444月月月月からからからから適用適用適用適用されるされるされるされる「「「「固定資産減税固定資産減税固定資産減税固定資産減税」（」（」（」（残残残残
存価額存価額存価額存価額1111円円円円までまでまでまで償却可能償却可能償却可能償却可能））））にもにもにもにも対応対応対応対応。。。。

①①①①取得取得取得取得からからからから1111年以上年以上年以上年以上たったたったたったたった映像映像映像映像マスターマスターマスターマスター

取
得
価
額

耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数2年年年年（（（（定定定定
率法率法率法率法））））でででで減価償却減価償却減価償却減価償却

残
存
価
額

残
存
価
額

残
存
価
額

残
存
価
額
5

％％％％

②②②②取得取得取得取得からからからから1111年未満年未満年未満年未満のののの映像映像映像映像マスターマスターマスターマスター

耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数2年年年年（（（（定定定定
率法率法率法率法））））でででで減価償却減価償却減価償却減価償却

耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数1年年年年（（（（定定定定
率法率法率法率法））））でででで再計算再計算再計算再計算しししし
たたたた簿価簿価簿価簿価

０７０７０７０７年年年年５５５５月期末月期末月期末月期末
のののの簿価簿価簿価簿価

耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数1年間年間年間年間でででで再計算再計算再計算再計算したしたしたした
簿価簿価簿価簿価とのとのとのとの差額差額差額差額をををを特別損失処理特別損失処理特別損失処理特別損失処理

①①①①取得取得取得取得からからからから1年以上年以上年以上年以上⇒⇒⇒⇒65百万円百万円百万円百万円
②②②②取得取得取得取得からからからから1年未満年未満年未満年未満⇒⇒⇒⇒47百万円百万円百万円百万円
合計合計合計合計113百万円百万円百万円百万円をををを特別損失処理特別損失処理特別損失処理特別損失処理

①①①①取得取得取得取得からからからから1年以上年以上年以上年以上⇒⇒⇒⇒65百万円百万円百万円百万円
②②②②取得取得取得取得からからからから1年未満年未満年未満年未満⇒⇒⇒⇒47百万円百万円百万円百万円
合計合計合計合計113百万円百万円百万円百万円をををを特別損失処理特別損失処理特別損失処理特別損失処理

取得取得取得取得からからからから１１１１年以上年以上年以上年以上たったたったたったたった映像映像映像映像
マスターマスターマスターマスターのののの簿価簿価簿価簿価をををを全全全全てててて特別損特別損特別損特別損
失処理失処理失処理失処理。（。（。（。（既既既既にににに残存価額残存価額残存価額残存価額5％％％％まままま
でででで償却償却償却償却したしたしたした映像映像映像映像マスターマスターマスターマスターとととと償償償償
却途上却途上却途上却途上でででで取得取得取得取得からからからから１１１１年以上経年以上経年以上経年以上経
過過過過したしたしたした映像映像映像映像マスターマスターマスターマスターをををを特別損特別損特別損特別損
失処理失処理失処理失処理））））

取
得
取
得
取
得
取
得
か
ら
か
ら
か
ら
か
ら
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上
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過
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上
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過

年
以
上
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像
映
像
映
像
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タ
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ー
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当期のトピックス

07070707年年年年11111111月月月月 株式会社株式会社株式会社株式会社IGIGIGIGポートポートポートポートへへへへ商号変更商号変更商号変更商号変更。。。。持株会社化持株会社化持株会社化持株会社化へへへへ

■■■■旧株式会社旧株式会社旧株式会社旧株式会社プロダクションプロダクションプロダクションプロダクション・・・・アイジーアイジーアイジーアイジーをををを持株会社化持株会社化持株会社化持株会社化しししし、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社IGIGIGIGポートポートポートポートへへへへ商商商商
号変更号変更号変更号変更。。。。持株会社体制持株会社体制持株会社体制持株会社体制にににに移行移行移行移行したしたしたした。。。。

■■■■新設新設新設新設ででででアニメーションアニメーションアニメーションアニメーション制作会社制作会社制作会社制作会社をををを設立設立設立設立。。。。株式会社株式会社株式会社株式会社プロダクションプロダクションプロダクションプロダクション・・・・アイジーアイジーアイジーアイジーのののの
商号商号商号商号はははは当該新設会社当該新設会社当該新設会社当該新設会社がががが引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎアニメーションアニメーションアニメーションアニメーション制作制作制作制作をををを行行行行うううう。。。。

07070707年年年年12121212月月月月 株式会社株式会社株式会社株式会社マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンをををを株式交換株式交換株式交換株式交換によりによりによりにより完全子会社化完全子会社化完全子会社化完全子会社化

■■■■東証東証東証東証マザーズマザーズマザーズマザーズ上場上場上場上場ののののコミックコミックコミックコミック専門出版社専門出版社専門出版社専門出版社 株式会社株式会社株式会社株式会社マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデン（（（（証券証券証券証券コードコードコードコード3720372037203720）））） をををを
株式交換株式交換株式交換株式交換によってによってによってによって完全子会社化完全子会社化完全子会社化完全子会社化。。。。

■■■■08080808年年年年5555月期月期月期月期はははは下期下期下期下期のみのみのみのみ連結連結連結連結されているされているされているされている。（。（。（。（第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期はははは持分法適用持分法適用持分法適用持分法適用））））

08080808年年年年4444月月月月 当社当社当社当社グループグループグループグループ初初初初のののの実写化作品実写化作品実写化作品実写化作品「「「「ケータイケータイケータイケータイ捜査官捜査官捜査官捜査官7777（（（（セブンセブンセブンセブン）」）」）」）」のののの放送開始放送開始放送開始放送開始

■■■■当社当社当社当社グループグループグループグループ初初初初のののの実写化作品実写化作品実写化作品実写化作品（（（（総監督総監督総監督総監督 三池崇三池崇三池崇三池崇史史史史 各話監督各話監督各話監督各話監督にににに押井守押井守押井守押井守・・・・金子修介金子修介金子修介金子修介などをなどをなどをなどを起起起起
用用用用したしたしたした意欲作意欲作意欲作意欲作））））

■■■■映像映像映像映像のののの販売販売販売販売（ＤＶＤ（ＤＶＤ（ＤＶＤ（ＤＶＤ販売販売販売販売））））のみにのみにのみにのみに依存依存依存依存せずせずせずせず、、、、番組番組番組番組のののの放送当初放送当初放送当初放送当初からからからから玩具玩具玩具玩具のののの発売発売発売発売をををを行行行行いいいい、、、、玩具玩具玩具玩具でででで
のののの収益収益収益収益モデルモデルモデルモデルをををを目指目指目指目指したしたしたした当社当社当社当社グループグループグループグループ初初初初のののの作品作品作品作品であるであるであるである。。。。
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上場後3ヵ年の期首計画との予算・実績対比

連結連結連結連結 期首計画期首計画期首計画期首計画 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 期首計画期首計画期首計画期首計画 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 期首計画期首計画期首計画期首計画 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率

売上売上売上売上 5,8485,8485,8485,848 5,4395,4395,4395,439 93%93%93%93% 5,8005,8005,8005,800 5,5465,5465,5465,546 96%96%96%96% 5,5005,5005,5005,500 6,6356,6356,6356,635 121%121%121%121%

営業利益営業利益営業利益営業利益 510510510510 404404404404 79%79%79%79% 200200200200 208208208208 104%104%104%104% 390390390390 431431431431 111%111%111%111%

経常利益経常利益経常利益経常利益 506506506506 425425425425 84%84%84%84% 220220220220 272272272272 124%124%124%124% 420420420420 467467467467 111%111%111%111%

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 305305305305 230230230230 75%75%75%75% 120120120120 165165165165 138%138%138%138% 170170170170 200200200200 118%118%118%118%

06060606年年年年5555月期月期月期月期

17171717期期期期 18181818期期期期 19191919期期期期

08080808年年年年5555月期月期月期月期07070707年年年年5555月期月期月期月期

大型大型大型大型ＯＶＡＯＶＡＯＶＡＯＶＡ作品作品作品作品のののの納品期納品期納品期納品期ずれによってずれによってずれによってずれによって期首期首期首期首
計画計画計画計画はははは未達未達未達未達。（。（。（。（修正利益計画修正利益計画修正利益計画修正利益計画はははは達成達成達成達成））））

07070707年年年年5555月期月期月期月期・・・・08080808年年年年5555月期月期月期月期はははは計画計画計画計画ををををクリアクリアクリアクリア（（（（07070707
年年年年5555月期月期月期月期のののの売上未達売上未達売上未達売上未達ははははＴＶＴＶＴＶＴＶ放映時期放映時期放映時期放映時期のののの後倒後倒後倒後倒
しによるものしによるものしによるものしによるもの））））

06年5月期は大型ＯＶＡ作品の納品期ずれにより計画を下回ったものの、07年5月期・
08年5月期は期首開示した利益計画を双方ともクリアしております。

06年5月期は大型ＯＶＡ作品の納品期ずれにより計画を下回ったものの、07年5月期・
08年5月期は期首開示した利益計画を双方ともクリアしております。
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2002002002009999年年年年5555月期業績見込月期業績見込月期業績見込月期業績見込
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2009年5月期 業績見込み（前年同期比）

売上高売上高売上高売上高

7,4007,4007,4007,400
6,6356,6356,6356,635

3,5003,5003,5003,500

4,5004,5004,5004,500

5,5005,5005,5005,500

6,5006,5006,5006,500

7,5007,5007,5007,500

08080808年年年年5555月期月期月期月期 09090909年年年年5555月期月期月期月期((((予予予予））））

経常利益経常利益経常利益経常利益

467467467467

190190190190

0000

100100100100

200200200200

300300300300

400400400400

500500500500

08080808年年年年5555月期月期月期月期 09090909年年年年5555月期月期月期月期((((予予予予））））

2002002002009999年年年年5555月期月期月期月期はははは増収増収増収増収・・・・減益減益減益減益をををを見込見込見込見込むむむむ。。。。
■■■■コミックコミックコミックコミック専門出版社株式会社専門出版社株式会社専門出版社株式会社専門出版社株式会社マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンのののの連結連結連結連結によりによりによりにより、、、、売上高売上高売上高売上高はははは過去最高過去最高過去最高過去最高のののの7777,,,,444400000000百万円百万円百万円百万円をををを見込見込見込見込むむむむ。。。。

■■■■利益面利益面利益面利益面ではではではでは大幅大幅大幅大幅なななな減益減益減益減益となるとなるとなるとなる見込見込見込見込みみみみ。。。。０８０８０８０８年年年年５５５５月期月期月期月期よりよりよりより放映開始放映開始放映開始放映開始したしたしたしたＴＶＴＶＴＶＴＶアニメーションアニメーションアニメーションアニメーション及及及及びびびび０９０９０９０９年年年年５５５５月期月期月期月期にににに公開公開公開公開されるされるされるされる劇場劇場劇場劇場
大作大作大作大作へのへのへのへの出資分出資分出資分出資分（（（（映像映像映像映像マスターマスターマスターマスター））））のののの償却償却償却償却がががが０９０９０９０９年年年年５５５５月期月期月期月期ににににピークピークピークピークをををを迎迎迎迎えるためえるためえるためえるため当期当期当期当期ののののコストコストコストコストはははは増大増大増大増大するするするする。（。（。（。（映像制作事業映像制作事業映像制作事業映像制作事業におにおにおにお
いてはいてはいてはいては、、、、大型劇場作品大型劇場作品大型劇場作品大型劇場作品のののの端境期端境期端境期端境期となりとなりとなりとなり、、、、版権事業版権事業版権事業版権事業においてはにおいてはにおいてはにおいては次世代次世代次世代次世代メディアメディアメディアメディア発売発売発売発売のののの端境期端境期端境期端境期になるとになるとになるとになると想定想定想定想定しているしているしているしている。）。）。）。）

■連結売上高・・・・・・・・・・7,400百万円（前年比 +764百万円 +11.5％）

■連結経常利益・・・・・・・・・190百万円（前年比 ▲277百万円 ▲59.3％）

■連結当期利益・・・・・・・・・ 50百万円（前年比 ▲150百万円 ▲75.1％）

単位：百万円

当期利益当期利益当期利益当期利益

50505050

200200200200

0000

50505050

100100100100

150150150150

200200200200

250250250250

08080808年年年年5555月期月期月期月期 09090909年年年年5555月期月期月期月期((((予予予予））））
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2009年5月期 業績見込（セグメント別分析・前年同期比）

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円

マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンのののの通期連結通期連結通期連結通期連結によってによってによってによって出版事業売上出版事業売上出版事業売上出版事業売上およびおよびおよびおよび版権事業売上版権事業売上版権事業売上版権事業売上はははは増加増加増加増加。。。。
（（（（ただしただしただしただし、、、、映像映像映像映像マスターマスターマスターマスター償却負担償却負担償却負担償却負担・・・・販売管理費販売管理費販売管理費販売管理費もももも同様同様同様同様にににに連結連結連結連結されてくるためされてくるためされてくるためされてくるため当期当期当期当期のみでのみでのみでのみで見見見見るとるとるとると
減益要因減益要因減益要因減益要因となるとなるとなるとなる。。。。

4,7494,7494,7494,749

727727727727
800800800800

1,0931,0931,0931,093

5,0005,0005,0005,000

1,5001,5001,5001,500
64646464

100100100100

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

4,0004,0004,0004,000

5,0005,0005,0005,000

6,0006,0006,0006,000

7,0007,0007,0007,000

8,0008,0008,0008,000

08080808年年年年5555月期月期月期月期 09090909年年年年5555月期月期月期月期

その他

出版

版権

制作

出版事業出版事業出版事業出版事業収入収入収入収入

コミックコミックコミックコミック専門出版社専門出版社専門出版社専門出版社マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンをををを通通通通
期期期期でででで連結連結連結連結するためするためするためするため08080808年年年年5555月期対比月期対比月期対比月期対比でででで大大大大
幅幅幅幅にににに増加増加増加増加のののの見込見込見込見込みみみみ

版権事業収入版権事業収入版権事業収入版権事業収入

「「「「スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ The SkyThe SkyThe SkyThe Sky CrawlersCrawlersCrawlersCrawlers」」」」「「「「エヴァエヴァエヴァエヴァ
ンゲリオンンゲリオンンゲリオンンゲリオン」「」「」「」「図書館戦争図書館戦争図書館戦争図書館戦争」」」」等等等等のののの版権収入版権収入版権収入版権収入をををを
見込見込見込見込むむむむ。。。。マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンのののの連結連結連結連結でででで同社同社同社同社がががが出出出出
資資資資したしたしたしたアニメーションアニメーションアニメーションアニメーションのののの版権収入版権収入版権収入版権収入もももも計上計上計上計上されされされされ
るるるる見込見込見込見込みのためみのためみのためみのため前年比増加前年比増加前年比増加前年比増加をををを見込見込見込見込んでいんでいんでいんでい
るるるる。。。。

制作事業収入制作事業収入制作事業収入制作事業収入

「「「「ケータイケータイケータイケータイ捜査官捜査官捜査官捜査官7777（（（（セブンセブンセブンセブン）「ＲＤ）「ＲＤ）「ＲＤ）「ＲＤ潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室」「」「」「」「無無無無
限限限限のののの住人住人住人住人」「」「」「」「テニステニステニステニスのののの王子様王子様王子様王子様ＯＶＡ」ＯＶＡ」ＯＶＡ」ＯＶＡ」等等等等をををを見込見込見込見込むむむむ
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上期の主要な作品

・・・・メディアミックスメディアミックスメディアミックスメディアミックス展開展開展開展開するするするする「「「「ワールドワールドワールドワールド・・・・デストラクションデストラクションデストラクションデストラクション プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク

トトトト」」」」のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとしてスタートスタートスタートスタートしたしたしたした話題作話題作話題作話題作

・・・・08年年年年7月月月月よりよりよりよりテレビテレビテレビテレビ東京系東京系東京系東京系にてにてにてにてスタートスタートスタートスタート。。。。現在放送中現在放送中現在放送中現在放送中。。。。

「「「「ケータイケータイケータイケータイ捜査官捜査官捜査官捜査官7」」」」

「「「「ワールドワールドワールドワールド････デストラクションデストラクションデストラクションデストラクション ～～～～世界撲滅世界撲滅世界撲滅世界撲滅のののの六人六人六人六人～～～～」」」」

・・・・押井守監督押井守監督押井守監督押井守監督のののの劇場最新作劇場最新作劇場最新作劇場最新作。。。。主演主演主演主演にににに菊地凛子菊地凛子菊地凛子菊地凛子、、、、加瀬加瀬加瀬加瀬 亮亮亮亮らららら人気人気人気人気

俳優俳優俳優俳優をそろえるほかをそろえるほかをそろえるほかをそろえるほか、、、、絢香絢香絢香絢香のののの主題歌主題歌主題歌主題歌をもをもをもをも話題話題話題話題にににに。。。。

・・・・08080808年年年年8888月月月月2222日日日日((((土土土土))))よりよりよりより全国公開全国公開全国公開全国公開。（。（。（。（配給配給配給配給：：：：ワーナーワーナーワーナーワーナー････ブラザーブラザーブラザーブラザースススス
映画映画映画映画））））

・・・・日本日本日本日本テレビテレビテレビテレビ放送放送放送放送網株式会社網株式会社網株式会社網株式会社とのとのとのとの提携作品提携作品提携作品提携作品

「「「「スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ The Sky Crawlers」」」」

・・・・世界中世界中世界中世界中のののの映像映像映像映像クリエイタークリエイタークリエイタークリエイターにににに多大多大多大多大なななな影響影響影響影響をををを与与与与えてきたえてきたえてきたえてきた伝説伝説伝説伝説
のののの映画映画映画映画をををを、、、、押井監督自押井監督自押井監督自押井監督自ららららがががが全全全全カットカットカットカット・・・・バージョンアップバージョンアップバージョンアップバージョンアップしししし。。。。新新新新
作作作作3ＤＣＧＤＣＧＤＣＧＤＣＧシーンシーンシーンシーンをををを追加追加追加追加。。。。

・・・・08080808年年年年7777月月月月よりよりよりより「「「「スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ The Sky Crawlers」」」」公開公開公開公開

記念記念記念記念としてとしてとしてとして上映上映上映上映。（。（。（。（配給配給配給配給：：：：ワーナーワーナーワーナーワーナー････ブラザーブラザーブラザーブラザースススス映画映画映画映画））））

・・・・06年年年年にににに放送放送放送放送されたされたされたされたCLAMPのののの人気人気人気人気コミックコミックコミックコミック「「「「xxxHOLiC」」」」
ののののTVアニメーションアニメーションアニメーションアニメーション。。。。大好評大好評大好評大好評につきにつきにつきにつき、、、、2008年年年年にににに第第第第２２２２弾弾弾弾のののの制制制制

作作作作がががが決定決定決定決定。。。。

・・・・現在現在現在現在DVD発売中発売中発売中発売中

「「「「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊2.0」」」」

総監督総監督総監督総監督にににに三池崇史三池崇史三池崇史三池崇史、、、、各話監督各話監督各話監督各話監督にににに押井守押井守押井守押井守・・・・金子修介金子修介金子修介金子修介・・・・小中和小中和小中和小中和
哉哉哉哉をはじめとするそうそうたるをはじめとするそうそうたるをはじめとするそうそうたるをはじめとするそうそうたるメンバーメンバーメンバーメンバーをそろえたをそろえたをそろえたをそろえた。。。。

当社当社当社当社グループグループグループグループ初初初初のののの実写実写実写実写テレビシリーズテレビシリーズテレビシリーズテレビシリーズ。。。。

・・・・テレビテレビテレビテレビ東京系東京系東京系東京系にてにてにてにて放送中放送中放送中放送中

・・・・「「「「攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊」」」」のののの原作者原作者原作者原作者であるであるであるである士郎正宗氏士郎正宗氏士郎正宗氏士郎正宗氏とととと当社当社当社当社のののの共同原共同原共同原共同原
作企画作企画作企画作企画

・・・・00008888年年年年4444月月月月よりよりよりより日本日本日本日本テレビテレビテレビテレビ系系系系((((一部地域一部地域一部地域一部地域をををを除除除除くくくく))))にてにてにてにて放送開始放送開始放送開始放送開始。。。。
現在現在現在現在もももも放送中放送中放送中放送中。。。。

「「「「xxxHOLiC◆◆◆◆継継継継」」」」

「「「「RRRRＤＤＤＤ 潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室」」」」

「「「「図書館戦争図書館戦争図書館戦争図書館戦争」」」」

・・・・有川浩有川浩有川浩有川浩ののののベストセラーベストセラーベストセラーベストセラー小説原作小説原作小説原作小説原作ののののアクションアクションアクションアクション・・・・ラブコメディラブコメディラブコメディラブコメディ。。。。
最高視聴率最高視聴率最高視聴率最高視聴率4.6％％％％をををを記録記録記録記録。。。。

・・・・「「「「のだめのだめのだめのだめ カンタービレカンタービレカンタービレカンタービレ」」」」「「「「もやしもんもやしもんもやしもんもやしもん」」」」等等等等ののののヒットヒットヒットヒットがががが続続続続くくくくフジテフジテフジテフジテ
レビレビレビレビ「「「「ノイタミナノイタミナノイタミナノイタミナ」」」」枠枠枠枠にてにてにてにて放送放送放送放送

・・・・08080808年年年年8888月月月月6666日日日日DVD1DVD1DVD1DVD1巻発売巻発売巻発売巻発売

©2008 森 博嗣/「スカイ・クロラ」製作委員会

© 1995 -2008 士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

©SEGA/WD製作委員会©有川浩／アスキー・メディアワークス／図書館戦争製作委員会

©CLAMP・講談社/アヤカシ研究会

©Production I.G・士郎正宗/NTV・VAP・IG・DNDP

©WiZ・Production I.G・バディ携帯プロジェクトLLP／テレビ東京

00009999年年年年5555月期月期月期月期 上上上上半期半期半期半期前半前半前半前半（（（（6666月月月月～～～～8888月月月月）））） 00009999年年年年5555月期月期月期月期 上上上上半期半期半期半期後半後半後半後半（（（（9999月月月月～～～～11111111月月月月））））

下期下期下期下期はははは来期作品来期作品来期作品来期作品へのへのへのへの仕込仕込仕込仕込みのみのみのみの時期時期時期時期となるとなるとなるとなる見込見込見込見込みみみみ。。。。
来期放映来期放映来期放映来期放映ののののＴＶＴＶＴＶＴＶシリーズシリーズシリーズシリーズ2作品作品作品作品とととと来期以降公開来期以降公開来期以降公開来期以降公開のののの
劇場作品劇場作品劇場作品劇場作品4作品作品作品作品をををを製作中製作中製作中製作中。。。。
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ＴＶ

イベント

劇場

タイアップ

商品化

その他

8月月月月2日日日日

6月2日ＮＥＣとのタイアップ発表

・Ｎ906シリーズ「スカイ・クロラ」の予告編
をプリインストール

・コラボパソコンの発表

6月19日ＵＳプレミア試写会

押井監督、菊地、加瀬が参加し
スカイウォーカーサウンド内の
シアターにて開催

6月12日主題歌決定！

絢香
「今夜も星に抱かれて・・・」

絢香の全国ツアーで「スカイ・クロラ」の公式ガイドブック 配布

５月～全国の大学での試写会と
押井監督の講演会を開催

７月３日ジャパン・プレミア試写

押井監督、キャスト４人が舞台に。
東京国際フォーラムにて

５０００人を集めた。

7月12日スカイ・クロラ公開記念「GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊2.0」公開！

新宿ミラノではオープニング2日間で4,130人を動員する大ヒット・スタート！公開のリリース後
yahooとmsnのＴｏｐに掲載されるなど話題性を喚起に！

７月１０～１３日東京国際ブックフェア開催！

読売ブースがスカイ色に染まる！
原作の森博嗣氏と押井監督のトークショー
を開催！

7月26日「イノセンス」上映開始！

新宿ミラノ３にて上映開始される。

７月１日
菊地凛子
笑っていいとも
出演！

⇒

７月２日
押井守監督
笑っていいとも
出演！

７月2０日ＮＨＫ「課外授業 ようこそ先輩」に出演

７月2０日フジテレビ「ボクらの時代」に出演

８月４日ＮＨＫ 特集「新作密着ドキュメント」
夏期特集として押井守監督とスカイ・クロラの
密着映像を放送！（２２：３０～）

７７７７月月月月

７月７日～公開まで
日テレ「スッキリ！」
内で「スッキリ
１分間劇場」を放送！

７月３１日～ピザハットとのタイアップ開始！

・ＷＥＢで注文した方を対象に
西尾氏書下ろしによる特製
スカイ・クロラＢＯＸに入ってピザが届く！

７月３０日コラボＴシャツ発売
１０～２０代の女性をターゲットに
アパレルブランド「Ｌａｕｎｄｒｙ」と
コラボレーション。ルミネ・パルコ
の店舗網での露出を開始。

日テレの番組で重点的な
露出を開始！

５月１５～１８日静岡ホビーショー開催

２００７年秋より商品開発を開始。現在までにライセンシーは１４社となる

クロスプロモーションを行うべく、ライセンシー各社を集め定期的にミーティングを
開催しライセンシー出展のイベント・店舗網を活用したプロモーションを展開。
⇒ロイヤリティ収入の極大化を目指す！

０８年１０月 発売
Ｗｉｉ専用ソフト「スカイ・クロラ
イノセン・テイセス」発売！

ジャパンプレミアで
話題を集めた
２分の１スケールの散香
を完全受注で販売！

『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』プロモーションプラン

６月１９～２２日東京おもちゃショー開催

電波・雑誌・タイアップ・リアルメディア等を駆使した多層的なプロモーションを展開
当社は海外販売窓口（アジア以外）・商品化窓口を確保し海外展開活動中。

公開
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新規新規新規新規ビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルへのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦
⇒⇒⇒⇒「「「「ケータイケータイケータイケータイ捜査官捜査官捜査官捜査官7(セブンセブンセブンセブン)」」」」

当社初当社初当社初当社初のののの実写実写実写実写テレビシリーズテレビシリーズテレビシリーズテレビシリーズ作品作品作品作品 「「「「ケータイケータイケータイケータイ捜査官捜査官捜査官捜査官7777（（（（セブンセブンセブンセブン）」）」）」）」
DVDDVDDVDDVDにににに依存依存依存依存しないしないしないしない収益収益収益収益モデルモデルモデルモデルへのへのへのへのチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ

おもちゃおもちゃおもちゃおもちゃ
（（（（㈱㈱㈱㈱バンダイバンダイバンダイバンダイ））））

テレビドラマテレビドラマテレビドラマテレビドラマ
（（（（テレビテレビテレビテレビ東京東京東京東京））））

08年年年年4月月月月～～～～09年年年年3月月月月

地上波放送地上波放送地上波放送地上波放送！！！！

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話
（（（（ ｿﾌﾄﾊｿﾌﾄﾊｿﾌﾄﾊｿﾌﾄﾊﾞ゙゙゙ﾝｸﾓﾊﾝｸﾓﾊﾝｸﾓﾊﾝｸﾓﾊﾞ゙゙゙ｲﾙｲﾙｲﾙｲﾙ㈱㈱㈱㈱））））

㈱㈱㈱㈱ウィズウィズウィズウィズ

I.G

「「「「たまごっちたまごっちたまごっちたまごっち」」」」でででで有名有名有名有名なななな
㈱㈱㈱㈱ウィズウィズウィズウィズとへとへとへとへ当社当社当社当社によるによるによるによる

共同原作共同原作共同原作共同原作

【【【【バディバディバディバディ携帯携帯携帯携帯プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトLLP】】】】
ソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイル株式会社株式会社株式会社株式会社

株式会社株式会社株式会社株式会社ウィズウィズウィズウィズ
株式会社株式会社株式会社株式会社プロダクションプロダクションプロダクションプロダクション・・・・アイジーアイジーアイジーアイジー

株式会社株式会社株式会社株式会社オーオーオーオー・・・・エルエルエルエル・・・・エムエムエムエム
株式会社株式会社株式会社株式会社アサツーディアサツーディアサツーディアサツーディ・・・・ケイケイケイケイ

フォンブレイバーフォンブレイバーフォンブレイバーフォンブレイバー
815T PB  発売中発売中発売中発売中

DXフォンブレイバーフォンブレイバーフォンブレイバーフォンブレイバー07、、、、DXフォンブレイバーフォンブレイバーフォンブレイバーフォンブレイバー03、、、、
シーカーシーカーシーカーシーカー、、、、スピーカースピーカースピーカースピーカーなどなどなどなどキャラクターキャラクターキャラクターキャラクター玩具玩具玩具玩具をををを幅広幅広幅広幅広くくくく展開展開展開展開
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09年5月期の四半期見通し
■■■■当社当社当社当社ははははコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ産業産業産業産業というというというという業態上業態上業態上業態上、、、、四半期四半期四半期四半期ベースベースベースベースでのでのでのでの業績業績業績業績がががが前年前年前年前年にににに対対対対してしてしてして大大大大きくきくきくきく乖離乖離乖離乖離するするするする傾向傾向傾向傾向があがあがあがあるるるる。。。。
大大大大きなきなきなきな劇場作品劇場作品劇場作品劇場作品のののの完成完成完成完成やややや、、、、大大大大きなきなきなきな版権収入版権収入版権収入版権収入がががが一度一度一度一度にににに売上売上売上売上としてとしてとしてとして計上計上計上計上されることがされることがされることがされることが多多多多いためいためいためいため。。。。

■■■■コミックコミックコミックコミック専門出版社専門出版社専門出版社専門出版社マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンのののの連結連結連結連結によりによりによりにより第第第第4444四半期偏重四半期偏重四半期偏重四半期偏重のののの傾向傾向傾向傾向がががが強強強強まるとまるとまるとまると想定想定想定想定するするするする。（。（。（。（コミックコミックコミックコミック業業業業
界界界界はははは3333月期末月期末月期末月期末にににに翌新年度翌新年度翌新年度翌新年度からのからのからのからのフェアフェアフェアフェア用用用用のののの書籍書籍書籍書籍をををを書店書店書店書店にににに卸卸卸卸すことがすことがすことがすことが多多多多いためいためいためいため））））

■■■■08080808年年年年5555月期月期月期月期のののの四半期四半期四半期四半期ベースベースベースベースのののの当期利益当期利益当期利益当期利益はははは下下下下のののの模式図模式図模式図模式図のようにのようにのようにのように推移推移推移推移するするするするイメージイメージイメージイメージ。。。。

第第第第1111四半期四半期四半期四半期 第第第第2222四半期四半期四半期四半期

第第第第３３３３四半期四半期四半期四半期

第第第第4444四半期四半期四半期四半期

中間期中間期中間期中間期ではではではでは▲▲▲▲110110110110百万円百万円百万円百万円のののの赤字赤字赤字赤字のののの見込見込見込見込
みみみみ。。。。

4444ＱＱＱＱでででで大型劇場作品大型劇場作品大型劇場作品大型劇場作品「「「「スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ」」」」のののの版権版権版権版権
収入収入収入収入のののの計上計上計上計上ややややマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンののののコミックスコミックスコミックスコミックスのののの
3333月期末売上月期末売上月期末売上月期末売上がががが見込見込見込見込まれまれまれまれ50505050百万円百万円百万円百万円のののの黒字黒字黒字黒字にににに
転換転換転換転換のののの見込見込見込見込みみみみ

００００9999年年年年５５５５月期月期月期月期のののの当期利益当期利益当期利益当期利益（（（（累計累計累計累計））））のののの推移推移推移推移イメージイメージイメージイメージ
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2007年12月以降（経営統合後）のグループ図

株式会社株式会社株式会社株式会社ＩＧＩＧＩＧＩＧポートポートポートポート

資本金資本金資本金資本金 7777億億億億140140140140万円万円万円万円

株式会社株式会社株式会社株式会社プロダクションプロダクションプロダクションプロダクション・・・・アイジーアイジーアイジーアイジー

資本金資本金資本金資本金 1,0001,0001,0001,000万円万円万円万円

株式会社株式会社株式会社株式会社ジーベックジーベックジーベックジーベック

資本金資本金資本金資本金 1,0001,0001,0001,000万円万円万円万円

株式会社株式会社株式会社株式会社マッグガーデンマッグガーデンマッグガーデンマッグガーデン

資本金資本金資本金資本金 1,000万円

AmimoAmimoAmimoAmimo LLPLLPLLPLLP
トランスコスモストランスコスモストランスコスモストランスコスモス株式会社株式会社株式会社株式会社

とのとのとのとの合弁合弁合弁合弁

FILM LLPFILM LLPFILM LLPFILM LLP
フジテレビフジテレビフジテレビフジテレビとのとのとのとの合弁合弁合弁合弁

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長 石川光久石川光久石川光久石川光久
取締役取締役取締役取締役 下地下地下地下地 志直志直志直志直
取締役取締役取締役取締役 保坂保坂保坂保坂 嘉弘嘉弘嘉弘嘉弘

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長 石川石川石川石川 光久光久光久光久 代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長 下地下地下地下地 志直志直志直志直 代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長 保坂保坂保坂保坂 義弘義弘義弘義弘

バディバディバディバディ携帯携帯携帯携帯プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト LLPLLPLLPLLP
ソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイルソフトバンクモバイル・・・・ＷｉＺＷｉＺＷｉＺＷｉＺ等等等等

とのとのとのとの合弁合弁合弁合弁
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アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション業界業界業界業界のののの現状現状現状現状
とととと当社当社当社当社グループグループグループグループのののの戦略戦略戦略戦略
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アニメ市場の現況①

2135213521352135
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3.63.63.63.6

6.26.26.26.2

5.85.85.85.8

5.25.25.25.2

4.44.44.44.4 4.44.44.44.4

0000

1111

2222

3333

4444

5555

6666

7777

2001200120012001年年年年 2002200220022002年年年年 2003200320032003年年年年 2004200420042004年年年年 2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション一次市場一次市場一次市場一次市場のののの推移推移推移推移

アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション一次市場一次市場一次市場一次市場はははは2000200020002000億円規模億円規模億円規模億円規模でででで微増微増微増微増
をををを続続続続けているけているけているけている。（。（。（。（アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション制作費制作費制作費制作費・・・・劇場興行劇場興行劇場興行劇場興行
収入収入収入収入・・・・ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ出荷金額出荷金額出荷金額出荷金額・・・・配信売上配信売上配信売上配信売上のののの合計金額合計金額合計金額合計金額。）。）。）。）

アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション視聴率視聴率視聴率視聴率はははは低下低下低下低下をををを続続続続けているけているけているけている。。。。またまたまたまた
視聴率上位視聴率上位視聴率上位視聴率上位にはにはにはには旧来旧来旧来旧来からのからのからのからの子供向子供向子供向子供向けけけけ作品作品作品作品がががが位位位位
置置置置しているしているしているしている。。。。

アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション番組年間平均世帯視聴率番組年間平均世帯視聴率番組年間平均世帯視聴率番組年間平均世帯視聴率 単位単位単位単位：％：％：％：％

電通総研電通総研電通総研電通総研：：：：情報情報情報情報メディアメディアメディアメディア白書白書白書白書よりよりよりより
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アニメ市場の現況②

1076107610761076

754754754754

954954954954 925925925925

1101110111011101
1034103410341034

0000

200200200200

400400400400

600600600600

800800800800

1000100010001000

1200120012001200

2001200120012001年年年年 2002200220022002年年年年 2003200320032003年年年年 2004200420042004年年年年 2005200520052005年年年年 2006200620062006年年年年

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円アニメーションビデオソフトアニメーションビデオソフトアニメーションビデオソフトアニメーションビデオソフト出荷金額市場出荷金額市場出荷金額市場出荷金額市場のののの推移推移推移推移

アニメーションビデオソフトアニメーションビデオソフトアニメーションビデオソフトアニメーションビデオソフト出荷金額出荷金額出荷金額出荷金額はははは1000100010001000億円億円億円億円
規模規模規模規模でででで推移推移推移推移しししし2006200620062006年年年年にはにはにはには微減微減微減微減にににに転転転転じたじたじたじた。。。。業界業界業界業界でででで
はははは特特特特にににに年間数本年間数本年間数本年間数本ののののヒットヒットヒットヒット作作作作にににに売上売上売上売上がががが集中集中集中集中するするするする傾傾傾傾
向向向向がががが顕著顕著顕著顕著であるであるであるである。（。（。（。（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる一本一本一本一本かぶりのかぶりのかぶりのかぶりの状態状態状態状態））））
ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ販売本数販売本数販売本数販売本数ランキングランキングランキングランキングをををを見見見見てもてもてもても「「「「ジブリジブリジブリジブリ」」」」作品作品作品作品
とととと「「「「ディズニーディズニーディズニーディズニー・・・・ピクサーピクサーピクサーピクサー」」」」がががが上位上位上位上位10101010本中本中本中本中8888本本本本をををを占占占占
めるめるめるめる状況状況状況状況

アニメーションネットアニメーションネットアニメーションネットアニメーションネット配信配信配信配信のののの市場市場市場市場はははは小規模小規模小規模小規模ながらながらながらながら
もももも急速急速急速急速にににに市場市場市場市場をををを拡大拡大拡大拡大しししし続続続続けているけているけているけている。。。。
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単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

電通総研電通総研電通総研電通総研：：：：情報情報情報情報メディアメディアメディアメディア白書白書白書白書よりよりよりより

アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション配信売上高配信売上高配信売上高配信売上高のののの推移推移推移推移
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アニメーション業界を巡る誤解
海外海外海外海外のののの日本日本日本日本コミックコミックコミックコミック・・・・アニメアニメアニメアニメのののの

ブームブームブームブームはすごいのではすごいのではすごいのではすごいので、、、、日本日本日本日本ののののココココ
ミックミックミックミック・・・・アニメアニメアニメアニメはどんなはどんなはどんなはどんな作品作品作品作品でもでもでもでも海海海海
外外外外にににに持持持持っていくとっていくとっていくとっていくと飛飛飛飛ぶようにぶようにぶようにぶように売売売売れれれれ
るるるる。。。。

日本日本日本日本アニメアニメアニメアニメ会社会社会社会社がががが収益収益収益収益がががが上上上上がががが
らないのはらないのはらないのはらないのはビジネスビジネスビジネスビジネスののののスキームスキームスキームスキーム
がががが問題問題問題問題でででで、、、、スキームスキームスキームスキームのののの改善改善改善改善でででで飛飛飛飛
躍的躍的躍的躍的にににに収益収益収益収益をををを上上上上げることがげることがげることがげることが可能可能可能可能
となるとなるとなるとなる。。。。

「「「「萌萌萌萌ええええ」」」」ブームブームブームブームなのでなのでなのでなので、、、、アニメアニメアニメアニメのののの
フィギュアフィギュアフィギュアフィギュアなどをどんどんなどをどんどんなどをどんどんなどをどんどん出出出出してしてしてして
いけばいけばいけばいけばアニメアニメアニメアニメ会社会社会社会社はもっとはもっとはもっとはもっと収益収益収益収益
があがるがあがるがあがるがあがる。。。。

たしかにたしかにたしかにたしかに海外海外海外海外でのでのでのでの日本日本日本日本ののののコミックコミックコミックコミック・・・・アニメアニメアニメアニメののののブームブームブームブームはははは大大大大きなきなきなきな盛盛盛盛りりりり
上上上上がりをがりをがりをがりを見見見見せていますがせていますがせていますがせていますが、、、、すべてのすべてのすべてのすべての作品作品作品作品がもてはやされているわがもてはやされているわがもてはやされているわがもてはやされているわ
けではありませんけではありませんけではありませんけではありません。。。。人気人気人気人気があるのはやはりがあるのはやはりがあるのはやはりがあるのはやはり日本日本日本日本でもでもでもでもヒットヒットヒットヒットしているしているしているしている
（（（（面白面白面白面白いいいい））））作品作品作品作品ですですですです。。。。

マスコミマスコミマスコミマスコミ等等等等でよくでよくでよくでよく取取取取りりりり上上上上げられるのでげられるのでげられるのでげられるので「「「「萌萌萌萌ええええ」」」」がががが大大大大きなきなきなきな市場市場市場市場をををを形成形成形成形成
しているとしているとしているとしていると考考考考えがちですがえがちですがえがちですがえがちですが、、、、現実現実現実現実にはそれほどにはそれほどにはそれほどにはそれほど大大大大きくありませんきくありませんきくありませんきくありません。。。。
キャラクターグッズキャラクターグッズキャラクターグッズキャラクターグッズなどもやはりなどもやはりなどもやはりなどもやはり面白面白面白面白いいいい作品作品作品作品にににに集中集中集中集中しますしますしますします。。。。

ビジネススキームビジネススキームビジネススキームビジネススキームにににに問題問題問題問題がががが無無無無いわけではありませんがいわけではありませんがいわけではありませんがいわけではありませんが、、、、スキースキースキースキー
ムムムムをどんなにをどんなにをどんなにをどんなに改善改善改善改善してもしてもしてもしても、、、、最終的最終的最終的最終的にににに売売売売れるれるれるれる売売売売れないのはれないのはれないのはれないのは作品作品作品作品のののの
「「「「面白面白面白面白ささささ」」」」にかかっているといえますにかかっているといえますにかかっているといえますにかかっているといえます。。。。
（（（（ネットネットネットネット配信配信配信配信ののののスキームスキームスキームスキームをどれほどをどれほどをどれほどをどれほど整整整整えたとしてもえたとしてもえたとしてもえたとしても、、、、面白面白面白面白くないくないくないくない作作作作
品品品品ははははダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードされませんされませんされませんされません。）。）。）。）

アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション業界業界業界業界はとかくはとかくはとかくはとかくスキームスキームスキームスキームのみがのみがのみがのみが喧伝喧伝喧伝喧伝されがちではありますがされがちではありますがされがちではありますがされがちではありますが、、、、本質的本質的本質的本質的にはにはにはには作品作品作品作品のののの良否良否良否良否がすべてがすべてがすべてがすべて
をををを分分分分けますけますけますけます。。。。良良良良いいいい作品作品作品作品をどうをどうをどうをどう売売売売るかのるかのるかのるかのビジネススキームビジネススキームビジネススキームビジネススキームはははは重要重要重要重要ですがですがですがですが、、、、スキームスキームスキームスキームだけをだけをだけをだけを整整整整えてもえてもえてもえてもビジネスビジネスビジネスビジネスはははは成成成成
立立立立しませんしませんしませんしません。。。。まずはまずはまずはまずは「「「「よよよよいいいい作品作品作品作品」」」」をををを作作作作りりりり、、、、そのそのそのその権利権利権利権利をををを獲得獲得獲得獲得していくことがしていくことがしていくことがしていくことが肝要肝要肝要肝要であるとであるとであるとであると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

他他他他のののの業界業界業界業界ののののＩＲＩＲＩＲＩＲ資料資料資料資料をををを拝見拝見拝見拝見いたしましてもいたしましてもいたしましてもいたしましても、「、「、「、「ファッションファッションファッションファッション性性性性のののの重視重視重視重視」（」（」（」（アパレルアパレルアパレルアパレル業界業界業界業界）「）「）「）「魅力魅力魅力魅力あるあるあるある商品商品商品商品のののの開発開発開発開発」（」（」（」（流流流流
通業界通業界通業界通業界））））等等等等「「「「商品自体商品自体商品自体商品自体のののの魅力魅力魅力魅力」」」」をををを重視重視重視重視するするするする記述記述記述記述はははは見受見受見受見受けられますけられますけられますけられます。。。。アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション業界業界業界業界においてもにおいてもにおいてもにおいてもビジネスビジネスビジネスビジネスとととと作作作作
品品品品のののの質質質質はははは、、、、どちらがかけてもどちらがかけてもどちらがかけてもどちらがかけても成立成立成立成立しないしないしないしない車車車車のののの両輪両輪両輪両輪といえるでしょうといえるでしょうといえるでしょうといえるでしょう。。。。
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現状分析と当社の戦略
現状分析現状分析現状分析現状分析

①①①①アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション市場市場市場市場はははは横横横横ばいかばいかばいかばいか微減微減微減微減となるととなるととなるととなると想定想定想定想定するするするする。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、これまでこれまでこれまでこれまでアニメーションアニメーションアニメーションアニメーション制作費回収制作費回収制作費回収制作費回収のののの主力主力主力主力でででで
あったあったあったあったＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ販売販売販売販売はははは、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるヒットヒットヒットヒット作作作作にににに集中集中集中集中するするするする傾向傾向傾向傾向がががが続続続続くだろうくだろうくだろうくだろう。。。。

②②②②本質的本質的本質的本質的にはにはにはには「「「「よいよいよいよい作品作品作品作品」」」」をををを生生生生みみみみ出出出出していくことがしていくことがしていくことがしていくことが当社当社当社当社グループグループグループグループのののの今後今後今後今後のののの進路進路進路進路をををを決決決決めていくとめていくとめていくとめていくと想定想定想定想定するするするする。。。。

③③③③「「「「よよよよいいいい作品作品作品作品」」」」をををを世世世世にににに出出出出していくしていくしていくしていくプロモーションプロモーションプロモーションプロモーション力力力力のあるのあるのあるのある企業企業企業企業とのとのとのとの連携連携連携連携もももも重要重要重要重要となってくるとなってくるとなってくるとなってくる。。。。コアコアコアコア向向向向けのけのけのけの狭狭狭狭いいいい市場市場市場市場にににに拘拘拘拘
泥泥泥泥することなくすることなくすることなくすることなく、、、、作品作品作品作品をををを世世世世にににに出出出出していくことがしていくことがしていくことがしていくことが重要重要重要重要。。。。

戦略戦略戦略戦略1111：：：：人気原作者人気原作者人気原作者人気原作者とのとのとのとの連携連携連携連携

・・・・「「「「攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊」」」」などでなどでなどでなどで実績実績実績実績のあるのあるのあるのある士士士士
郎正宗氏等郎正宗氏等郎正宗氏等郎正宗氏等、、、、人気漫画原作者人気漫画原作者人気漫画原作者人気漫画原作者とのとのとのとの

共同原作開発共同原作開発共同原作開発共同原作開発。。。。

⇒⇒⇒⇒よりよいよりよいよりよいよりよい作品作品作品作品（（（（原作原作原作原作））））のののの開発開発開発開発

戦略戦略戦略戦略2222 強力強力強力強力なななな外部企業外部企業外部企業外部企業とのとのとのとの提携提携提携提携

・・・・「「「「スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ」（」（」（」（日本日本日本日本テレビテレビテレビテレビとのとのとのとの提提提提
携作品携作品携作品携作品）「）「）「）「ケータイケータイケータイケータイ捜査官捜査官捜査官捜査官7777」（」（」（」（WiZWiZWiZWiZ・・・・ソソソソ
フトバンクフトバンクフトバンクフトバンク他他他他とのとのとのとの提携提携提携提携））））のようにのようにのようにのように、、、、外外外外

部部部部のののの強力強力強力強力なななな企業企業企業企業とのとのとのとの連携連携連携連携。。。。

⇒⇒⇒⇒作品作品作品作品ををををコアコアコアコアからからからからマスマスマスマスへへへへ

戦略戦略戦略戦略3333 海外海外海外海外ビジネスビジネスビジネスビジネス展開展開展開展開

・・・・現在進行中現在進行中現在進行中現在進行中のののの「「「「攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊」」」」実写実写実写実写
化化化化エージェントエージェントエージェントエージェント業務等業務等業務等業務等、、、、当社当社当社当社グルーグルーグルーグルー
ププププのののの強力強力強力強力なななな海外海外海外海外コネクションコネクションコネクションコネクションをををを活用活用活用活用

したしたしたしたビジネスビジネスビジネスビジネス展開展開展開展開

⇒⇒⇒⇒ワールドワイドワールドワイドワールドワイドワールドワイド市場市場市場市場へへへへチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ

グループグループグループグループののののマッマッマッマッ
グガーデングガーデングガーデングガーデンとはとはとはとは
共同共同共同共同ででででコミックコミックコミックコミック原原原原
作作作作をををを募募募募るるるる「「「「コミッコミッコミッコミッ

クククク大賞大賞大賞大賞」」」」をををを開催中開催中開催中開催中

ライセンシーライセンシーライセンシーライセンシーとととと共共共共
同同同同でででで海外海外海外海外アニメアニメアニメアニメ
イベントイベントイベントイベントでのでのでのでのテステステステス
トマーケティングトマーケティングトマーケティングトマーケティング
をををを開始開始開始開始（（（（08080808年年年年7777月月月月
3333～～～～6666日日日日 仏仏仏仏 ジャジャジャジャ
パンパンパンパン・・・・エキスポエキスポエキスポエキスポ））））

©2008 プロダクション I.G×マッグガーデンコミック大賞運営委員会
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お取り扱いの注意

本資料本資料本資料本資料はははは当社当社当社当社をごをごをごをご理解理解理解理解いただくためにいただくためにいただくためにいただくために作成作成作成作成されたものでされたものでされたものでされたもので、、、、当社当社当社当社へのへのへのへの投投投投
資勧誘資勧誘資勧誘資勧誘をををを目的目的目的目的とはしておりませんとはしておりませんとはしておりませんとはしておりません。。。。

本資料本資料本資料本資料をををを作成作成作成作成するにするにするにするに当当当当たってはたってはたってはたっては正確性正確性正確性正確性をををを期期期期すためにすためにすためにすために慎重慎重慎重慎重にににに行行行行っておりっておりっておりっており
ますがますがますがますが、、、、完全性完全性完全性完全性をををを保証保証保証保証するものではありませんするものではありませんするものではありませんするものではありません。。。。本資料中本資料中本資料中本資料中のののの情報情報情報情報によっによっによっによっ
てててて生生生生じたじたじたじた障害障害障害障害やややや損害損害損害損害についてはについてはについてはについては当社当社当社当社はははは一切責任一切責任一切責任一切責任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。

本資料中本資料中本資料中本資料中のののの業績予想業績予想業績予想業績予想ならびにならびにならびにならびに将来予測将来予測将来予測将来予測はははは、、、、本資料作成時点本資料作成時点本資料作成時点本資料作成時点でででで入手可入手可入手可入手可
能能能能なななな情報情報情報情報にににに基基基基づきづきづきづき当社当社当社当社がががが判断判断判断判断したしたしたした物物物物でありでありでありであり、、、、潜在的潜在的潜在的潜在的ななななリスクリスクリスクリスクやややや不可実不可実不可実不可実
性性性性がががが含含含含まれていますまれていますまれていますまれています。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、事業環境事業環境事業環境事業環境のののの変化変化変化変化などのなどのなどのなどの様様様様々々々々なななな要因要因要因要因にににに
よりよりよりより、、、、実際実際実際実際のののの業績業績業績業績はははは言及言及言及言及またはまたはまたはまたは記述記述記述記述されているされているされているされている将来見通将来見通将来見通将来見通しとはしとはしとはしとは大大大大きくきくきくきく異異異異
なるなるなるなる結果結果結果結果となることがあることをごとなることがあることをごとなることがあることをごとなることがあることをご承知承知承知承知おきくださいおきくださいおきくださいおきください。。。。


