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企業概要

� 社名社名社名社名 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
� 証券証券証券証券コードコードコードコード 3791379137913791
� 上場市場上場市場上場市場上場市場 ＪＡＳＤＡＱＪＡＳＤＡＱＪＡＳＤＡＱＪＡＳＤＡＱ証券取引所証券取引所証券取引所証券取引所
� 上場日上場日上場日上場日 2005200520052005年年年年12121212月月月月21212121日上場日上場日上場日上場
� 所在地所在地所在地所在地 東京都国分寺市東京都国分寺市東京都国分寺市東京都国分寺市
� 代表者代表者代表者代表者 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
� 資本金資本金資本金資本金 701,400701,400701,400701,400千円千円千円千円（（（（発行済株式数発行済株式数発行済株式数発行済株式数48,95248,95248,95248,952株株株株））））
� 設立時期設立時期設立時期設立時期 1990199019901990年年年年6666月月月月（（（（創業創業創業創業1987198719871987年年年年））））
� 事業内容事業内容事業内容事業内容 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企画企画企画企画・・・・製作製作製作製作、、、、コミックコミックコミックコミック出版出版出版出版およびおよびおよびおよび版権事業版権事業版権事業版権事業
� 従業員数従業員数従業員数従業員数 連結連結連結連結204204204204名名名名 （（（（2008200820082008年年年年11111111月末現在月末現在月末現在月末現在））））
� 子会社子会社子会社子会社 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（（（（連結連結連結連結・・・・07070707年新設分割会社年新設分割会社年新設分割会社年新設分割会社））））

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（（（（連結連結連結連結））））

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（（（（連結連結連結連結））））
Production Production Production Production ＩＩＩＩ.G.,.G.,.G.,.G.,ＬＬＬＬＬＬＬＬC(C(C(C(非連結非連結非連結非連結・・・・米国米国米国米国））））

関連会社関連会社関連会社関連会社 amimoamimoamimoamimo LLP (LLP (LLP (LLP (持分法適用持分法適用持分法適用持分法適用））））
製作委員会製作委員会製作委員会製作委員会7777社社社社((((持分法適用持分法適用持分法適用持分法適用））））
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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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2009年5月期第2四半期決算概要（前年同期比）

売上高売上高売上高売上高
((((09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ実績実績実績実績：：：：対前年対前年対前年対前年））））

2,6682,6682,6682,668

3,6003,6003,6003,600

1,5001,5001,5001,500

2,0002,0002,0002,000

2,5002,5002,5002,500

3,0003,0003,0003,000

3,5003,5003,5003,500

4,0004,0004,0004,000

08080808年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ 09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ

経常利益経常利益経常利益経常利益
（（（（09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ実績実績実績実績：：：：対前年対前年対前年対前年））））

142142142142

0000
0000

50505050

100100100100

150150150150

08080808年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ 09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ

第第第第2222四半期実績四半期実績四半期実績四半期実績はははは、、、、前年比増収前年比増収前年比増収前年比増収・・・・減益減益減益減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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,6003,6003,6003,600百万円百万円百万円百万円（（（（前年比前年比前年比前年比 +931+931+931+931百万円百万円百万円百万円 +34.9+34.9+34.9+34.9％）％）％）％）

■■■■連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0000百万円百万円百万円百万円（（（（前年比前年比前年比前年比 ----142142142142百万円百万円百万円百万円 ----99.899.899.899.8％）％）％）％）

■■■■連結純利益連結純利益連結純利益連結純利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▲▲▲▲54545454百万円百万円百万円百万円（（（（前年比前年比前年比前年比 ----89898989百万円百万円百万円百万円 －－－－ ））））

■■■■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前下期前下期前下期前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版権版権版権版権
収入収入収入収入のののの前年比減少及前年比減少及前年比減少及前年比減少及びびび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連結連結連結連結によりによりによりにより販管費増販管費増販管費増販管費増によりによりによりにより大幅減益大幅減益大幅減益大幅減益となったとなったとなったとなった。。。。

■■■■またまたまたまた、、、、当期当期当期当期はははは退職給付金退職給付金退職給付金退職給付金をををを過年度遡過年度遡過年度遡過年度遡ってってってって計上計上計上計上したためしたためしたためしたため、、、、特別損失特別損失特別損失特別損失をををを計上計上計上計上したしたしたした。。。。

単位：百万円

純利益純利益純利益純利益
（（（（09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ実績実績実績実績：：：：対前年対前年対前年対前年））））

35353535

-54-54-54-54

-80-80-80-80

-60-60-60-60

-40-40-40-40

-20-20-20-20

0000

20202020

40404040

60606060

08080808年年年年5555月期月期月期月期2Q2Q2Q2Q 09090909年年年年5555月期月期月期月期2Q2Q2Q2Q
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2009年5月期第2四半期決算概要（計画比）

売上高売上高売上高売上高
((((09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ実績実績実績実績：：：：対計画対計画対計画対計画））））

3,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,600

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

4,0004,0004,0004,000

09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ計画計画計画計画 09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ実績実績実績実績

経常利益経常利益経常利益経常利益
（（（（09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ実績実績実績実績：：：：対計画対計画対計画対計画））））

0000

-100-100-100-100

-150-150-150-150

-100-100-100-100

-50-50-50-50

0000

第第第第2222四四四四半期実績半期実績半期実績半期実績はははは、、、、計画比増益計画比増益計画比増益計画比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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,6003,6003,6003,600百万円百万円百万円百万円

■■■■連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0000百万円百万円百万円百万円（（（（計画比計画比計画比計画比 ++++100100100100百万円百万円百万円百万円））））

■■■■連結純利益連結純利益連結純利益連結純利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ▲▲▲▲54545454百万円百万円百万円百万円（（（（計画比計画比計画比計画比 +106+106+106+106百万円百万円百万円百万円））））

■■■■売上高売上高売上高売上高はははは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刊行刊行刊行刊行をををを売売売売れれれれ筋筋筋筋にににに絞絞絞絞りりりり込込込込んだことによるんだことによるんだことによるんだことによる利益率利益率利益率利益率のののの改善改善改善改善、、、、またまたまたまた、、、、計画計画計画計画ではではではでは損失取損失取損失取損失取りりりり込込込込みみみみ
をををを見込見込見込見込んでいたんでいたんでいたんでいたLLPLLPLLPLLPのののの収益収益収益収益がががが改善改善改善改善したためしたためしたためしたため、、、、計画比増益計画比増益計画比増益計画比増益となったとなったとなったとなった。（。（。（。（差異理由詳細差異理由詳細差異理由詳細差異理由詳細はははは後述後述後述後述））））

単位：百万円

純利益純利益純利益純利益
（（（（09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ実績実績実績実績：：：：対計画対計画対計画対計画））））

-54-54-54-54

-160-160-160-160

-200-200-200-200

-150-150-150-150

-100-100-100-100

-50-50-50-50

0000

08080808年年年年5555月期月期月期月期2Q2Q2Q2Q計画計画計画計画08080808年年年年5555月期月期月期月期2Q2Q2Q2Q計画計画計画計画 09090909年年年年5555月期月期月期月期2Q2Q2Q2Q計画計画計画計画 09090909年年年年5555月期月期月期月期2Q2Q2Q2Q計画計画計画計画
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2009年5月期第2四半期決算概要（計画対比差異分析）

計画計画計画計画にににに対対対対するするするする営業利益営業利益営業利益営業利益・・・・経常利益経常利益経常利益経常利益・・・・純利益純利益純利益純利益ののののマイナスマイナスマイナスマイナス幅幅幅幅のののの減少減少減少減少はははは下記下記下記下記のののの要因要因要因要因によるによるによるによる。。。。

単位：百万円

▲▲▲▲１６０１６０１６０１６０

▲▲▲▲50505050

▲▲▲▲100100100100

▲▲▲▲150150150150

（（（（当期利益計画当期利益計画当期利益計画当期利益計画））））

+57+57+57+57

+18+18+18+18

+25+25+25+25

+6+6+6+6 ▲▲▲▲54545454

（（（（純利益実績純利益実績純利益実績純利益実績））））

コミックコミックコミックコミック専門専門専門専門
出版社出版社出版社出版社マッグマッグマッグマッグ
ガーデンガーデンガーデンガーデンのののの
利益率改善利益率改善利益率改善利益率改善

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
のののの販管費削減販管費削減販管費削減販管費削減

ＬＬＰＬＬＰＬＬＰＬＬＰのののの損益改善損益改善損益改善損益改善

及及及及びびびび損失損失損失損失のののの後倒後倒後倒後倒しししし

営業利益営業利益営業利益営業利益

改善幅改善幅改善幅改善幅+75+75+75+75

経常利益経常利益経常利益経常利益

改善幅改善幅改善幅改善幅+100+100+100+100

当期利益当期利益当期利益当期利益

改善幅改善幅改善幅改善幅+106+106+106+106

（（（（売上総利益改善売上総利益改善売上総利益改善売上総利益改善）））） （（（（販管費削減販管費削減販管費削減販管費削減）））） （（（（営業外収益改善営業外収益改善営業外収益改善営業外収益改善）））） （（（（特別損益改善特別損益改善特別損益改善特別損益改善））））

固定資産売除却固定資産売除却固定資産売除却固定資産売除却
損失損失損失損失のののの後倒後倒後倒後倒しししし
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2009年5月期第2四半期決算（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

０７０７０７０７年年年年12121212月月月月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。。。。ただしただしただしただし、、、、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販管費販管費販管費販管費もももも増加増加増加増加しておりしておりしておりしており、、、、第第第第2222四半期四半期四半期四半期はははは
販管費販管費販管費販管費のののの増加分増加分増加分増加分をををを埋埋埋埋めるめるめるめる業績寄与業績寄与業績寄与業績寄与はなくはなくはなくはなく、、、、連結連結連結連結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ったとなったとなったとなった。。。。

前期前期前期前期はははは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マスマスマス
ターターター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ためしたためしたためしたため、、、、大大大大
きくきくきくきく特損特損特損特損をををを計上計上計上計上していたしていたしていたしていた。。。。

映像制作事業映像制作事業映像制作事業映像制作事業はははは4444月新番組月新番組月新番組月新番組のののの放映放映放映放映がががが多数存在多数存在多数存在多数存在
したためしたためしたためしたため前期比前期比前期比前期比20202020％％％％増増増増

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08080808年年年年12121212月月月月
にににに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規新規新規新規にににに加加加加わったわったわったわった。。。。

版権事業版権事業版権事業版権事業はははは下期偏重下期偏重下期偏重下期偏重なななな計画計画計画計画でありでありでありであり前期対比前期対比前期対比前期対比でででで
はははは30303030％％％％減減減減（（（（劇場作品劇場作品劇場作品劇場作品「「「「スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ」」」」のののの版権収版権収版権収版権収
入入入入はははは下期計上下期計上下期計上下期計上のののの見込見込見込見込みみみみ））））

販管費販管費販管費販管費のののの増加増加増加増加はははは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のののの影響影響影響影響

08080808年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ 09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ 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 2,6682,6682,6682,668 3,6003,6003,6003,600 34.9%34.9%34.9%34.9%

　映像制作事業売上 2,2012,2012,2012,201 2,6632,6632,6632,663 21.0%21.0%21.0%21.0%

　出版事業売上 ---- 601601601601 ----

　版権事業売上 428428428428 299299299299 -30.0%-30.0%-30.0%-30.0%

　その他売上 39393939 35353535 -9.6%-9.6%-9.6%-9.6%

売上原価売上原価売上原価売上原価 2,3372,3372,3372,337 3,2163,2163,2163,216 37.6%37.6%37.6%37.6%

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 331331331331 424424424424 27.8%27.8%27.8%27.8%

（（（（売上総利益率売上総利益率売上総利益率売上総利益率）））） 12.4%12.4%12.4%12.4% 11.8%11.8%11.8%11.8% ----

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 213213213213 429429429429 101.3%101.3%101.3%101.3%

営業利益営業利益営業利益営業利益 118118118118 ▲5▲5▲5▲5 -104.2%-104.2%-104.2%-104.2%

（（（（営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率）））） 4.4%4.4%4.4%4.4% -0.2%-0.2%-0.2%-0.2% ----

経常利益経常利益経常利益経常利益 142142142142 0000 -99.8%-99.8%-99.8%-99.8%

（（（（経常利益率経常利益率経常利益率経常利益率）））） 5.3%5.3%5.3%5.3% 0.0%0.0%0.0%0.0% ----

特別利益特別利益特別利益特別利益 60606060 5555 -91.5%-91.5%-91.5%-91.5%

特別損失特別損失特別損失特別損失 123123123123 36363636 -70.7%-70.7%-70.7%-70.7%

当期利益当期利益当期利益当期利益 35353535 ▲54▲54▲54▲54 ----
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2009年5月期第2四半期決算（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

09090909年年年年5555月期月期月期月期3Q3Q3Q3Q・・・・4Q4Q4Q4QののののTVTVTVTVシシシシ
リーズリーズリーズリーズ放映放映放映放映がががが少少少少ないためないためないためないため
買掛金買掛金買掛金買掛金・・・・未払金未払金未払金未払金もももも減少減少減少減少

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

09090909年年年年5555月期月期月期月期のののの3Q3Q3Q3Q・・・・4Q4Q4Q4QははははTVTVTVTV
シリーズシリーズシリーズシリーズ放映放映放映放映がががが少少少少ないたないたないたないた
めめめめ売掛金売掛金売掛金売掛金がががが減少減少減少減少

全般的全般的全般的全般的にににに見見見見てててて、、、、3Q3Q3Q3Q開始開始開始開始ののののTVTVTVTV
シリーズシリーズシリーズシリーズがががが少少少少ないためないためないためないため総資産総資産総資産総資産
のののの減少減少減少減少となったとなったとなったとなった。。。。

08080808////5555月期末月期末月期末月期末 09090909////5555月期月期月期月期2222QQQQ
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 2,1172,1172,1172,117 2,3622,3622,3622,362 244244244244
売掛金売掛金売掛金売掛金 1,5701,5701,5701,570 1,0131,0131,0131,013 -556-556-556-556
棚卸棚卸棚卸棚卸しししし資産資産資産資産 846846846846 941941941941 94949494
繰越税金資産繰越税金資産繰越税金資産繰越税金資産 61616161 37373737 -24-24-24-24
前渡金前渡金前渡金前渡金 666666666666 345345345345 -321-321-321-321
そのそのそのその他他他他 122122122122 60606060 -62-62-62-62

流動資産合計流動資産合計流動資産合計流動資産合計 5,3865,3865,3865,386 4,7604,7604,7604,760 -626-626-626-626

有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 1,0381,0381,0381,038 970970970970 -68-68-68-68
無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 297297297297 282282282282 -15-15-15-15
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 526526526526 540540540540 13131313

固定資産合計固定資産合計固定資産合計固定資産合計 1,8631,8631,8631,863 1,7941,7941,7941,794 -68-68-68-68

7,2497,2497,2497,249 6,5546,5546,5546,554 -695-695-695-695

買掛金買掛金買掛金買掛金 793793793793 420420420420 -372-372-372-372
短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金 400400400400 300300300300 -100-100-100-100
未払金等未払金等未払金等未払金等 475475475475 98989898 -376-376-376-376
前受金前受金前受金前受金 869869869869 1,1321,1321,1321,132 263263263263
賞与引当金等賞与引当金等賞与引当金等賞与引当金等 12121212 15151515 2222
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 54545454 -40-40-40-40
そのそのそのその他他他他 247247247247 236236236236 -10-10-10-10

固定負債固定負債固定負債固定負債 退職給与引当金退職給与引当金退職給与引当金退職給与引当金 36363636 36363636

2,8922,8922,8922,892 2,2942,2942,2942,294 -598-598-598-598

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 1,8421,8421,8421,842 1,8421,8421,8421,842 0000
利益剰余金利益剰余金利益剰余金利益剰余金 1,8431,8431,8431,843 1,7791,7791,7791,779 -63-63-63-63
自己株式自己株式自己株式自己株式 -30-30-30-30 -63-63-63-63 -32-32-32-32

4,3564,3564,3564,356 4,2604,2604,2604,260 -96-96-96-96

7,2497,2497,2497,249 6,5546,5546,5546,554 -694-694-694-694

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

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
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2009年5月期第2四半期決算（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08年年年年12月月月月
にににに連結連結連結連結。。。。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。。。。

2,2012,2012,2012,201 2,2632,2632,2632,263

428428428428 299299299299

60160160160139393939

35353535

0000

500500500500

1,0001,0001,0001,000

1,5001,5001,5001,500

2,0002,0002,0002,000

2,5002,5002,5002,500

3,0003,0003,0003,000

3,5003,5003,5003,500

08080808年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ 09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ

その他

出版

版権

映像制作

版権事業収入版権事業収入版権事業収入版権事業収入
00008888年年年年5555月期月期月期月期 2Q2Q2Q2Q
「「「「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）「）「）「）「シュバリエシュバリエシュバリエシュバリエ」」」」 （（（（海外番組販売海外番組販売海外番組販売海外番組販売）「）「）「）「エヴァンゲリエヴァンゲリエヴァンゲリエヴァンゲリ
オンオンオンオン」」」」等等等等ででで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。。。。

09090909年年年年5555月期月期月期月期 2Q2Q2Q2Q
「「「「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.」「」「」「」「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」「ＡＲＩＡ」」「ＡＲＩＡ」」「ＡＲＩＡ」」「ＡＲＩＡ」
のほかのほかのほかのほか4444月月月月からのからのからのからの新番組新番組新番組新番組「「「「RDRDRDRD 潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室」「」「」「」「図書図書図書図書
館戦争館戦争館戦争館戦争」」」」等等等等でででで構成構成構成構成。。。。

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
08080808年年年年5555月期月期月期月期 2Q2Q2Q2Q
「「「「精霊精霊精霊精霊のののの守守守守りりりり人人人人」「」「」「」「ウェルベールウェルベールウェルベールウェルベールのののの物語物語物語物語」」」」
「「「「ヒロイックエイジヒロイックエイジヒロイックエイジヒロイックエイジ」」」」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」」」」等等等等をををを制作制作制作制作。。。。

00009999年年年年5555月期月期月期月期 2Q2Q2Q2Q
「「「「RDRDRDRD 潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室」」」」 「「「「ワールドディトラクションワールドディトラクションワールドディトラクションワールドディトラクション」「」「」「」「無無無無
限限限限のののの住人住人住人住人」」」」「「「「かのこんかのこんかのこんかのこん」」」」「「「「To LOVETo LOVETo LOVETo LOVEるるるる」」」」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、、、、当社初当社初当社初当社初のののの実写作品実写作品実写作品実写作品でありでありでありであり、、、、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とととと
してはしてはしてはしては玩具玩具玩具玩具マーチャンダイジングモデルマーチャンダイジングモデルマーチャンダイジングモデルマーチャンダイジングモデルであるであるであるである
「「「「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」」」」をををを制作制作制作制作。。。。
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2009年5月期第2四半期決算（版権収入構成・前年同期比）

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

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 攻殻 攻殻 攻殻 SSSS....AAAA ....CCCC. . . . ｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽ ﾞ゙゙゙

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

ﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼ ﾞ゙゙゙RD RD RD RD 潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室

神霊狩神霊狩神霊狩神霊狩

精霊精霊精霊精霊のののの守守守守りりりり人人人人

スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ

図書館戦争図書館戦争図書館戦争図書館戦争

ネギネギネギネギまままま！！！！

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

■■■■07070707年年年年12121212月月月月にににに連結対象連結対象連結対象連結対象となったとなったとなったとなっ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のののの版権収入版権収入版権収入版権収入がががが上乗上乗上乗上乗せされたがせされたがせされたがせされたが、、、、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のののの海外販売海外販売海外販売海外販売がががが一段落一段落一段落一段落したことしたことしたことしたこと
やややや、、、、DVDDVDDVDDVD－－－－BOXBOXBOXBOX化化化化がなかったことからがなかったことからがなかったことからがなかったことから版権収入版権収入版権収入版権収入はははは大大大大きくきくきくきく落落落落ちちちち込込込込んだんだんだんだ。。。。

■■■■劇場大作劇場大作劇場大作劇場大作「「「「スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ」」」」のののの劇場興行収入等劇場興行収入等劇場興行収入等劇場興行収入等のののの計上計上計上計上はははは第第第第4444四半期四半期四半期四半期となるとなるとなるとなる見込見込見込見込みであるみであるみであるみである。。。。

■■■■08080808年年年年4444月月月月からからからから放映放映放映放映されるされるされるされる作品作品作品作品がががが多数存在多数存在多数存在多数存在したがしたがしたがしたが、、、、版権収入版権収入版権収入版権収入のののの計上計上計上計上はははは第第第第3333・・・・第第第第4444四半期四半期四半期四半期がががが主主主主となるとなるとなるとなる見込見込見込見込みであるみであるみであるみである。。。。

00009999年年年年5555月期月期月期月期2Q2Q2Q2Q 版権収入版権収入版権収入版権収入のののの構成構成構成構成

版権収入版権収入版権収入版権収入のののの構成構成構成構成 前年同期比較前年同期比較前年同期比較前年同期比較

ネギネギネギネギまままま！！！！

図書館戦争図書館戦争図書館戦争図書館戦争
スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ

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
神霊狩神霊狩神霊狩神霊狩

RDRDRDRD潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室

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

攻殻 攻殻 攻殻 攻殻 SSSS .... AAAA.... CCCC .... ｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽﾞ゙゙゙

攻殻 攻殻 攻殻 攻殻 SSSS ....AAAA....CCCC .... ｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽﾞ゙゙゙

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
HOLiCHOLiCHOLiCHOLiC

ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾄﾚｲﾊﾄﾚｲﾊﾄﾚｲﾊﾄﾚｲﾊﾞ゙゙゙ｰーーー
機動戦艦機動戦艦機動戦艦機動戦艦ﾅﾃﾅﾃﾅﾃﾅﾃ ﾞ゙゙゙ｼｺｼｺｼｺｼｺ
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
ｻｻｻｻﾞ･ﾞ･ﾞ･ﾞ･ｻｰﾄｻｰﾄｻｰﾄｻｰﾄ ﾞ゙゙゙

ｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽ

ｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽ

ネギネギネギネギまままま！！！！

08080808年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ実績実績実績実績 09090909年年年年5555月期月期月期月期2222QQQQ実績実績実績実績

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

ﾏｯｸﾏｯｸﾏｯｸﾏｯｸ ﾞ゙゙゙ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｰﾃｰﾃｰﾃｰﾃ ﾞ゙゙゙ﾝﾝﾝﾝ

ﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼ ﾞ゙゙゙

BLOODBLOODBLOODBLOOD＋＋＋＋

そのそのそのその他他他他

そのそのそのその他他他他

シュバリエシュバリエシュバリエシュバリエ
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2009年5月期決算（版権収入・計画対比分析）

■■■■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版権収入版権収入版権収入計画計画計画計画からからからから大大大大きなきなきなきな乖離乖離乖離乖離はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。

■■■■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のののの版権収入版権収入版権収入版権収入でででで若干若干若干若干のののの計画対比減計画対比減計画対比減計画対比減がありがありがありがあり若干計画若干計画若干計画若干計画よりもよりもよりもよりも下方乖離下方乖離下方乖離下方乖離しているしているしているしている。。。。

版権収入版権収入版権収入版権収入のののの構成構成構成構成 計画対比分析計画対比分析計画対比分析計画対比分析

過去人気作過去人気作過去人気作過去人気作はははは大大大大きなきなきなきな動動動動きはないもののきはないもののきはないもののきはないものの安定安定安定安定
してしてしてして版権収入版権収入版権収入版権収入がががが計上計上計上計上されているされているされているされている状況状況状況状況。。。。

xxx HOLiCxxx HOLiCxxx HOLiCxxx HOLiCライディーンライディーンライディーンライディーン
携帯捜査官携帯捜査官携帯捜査官携帯捜査官7777

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
ムネモシュネムネモシュネムネモシュネムネモシュネ
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ｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽｲﾉｾﾝｽ

ネギネギネギネギまままま！！！！
図書館戦争図書館戦争図書館戦争図書館戦争

09090909年年年年5555月月月月2222QQQQ計画計画計画計画 09090909年年年年5555月月月月2222QQQQ実績実績実績実績

ﾏｯｸﾏｯｸﾏｯｸﾏｯｸ ﾞ゙゙゙ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｰﾃｰﾃｰﾃｰﾃ ﾞ゙゙゙ﾝﾝﾝﾝ ﾏｯｸﾏｯｸﾏｯｸﾏｯｸ ﾞ゙゙゙ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｰﾃｰﾃｰﾃｰﾃ ﾞ゙゙゙ﾝﾝﾝﾝ

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
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

攻殻 攻殻 攻殻 攻殻 SSSS.... AAAA....CCCC . .  .  .  ｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽﾞ゙゙゙
攻殻 攻殻 攻殻 攻殻 SSSS.... AAAA....CCCC. .  .  .  ｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽｼﾘｰｽﾞ゙゙゙

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
ﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼ ﾞ゙゙゙

ﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼﾋﾛｲｯｸｴｲｼ ﾞ゙゙゙

RD RD RD RD 潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室

RD RD RD RD 潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室潜脳調査室

ネギネギネギネギまままま！！！！
図書館戦争図書館戦争図書館戦争図書館戦争スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ

スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ

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

神霊狩神霊狩神霊狩神霊狩

そのそのそのその他他他他

そのそのそのその他他他他

新作新作新作新作でででで「「「「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.」「」「」「」「エヴァンゲリエヴァンゲリエヴァンゲリエヴァンゲリ
オンオンオンオン」」」」にににに比比比比するするするするヒットヒットヒットヒットがががが生生生生みみみみ出出出出せていないせていないせていないせていない
のがのがのがのが現状現状現状現状
⇒⇒⇒⇒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

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版権収入版権収入版権収入版権収入ははははコミックコミックコミックコミックのののの海海海海
外翻訳外翻訳外翻訳外翻訳によるものとによるものとによるものとによるものと、、、、出資出資出資出資したしたしたしたアニメアニメアニメアニメ作品作品作品作品
によるによるによるによる。。。。
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当期のトピックス①
国分寺国分寺国分寺国分寺にににに分散分散分散分散しているしているしているしているスタジオスタジオスタジオスタジオのののの集約化集約化集約化集約化をををを目指目指目指目指しししし武蔵野市武蔵野市武蔵野市武蔵野市にににに不動産不動産不動産不動産をををを取得取得取得取得

■■■■分散分散分散分散によるによるによるによる賃借料負担賃借料負担賃借料負担賃借料負担のののの増加増加増加増加やややや固定資産固定資産固定資産固定資産のののの2222重投資重投資重投資重投資のののの削減削減削減削減がががが可能可能可能可能。。。。

2010201020102010年年年年をををを目処目処目処目処にににに武蔵野市武蔵野市武蔵野市武蔵野市にににに取得取得取得取得したしたしたした物件物件物件物件
へへへへ集約集約集約集約。。。。国分寺所在国分寺所在国分寺所在国分寺所在のののの傘下企業傘下企業傘下企業傘下企業プロダクプロダクプロダクプロダク
ションションションション I.GI.GI.GI.G及及及及びびびびジーベックジーベックジーベックジーベックのののの年間賃借料年間賃借料年間賃借料年間賃借料
1111億円億円億円億円をををを可能可能可能可能なななな限限限限りりりり削減削減削減削減をををを目指目指目指目指すすすす。。。。
（（（（新規所得物件新規所得物件新規所得物件新規所得物件のののの容量容量容量容量のののの関係上関係上関係上関係上からからからから
一部一部一部一部はははは国分寺国分寺国分寺国分寺にににに残残残残るるるる予定予定予定予定。）。）。）。）

※①※①※①※①経費削減効果経費削減効果経費削減効果経費削減効果はははは現在現在現在現在プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームをををを

設立設立設立設立しししし算定中算定中算定中算定中。。。。

②②②②取得物件取得物件取得物件取得物件はははは現状現状現状現状ははははテナントテナントテナントテナントがががが入入入入っておりっておりっておりっており、、、、

移転移転移転移転まではまではまではまでは賃借料収入賃借料収入賃借料収入賃借料収入がががが見込見込見込見込めるめるめるめる物件物件物件物件。。。。
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当期のトピックス②
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共同製作劇場作品共同製作劇場作品共同製作劇場作品共同製作劇場作品「「「「ホッタラケホッタラケホッタラケホッタラケのののの島島島島----遥遥遥遥とととと魔法魔法魔法魔法のののの鏡鏡鏡鏡----」（」（」（」（仮仮仮仮））））のののの09090909
年夏年夏年夏年夏のののの公開公開公開公開がががが決定決定決定決定

■■■■フジテレビフジテレビフジテレビフジテレビ開局開局開局開局50505050周年作品周年作品周年作品周年作品のののの1111本本本本としてとしてとしてとして製作製作製作製作。。。。
3DCG3DCG3DCG3DCG劇場作品劇場作品劇場作品劇場作品へのへのへのへの本格本格本格本格チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ作品作品作品作品としてとしてとしてとして大大大大きなきなきなきな期待期待期待期待。。。。

©2009 フジテレビジョン・Production I.G

製作製作製作製作・・・・フジテレビフジテレビフジテレビフジテレビ 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 I.GI.GI.GI.G

脚本脚本脚本脚本・・・・安達寛高安達寛高安達寛高安達寛高 佐藤信介佐藤信介佐藤信介佐藤信介／／／／企画設定協力企画設定協力企画設定協力企画設定協力・・・・JINCOJINCOJINCOJINCO（（（（『『『『ホッタラケホッタラケホッタラケホッタラケ
のののの島島島島』』』』設定設定設定設定））））

監督監督監督監督・・・・佐藤信介佐藤信介佐藤信介佐藤信介（（（（映画映画映画映画『『『『砂時計砂時計砂時計砂時計』』』』））））

2005200520052005年年年年のののの株式公開時株式公開時株式公開時株式公開時のののの公募増資資金公募増資資金公募増資資金公募増資資金でででで
設立設立設立設立したしたしたした3DCG3DCG3DCG3DCGスタジオスタジオスタジオスタジオ「「「「IGFXIGFXIGFXIGFXスタジオスタジオスタジオスタジオ」」」」のののの
劇場第一作劇場第一作劇場第一作劇場第一作となりますとなりますとなりますとなります。。。。
ファミリーファミリーファミリーファミリー向向向向けのけのけのけの劇場大作劇場大作劇場大作劇場大作でででで、、、、フジテレビフジテレビフジテレビフジテレビ
ののののタッグタッグタッグタッグをををを組組組組みみみみ、、、、2009200920092009年年年年のののの夏夏夏夏ののののヒットヒットヒットヒットをををを目目目目
指指指指しますしますしますします。。。。
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2009200920092009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月期月期月期月期のののの通期業績予想通期業績予想通期業績予想通期業績予想はははは据据据据ええええ置置置置きききき。。。。
■■■■第第第第2222四半期実績四半期実績四半期実績四半期実績ではではではでは純利益純利益純利益純利益でででで計画対比計画対比計画対比計画対比＋＋＋＋106106106106百万円百万円百万円百万円とととと大大大大きくきくきくきく計画計画計画計画をををを上回上回上回上回ったがったがったがったが通期通期通期通期のののの業績予想業績予想業績予想業績予想はははは据据据据ええええ置置置置いたいたいたいた。。。。

■■■■08080808年秋年秋年秋年秋からのからのからのからの米国発米国発米国発米国発のののの金融危機金融危機金融危機金融危機がががが消費消費消費消費をををを著著著著しくしくしくしく落落落落ちちちち込込込込ませておりませておりませておりませており、、、、版権収入版権収入版権収入版権収入のののの源泉源泉源泉源泉であるであるであるであるDVDDVDDVDDVD及及及及びびびび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関連関連関連関連
商品等商品等商品等商品等のののの落落落落ちちちち込込込込みがみがみがみが懸念懸念懸念懸念されることがされることがされることがされる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。。。。

■連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高・・・・・・・・・・7,4007,4007,4007,400百万円百万円百万円百万円（（（（前年比前年比前年比前年比 +764+764+764+764百万円百万円百万円百万円 +11.5+11.5+11.5+11.5％）％）％）％）

■■■■連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 190190190190百万円百万円百万円百万円（（（（前年比前年比前年比前年比 ----277277277277百万円百万円百万円百万円 ----59.359.359.359.3％）％）％）％）

■■■■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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50505050百万円百万円百万円百万円（（（（前年比前年比前年比前年比 ----150150150150百万円百万円百万円百万円 ----75.175.175.175.1％）％）％）％）

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

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潜脳調査潜脳調査潜脳調査潜脳調査
室室室室」「」「」「」「無限無限無限無限のののの住人住人住人住人」「」「」「」「獣獣獣獣のののの奏者奏者奏者奏者」」」」等等等等をををを見込見込見込見込むむむむ
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映像マスター減価償却負担の推移
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06060606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 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））））

当期当期当期当期はははは、、、、映像映像映像映像マスターマスターマスターマスター減価償却負担減価償却負担減価償却負担減価償却負担がががが大大大大きくきくきくきく増大増大増大増大するするするする見込見込見込見込みみみみ。。。。

ただしただしただしただし、、、、将来将来将来将来にににに損失損失損失損失をををを繰延繰延繰延繰延させないためにさせないためにさせないためにさせないために必要必要必要必要なななな会計処理会計処理会計処理会計処理とととと認識認識認識認識。。。。

08080808年年年年5555月期月期月期月期にににに映像映像映像映像マスマスマスマス
ターターターターのののの耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数をををを2222年年年年かかかか

らららら1111年年年年にににに変更変更変更変更

当期当期当期当期はははは08080808年年年年4444月月月月にににに当当当当
社社社社がががが出資出資出資出資するするするするTVTVTVTV作作作作
品品品品がががが集中集中集中集中したためしたためしたためしたため、、、、
前年比前年比前年比前年比126126126126百万円百万円百万円百万円・・・・
前前年比前前年比前前年比前前年比279279279279百万円百万円百万円百万円
のののの償却負担増償却負担増償却負担増償却負担増となるとなるとなるとなる

※①※①※①※①08080808年年年年5555月期月期月期月期にはにはにはには特別損失処理特別損失処理特別損失処理特別損失処理したしたしたした償却額償却額償却額償却額をををを含含含含みますみますみますみます。。。。

②②②②09090909年年年年5555月期月期月期月期（（（（予予予予））））にはにはにはにはLLPLLPLLPLLPのののの連結連結連結連結としてとしてとしてとして営業外損失営業外損失営業外損失営業外損失でででで

取取取取りりりり込込込込むむむむ償却額償却額償却額償却額もももも含含含含みますみますみますみます。。。。
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第3～第4四半期の主要な作品

09090909年年年年5555月期月期月期月期 第第第第3333～～～～第第第第4444四半期四半期四半期四半期 10101010年年年年5555月期月期月期月期 ～～～～

獣獣獣獣のののの奏者奏者奏者奏者エリンエリンエリンエリン

戦国戦国戦国戦国ＢＡＳＡＲＡＢＡＳＡＲＡＢＡＳＡＲＡＢＡＳＡＲＡ

東東東東ののののエデンエデンエデンエデン

宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵-双剣双剣双剣双剣にににに馳馳馳馳せるせるせるせる夢夢夢夢-

ホッタラケホッタラケホッタラケホッタラケのののの島島島島
-遥遥遥遥とととと魔法魔法魔法魔法のののの鏡鏡鏡鏡（（（（仮仮仮仮））））-

©2009 フジテレビジョン・Production I.G 

© 東のエデン製作委員会

© CAPCOM/TEAM BASARA

©上橋菜穂子・講談社 ／ NHK・NEP ©2009 Production I.G/宮本武蔵製作委員会

日本を代表するファンタジー作家・上橋
菜穂子（代表作「精霊の守り人」）の
「獣の奏者」をアニメ化。キャラクターデザ
インをプロダクション I.G取締役でもある
後藤隆幸が担当している

1月月月月10日日日日 教育教育教育教育テレビテレビテレビテレビ毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日18：：：：25放送中放送中放送中放送中

CAPCOM原作の人気アクションゲーム
「戦国BASARA」をアニメーション化。

2009年年年年4月月月月
MBS・・・・CBC 他他他他にてにてにてにて放送開始予定放送開始予定放送開始予定放送開始予定

キャラクター原案に人気漫画家
羽海野チカを迎え、原作・監督を「攻殻
機動隊 S.A.C.」シリーズの神山健治が
担当するオリジナル作品。

2009年年年年4月月月月よりよりよりよりフジテレビフジテレビフジテレビフジテレビ“ノイタミナノイタミナノイタミナノイタミナ”ほかにてほかにてほかにてほかにて

【【【【実写映画実写映画実写映画実写映画】】】】
BLOOD THE LAST VAMPIREBLOOD THE LAST VAMPIREBLOOD THE LAST VAMPIREBLOOD THE LAST VAMPIRE

© 2000 Production I.G/ANX・SCEI・IPA

プロダクション I.Gが原作権を保有する
本作品の実写映画公開が決定。
制作は仏大手のパテ社。

（※映像化権のライセンスのみ）
2009年中年中年中年中にににに日本公開日本公開日本公開日本公開

フジテレビとプロダクション I.G製作に
よる劇場作品。日本独自の温かみのある
フルCGアニメーション。

2009年年年年 夏全国東宝系公開予定夏全国東宝系公開予定夏全国東宝系公開予定夏全国東宝系公開予定

原案・脚本 押井守、原作 プロダクション
I.G、監督 西久保瑞穂（「スカイ・クロラ
The Sky Crawlers」演出）による
劇場作品。

2009年年年年 初夏公開予定初夏公開予定初夏公開予定初夏公開予定

そのそのそのその他他他他、、、、劇場作品劇場作品劇場作品劇場作品１１１１本本本本がががが2009年年年年にににに公開予定公開予定公開予定公開予定
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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市場外部環境市場外部環境市場外部環境市場外部環境
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アニメ市場の現況①
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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、、、、
2006200620062006年年年年まではまではまではまでは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。（。（。（。（アニメーショアニメーショアニメーショアニメーショ
ンンンン制作費制作費制作費制作費・・・・劇場興行収入劇場興行収入劇場興行収入劇場興行収入・・・・ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ出荷金額出荷金額出荷金額出荷金額・・・・配信配信配信配信
売上売上売上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



21

アニメ市場の現況②
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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））））
2008200820082008年年年年のののの実績実績実績実績としてはとしてはとしてはとしてはコアコアコアコア層向層向層向層向けのけのけのけのDVDDVDDVDDVD販売販売販売販売はははは
大大大大きくきくきくきく落落落落ちちちち込込込込んでいることがんでいることがんでいることがんでいることが予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。

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

DVDDVDDVDDVD販売販売販売販売にににに依存依存依存依存したしたしたしたコアコアコアコア層向層向層向層向けのけのけのけ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
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だけではだけではだけではだけではビジネスビジネスビジネスビジネス的的的的にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況
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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とのとのとのとの

経営統合経営統合経営統合経営統合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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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
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製作会社製作会社製作会社製作会社

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
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製作会社製作会社製作会社製作会社

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
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

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

ADKADKADKADK・・・・OLMOLMOLMOLM等等等等とのとのとのとの合弁合弁合弁合弁
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経営統合の目的・・・原作の確保

アニメアニメアニメアニメ制作制作制作制作会社会社会社会社
成果物成果物成果物成果物

（（（（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））））

小説小説小説小説

ゲームゲームゲームゲーム

アニメアニメアニメアニメ制作制作制作制作にににに対対対対するするするする印税印税印税印税のみのみのみのみ（（（（アアアア
ニメニメニメニメからからからから派生派生派生派生したしたしたした商品商品商品商品にしかにしかにしかにしか版権版権版権版権
はははは発生発生発生発生しないしないしないしない））））

実写実写実写実写
映画化映画化映画化映画化

原作権原作権原作権原作権

原作者原作者原作者原作者はははは全全全全てのてのてのての事業展開事業展開事業展開事業展開かかかか
らららら原作印税原作印税原作印税原作印税がががが得得得得られるられるられるられる。。。。
アニメアニメアニメアニメ制作会社制作会社制作会社制作会社がががが原作者原作者原作者原作者とととと
なることでなることでなることでなることで版権収入版権収入版権収入版権収入のののの極大極大極大極大
化化化化をををを目指目指目指目指すすすす。。。。

先般発表先般発表先般発表先般発表したしたしたした株式会株式会株式会株式会
社社社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とととと
のののの経営統合経営統合経営統合経営統合もこのもこのもこのもこの戦戦戦戦

略略略略のののの一環一環一環一環
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海外海外海外海外

国内国内国内国内

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

原作原作原作原作
原作原作原作原作

（（（（コミックコミックコミックコミック））））
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
企画企画企画企画・・・・製作製作製作製作

マッグマッグマッグマッグガーデンガーデンガーデンガーデン（（（（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
2007200720072007年年年年からからからから傘下傘下傘下傘下にににに））））

マッグマッグマッグマッグ
ジーベックジーベックジーベックジーベック

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 Ｉ．ＧＩ．ＧＩ．ＧＩ．Ｇ
Ｉ．ＧＩ．ＧＩ．ＧＩ．Ｇ

経営統合の目的・・・事業領域の拡大

二次利用二次利用二次利用二次利用

07070707年年年年にににに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傘下傘下傘下傘下におさめたことでにおさめたことでにおさめたことでにおさめたことで、、、、事業領域事業領域事業領域事業領域のののの延伸延伸延伸延伸がががが可能可能可能可能となったとなったとなったとなった。。。。

原作原作原作原作コミックコミックコミックコミックのののの出版出版出版出版からからからから、、、、商品化商品化商品化商品化までをまでをまでをまでを行行行行うことがうことがうことがうことが可能可能可能可能となりとなりとなりとなり、、、、ヒットヒットヒットヒット作輩出時作輩出時作輩出時作輩出時ののののリターンリターンリターンリターンはははは大大大大きいきいきいきい。。。。

ただしただしただしただし、、、、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原作原作原作原作のののの当社当社当社当社グループグループグループグループでのでのでので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化化化化にはにはにはには原作原作原作原作のののの蓄積蓄積蓄積蓄積がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、もうもうもうもう1111～～～～2222年年年年はかかるとはかかるとはかかるとはかかると予想予想予想予想しししし

ているているているている。。。。

「「「「ARIAARIAARIAARIA」」」」等人気等人気等人気等人気タタタタ
イトルイトルイトルイトルののののアニメアニメアニメアニメ製製製製
作作作作をををを行行行行なうだけなうだけなうだけなうだけ
でなくでなくでなくでなく商品化権商品化権商品化権商品化権

もももも確保確保確保確保
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事業領域の拡大に向けて・・・獲得権利の拡大

制
作
請
負

制
作
請
負

制
作
請
負

制
作
請
負
の
み
の
み
の
み
の
み

GHOST IN THE

SHELL/攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊
95年年年年

製
作
出
資

製
作
出
資

製
作
出
資

製
作
出
資

原
作
獲
得

原
作
獲
得

原
作
獲
得

原
作
獲
得

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
９５９５９５９５年年年年

機動警察機動警察機動警察機動警察
パトレイバーパトレイバーパトレイバーパトレイバー2

９３９３９３９３年年年年

ＢｌｏｏｄＢｌｏｏｄＢｌｏｏｄＢｌｏｏｄ +

０５０５０５０５年年年年

神霊狩神霊狩神霊狩神霊狩
GHOST HOUND

（（（（商品化権商品化権商品化権商品化権））））
０７０７０７０７年年年年

二
次
利
用
権
獲
得

二
次
利
用
権
獲
得

二
次
利
用
権
獲
得

二
次
利
用
権
獲
得

ＩＧＰＸＩＧＰＸＩＧＰＸＩＧＰＸ
（（（（商品化権商品化権商品化権商品化権））））

０５０５０５０５年年年年

スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ
０８０８０８０８年年年年

スカイスカイスカイスカイ・・・・クロラクロラクロラクロラ
（（（（アジアアジアアジアアジア除海外販売権除海外販売権除海外販売権除海外販売権

商品化権商品化権商品化権商品化権））））
０８０８０８０８年年年年

イノセンスイノセンスイノセンスイノセンス
04年年年年

イノセンスイノセンスイノセンスイノセンス
（（（（アジアアジアアジアアジア除海外販売権除海外販売権除海外販売権除海外販売権））））

０４０４０４０４年年年年

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

08年年年年

当初当初当初当初はははは下請下請下請下請けからけからけからけからスタートスタートスタートスタートしたしたしたした当社当社当社当社だがだがだがだが、、、、93939393年年年年のののの「「「「機動警察機動警察機動警察機動警察パトレイバーパトレイバーパトレイバーパトレイバー2222」」」」へのへのへのへの出資出資出資出資からからからから、、、、製作委員会製作委員会製作委員会製作委員会へへへへ
のののの参加参加参加参加をををを開始開始開始開始。。。。04040404年年年年のののの「「「「イノセンスイノセンスイノセンスイノセンス」」」」ではではではでは海外販売権海外販売権海外販売権海外販売権をををを獲得獲得獲得獲得するなどするなどするなどするなど、、、、作品作品作品作品のののの二次利用権二次利用権二次利用権二次利用権をををを獲得獲得獲得獲得しつつあしつつあしつつあしつつあ
るるるる。。。。これらこれらこれらこれら獲得権利獲得権利獲得権利獲得権利によるによるによるによるノウハウノウハウノウハウノウハウはははは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経営統合経営統合経営統合経営統合によるによるによるによる事業領域事業領域事業領域事業領域のののの拡大拡大拡大拡大にもにもにもにも寄与寄与寄与寄与するとするとするとすると
想定想定想定想定。。。。

攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊攻殻機動隊 S.A.C.

02年年年年
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資本政策資本政策資本政策資本政策

金融危機金融危機金融危機金融危機にににに寄寄寄寄せてせてせてせて
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ＢＳ⇒健全な財務と保守的な会計

流動資産流動資産流動資産流動資産

4,760（（（（72.6％）％）％）％）

うちうちうちうち現預金現預金現預金現預金

2,362

（（（（36.0％）％）％）％）

固定資産固定資産固定資産固定資産

1,794（（（（27.4％）％）％）％）

うちうちうちうち映像映像映像映像マスターマスターマスターマスター

255

（（（（3.8％）％）％）％）

流動負債流動負債流動負債流動負債

2,258（（（（34.5％）％）％）％）

うちうちうちうち短期借入金短期借入金短期借入金短期借入金

300（（（（4.5％）％）％）％）

純資産純資産純資産純資産

4,260（（（（65.0％）％）％）％）

うちうちうちうち資本金資本金資本金資本金

701

（（（（10.6％）％）％）％）

固定負債固定負債固定負債固定負債 36（（（（0.5％）％）％）％）

単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円08080808年年年年11111111月末時点月末時点月末時点月末時点 貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表手持手持手持手持ちちちちキャッキャッキャッキャッ
シュシュシュシュはははは極極極極めてめてめてめて
潤沢潤沢潤沢潤沢でででで、、、、今後今後今後今後
のののの作品投資作品投資作品投資作品投資

にもにもにもにも充分耐充分耐充分耐充分耐ええええ
得得得得るるるる流動性流動性流動性流動性をををを

確保確保確保確保

作品作品作品作品へのへのへのへの出資出資出資出資
分分分分（（（（映像映像映像映像マスマスマスマス

ターターターター））））はははは、、、、09090909年年年年5555
月期月期月期月期よりよりよりより1111年間年間年間年間
でででで費用化費用化費用化費用化とととと極極極極めめめめ

てててて保守的保守的保守的保守的。。。。

ほぼほぼほぼほぼ無借金無借金無借金無借金とととと
いえるいえるいえるいえる。。。。短期短期短期短期
借入金借入金借入金借入金300300300300百百百百
万円万円万円万円ははははマッグマッグマッグマッグ
ガーデンガーデンガーデンガーデンのののの借借借借

入金入金入金入金

株主資本比率株主資本比率株主資本比率株主資本比率
はははは65.065.065.065.0％。％。％。％。

一株純資産一株純資産一株純資産一株純資産はははは
88,82888,82888,82888,828円円円円

1111月月月月21212121日現在日現在日現在日現在
ののののＰＢＲＰＢＲＰＢＲＰＢＲ0.500.500.500.50倍倍倍倍

償却済償却済償却済償却済みみみみ映像映像映像映像マスターマスターマスターマスターにはにはにはには
「「「「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」「」「」「」「攻殻機動攻殻機動攻殻機動攻殻機動
隊隊隊隊 S.A.C.S.A.C.S.A.C.S.A.C.」」」」等未等未等未等未だにだにだにだに毎年多毎年多毎年多毎年多くくくく
のののの配当配当配当配当があるがあるがあるがある人気作品人気作品人気作品人気作品のののの権権権権
利利利利ががががＢＳ（ＢＳ（ＢＳ（ＢＳ（純額表示純額表示純額表示純額表示））））にににに計上計上計上計上ささささ

れないれないれないれない形形形形でででで残残残残っているっているっているっている

未曾有未曾有未曾有未曾有のののの金融危機金融危機金融危機金融危機がががが信用収縮信用収縮信用収縮信用収縮をををを引引引引きききき起起起起こしていますがこしていますがこしていますがこしていますが、、、、当社当社当社当社はははは
非常非常非常非常にににに高高高高いいいい財務財務財務財務のののの健全性健全性健全性健全性をををを確保確保確保確保していますしていますしていますしています。（。（。（。（監査法人監査法人監査法人監査法人ははははトーマトーマトーマトーマ
ツツツツ監査法人監査法人監査法人監査法人ですですですです。）。）。）。）
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ＩＧの資本効率⇒ＲＯＥ（株主資本利益率）で見た当社グループ

直近5ヵ年のＲＯＥ・純資産額推移
単位：％・百万円

06060606年年年年5555月期上場月期上場月期上場月期上場、、、、公募公募公募公募
増資増資増資増資66,70066,70066,70066,700百万円百万円百万円百万円

07070707年年年年12121212月月月月 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でででで子会社化子会社化子会社化子会社化

注：09年5月期の純資産額は08年11月
末の純資産額を置いています。

上場時上場時上場時上場時のののの増資増資増資増資、、、、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子会社化子会社化子会社化子会社化によってによってによってによって純資産額純資産額純資産額純資産額のののの増加増加増加増加をををを招招招招きききき、、、、資本効率資本効率資本効率資本効率
はははは悪化悪化悪化悪化していますしていますしていますしています。。。。

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グループグループグループグループ化化化化シナジーシナジーシナジーシナジー等等等等によりによりによりにより再度業績再度業績再度業績再度業績とととと資本効率資本効率資本効率資本効率のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指しましましましま
すすすす。。。。

現在現在現在現在のののの株価株価株価株価（ＰＢＲ（ＰＢＲ（ＰＢＲ（ＰＢＲ0.50.50.50.5倍程度倍程度倍程度倍程度））））ははははストックストックストックストックのののの観点観点観点観点からもからもからもからも安安安安すぎるとすぎるとすぎるとすぎると考考考考ええええ、、、、自社株買自社株買自社株買自社株買いをいをいをいを
行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

05年5月期 06年5月期 07年5月期 08年5月期 09年5月期（予） 5期平均
ＲＯＥ 13.7 8.8 5.2 5.3 1.1 6.8

期末純資産額 2,183 3,073 3,277 4,357 4,260　注
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配当に関して⇒株主構成から

現在弊社現在弊社現在弊社現在弊社はははは一株一株一株一株あたりあたりあたりあたり200200200200円円円円のののの配当配当配当配当をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。（。（。（。（配当利回配当利回配当利回配当利回りでりでりでりで0.40.40.40.4％％％％程度程度程度程度））））

このこのこのこの配当配当配当配当はははは上場前上場前上場前上場前からからからから行行行行っていたものでっていたものでっていたものでっていたもので、、、、上場後上場後上場後上場後もももも引引引引きききき続続続続きききき配当配当配当配当をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

個人株主個人株主個人株主個人株主・・・・機関投資家機関投資家機関投資家機関投資家からはからはからはからは増配増配増配増配をををを望望望望むむむむ声声声声もももも多数寄多数寄多数寄多数寄せられていますがせられていますがせられていますがせられていますが・・・・・・・・・・・・

08年11月末時点 上位10位株主構成

前述前述前述前述いたしましたようにいたしましたようにいたしましたようにいたしましたように内部留保内部留保内部留保内部留保はははは厚厚厚厚くくくく増配増配増配増配はははは容易容易容易容易ですがですがですがですが、、、、現在現在現在現在のののの株主構成株主構成株主構成株主構成でそのでそのでそのでその恩恵恩恵恩恵恩恵をををを最最最最もももも受受受受
けるのはけるのはけるのはけるのは代表代表代表代表のののの石川以下石川以下石川以下石川以下、、、、取締役陣取締役陣取締役陣取締役陣ですですですです。。。。

弊社弊社弊社弊社はいまだはいまだはいまだはいまだ成長過程成長過程成長過程成長過程にあるとにあるとにあるとにあると認識認識認識認識しておりしておりしておりしており、、、、配当配当配当配当にににに伴伴伴伴ううううキャッシュアウトキャッシュアウトキャッシュアウトキャッシュアウトはははは可能可能可能可能なななな限限限限りりりり避避避避けるべけるべけるべけるべ
きであろうときであろうときであろうときであろうと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

特特特特にににに金融市場金融市場金融市場金融市場ののののグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化によりによりによりにより資本市場資本市場資本市場資本市場はよりはよりはよりはより「「「「暴力的暴力的暴力的暴力的」」」」となってきていますとなってきていますとなってきていますとなってきています。。。。今年今年今年今年はははは黒字倒黒字倒黒字倒黒字倒
産産産産するするするする上場企業上場企業上場企業上場企業がががが多数多数多数多数でましたがでましたがでましたがでましたが、、、、コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツというというというという収益化収益化収益化収益化へのへのへのへの足足足足がががが長長長長いいいい（（（（時間時間時間時間がかかるがかかるがかかるがかかる））））ビジネビジネビジネビジネ
ススススをををを行行行行うううう弊社弊社弊社弊社はははは手元手元手元手元のののの流動性流動性流動性流動性をををを潤沢潤沢潤沢潤沢にににに持持持持ちたいとちたいとちたいとちたいと認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。

株主名 保有比率 備考
石川光久 27.3% 弊社代表取締役
電通 10.2% 大口取引先

日本テレビ放送網 10.2% 大口取引先
佐藤徹 5.2% 弊社グループ　ジーベック取締役
石川みちる 3.9% 弊社グループ　プロダクション・アイジー取締役
保坂　嘉弘 3.1% 弊社取締役
下地志直 2.9% 弊社取締役

株式会社ＩＧポート 2.0% 自己株式
みずほキャピタル 1.2% ベンチャーキャピタル
後藤　隆幸 1.2% 弊社グループ　プロダクション・アイジー取締役
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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。。。。


