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Ⅰ Financial Results Summary for FYE Mar. 2022
Ⅱ Progress of the Mid-Term Plan "G-EST2025"

* Fiscal years in this presentation are abbreviated as follows: Fiscal year ended March 31, 2022 → FYE Mar. 2022

Contents of Today’s Presentation

G-EST means: From four key strategies
G: The “3 Gs,” Growth, Global, and Group
E: E2E and Live Entertainment (global E2E business, live entertainment business)
S: System (Imaging Systems & Solutions business)
T: Transformation (Transformation business)
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Key Points of Financial Results 

Company-wide operating income before goodwill
amortization was 5.1 billion yen, the highest since the listing.

１

２

Net income decreased by 700 million yen due to the sale of 
a subsidiary in the previous year

Operating income before goodwill amortization returned 
to positive in all segments

３
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Highlights of Financial Results

(Million Yen)

Net sales Operating income before 
goodwill amortization

Operating income 
(loss)

Net income attributable to 
owners of the parent

80,184 5,131 3,417 2,729
YoY

(6,543)
YoY

+4,811
YoY

+4,501
YoY

(725)

Sales decreased mainly due to sales of a subsidiary, etc., but both operating income 
before goodwill amortization and operating income substantially increased.

94,090 
86,727 

80,184 

1,351 

△ 1,084

3,417 

FYE Mar. 2020 FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022

2,456

320 

5,131 

664

3,454 
2,729 

5

Gain on the sale of SDI shares 
(¥4,936 million) was posted to 
extraordinary income

FYE Mar. 2020 FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022 FYE Mar. 2020 FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022 FYE Mar. 2020 FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022



80,184
86,727 

1,864 2,079 
12,666 

（19,637） 1,473 （4,839） （147）

Analysis of Changes in Net Sales (YoY)

(Million Yen)Production Services 
Overall (4,892)

Production Services
Overseas (6,971)

△6,543

Excluding the sale of a subsidiary (SDI) and the impact of accounting standards, sales 
increased in all segments.

Content 
Creation

Imaging 
Systems & 
Solutions

Other

Production
Services

(Domestic)
Impact of 
accounting 
standards

Decrease in 
sales due to the 
deconsolidation 

of SDI

FYE Mar. 2021
Actual

FYE Mar. 2022
Actual

6

Increase in 
sales due to 

consolidation 
of Pixelogic, 

etc.



320 

1,028 

1,911 

1,779 
527 （270） （164） 5,131 

Analysis of Changes in Operating Income before goodwill 
amortization (YoY)

Production Services 4.2bn yen, Content Creation 1.0bn yen, Consolidated: 4.8bn yen 
income increase

+4,811

(Million Yen)

Content 
Creation

Production Services
Overall +4,217

Production 
Services

(Domestic)

Contribution to 
profit from 

deconsolidation 
of SDI

Imaging 
Systems & 
Solutions

Consolidation 
adjustments

Production Services 
(Overseas) 

+2,306
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Increase due to 
consolidation of 
Pixelogic, etc.

FYE Mar. 2021
Actual

FYE Mar. 2022
Actual



3,100 
387 

860 
239 （224）

183 

586 5,131 
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(Million Yen)

Analysis of Changes in Operating Income before goodwill 
amortization (Vs. Initial Plan)

Increased by 2 billion yen from the initial plan thanks to recovering orders received, 
strong E2E services, and the effect of restructuring

Content
creation

Production Services
Overall 1,099

Production 
Services

(Domestic)

Production 
Services

(Overseas)

Imaging 
Systems & 
Solutions

Other

2,031

FYE Mar. 2022
Initial plan

FYE Mar. 2022
Actual

・Strong performance of E2E services and 
post-production services businesses
・Reduction of fixed costs through 
structural reforms

Recovery in orders for TV 
commercial production and Live 
music events

Sluggish demand 
due to the impact 

of COVID-19

Consolidation of 
the new 

subsidiary

Strong performance of 
E2E services for video 

streaming service 
providers



718 
(818)

3,399 

(359) (440)

587

Overview by Segment (FYE Mar. 2020-FYE Mar. 2022)
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C
ontent C

reation
Production Services

Im
aging System

s 
&

 Solutions

(Million Yen)

Net sales
Operating income

before goodwill amortization

Increases in sales and profits
 Recovery in orders for TV commercial production and live 

music events
 Thorough cost management at theater movie and TV 

animation

Significant increase in profit despite lower sales 
due to sale of SDI
 Domestic: Reduced fixed costs due to restructuring and 

strong sales of E2E services and game production-related 
services  (3DCG production and debugging)

 Overseas: Strong performance of E2E services for video 
streaming service providers

Decrease in sales and profits
 Systems for broadcasting stations : Struggle due to 

sluggish demand and limitations on sales activities
 High-speed cameras: Struggled in the 1H due to the 

impact of COVID-19, but recovered from the 2H onwards

FYE Mar. 2020 FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022

26,205

19,809
21,674

47,723 46,973
42,080

21,975 21,006
17,639

FYE Mar. 2020 FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022

FYE Mar. 2020 FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022

2,758
2,046 1,776

FYE Mar. 2020 FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022

FYE Mar. 2020 FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022

FYE Mar. 2020 FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022

*Production Services and Imaging Systems & Solutions in FYE Mar. 2020 and FYE Mar. 2023 are adjusted to reflect the change in segment classification.



FYE Mar. 2023 Full-year Forecasts

(Million Yen)
FYE Mar. 2022 FYE Mar. 2023

Actual Forecast YoY % YoY

Net sales 80,184 88,000 7,816 9.7%

Operating income 
before goodwill 
amortization

5,131 5,200 69 1.3%

(Margin) 6.4% 5.9%
Operating income 3,417 3,600 183 5.3%

(Margin) 4.3% 4.1%

Ordinary income 3,934 3,300 (634) (16.1%)

Net income 
attributable
to owners of parent

2,729 2,100 (629) (23.0%)

Earnings per share
(Yen) 61.49 47.30 (14.19) (23.0%)

Dividend per share 15.0 yen 15.0 yen － －
10

Net sales
＋7.8 billion yen (＋9.7%）
 Content Creation
TV Commercial production, drama 
delivery for OTT, etc.
 Production Services
Continued strong performance for 
overseas OTT
 Imaging Systems & Solutions
Improved profitability in systems for 
broadcasting stations , etc.

Operating income
Depreciation increased due to the 
transfer of the Takeshiba office and 
investment for growth.

Topics

Net income
Forecast a decrease YoY due to a 
decrease in income taxes (profit) 
resulting from tax-effect accounting
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(Re-posting) Mid-Term Plan “GｰEST2025”

<Key Strategies>

<Strategic Measures>

1. 
Expand “Global 
E2E” Business

3. 
Generate Additional
Business Value in
the Imaging
Systems &
Solutions business

4. 
Complete 
Transformation in 
the 
“Transformational 
business”

2. 
Establish a new 
Live Entertainment 
business

SDGs initiatives

Achieve company 
transformation 

through DX
Strengthen R&D 

capabilities
Secure & activate 

talented employees

<Resolve Social Challenges and Achieve Sustainable Growth>

Become a Group consisted of a balanced, highly profitable businesses that is resilient even 
under adverse circumstances

12



69
100

2020年度(調整) 2025年度

0.9

8

2020年度実績 2025年度

Targeting to become a balanced business structure

Net sales

Operating income
(Before goodwill amortization) 

*Net sales and operating income for FYE Mar. 2021 were adjusted for the impact of changes in accounting standards in overseas subsidiaries and the Imaging Systems & 
Solutions for comparison.

(Re-posting) 
Financial Goals in the Mid-Term Plan "G-EST2025"

Composition by 
business segmentComposition by 

business segment

25%

20%
51% 4%

25%

25%

40%
10%

100%

30%

35%

25%

10%

FYE Mar. 2021 Actual FYE Mar. 2026 Target

■Transformation■ Global E2E ■ Imaging Systems &
Solutions

■ Live Entertainment
(billion yen)

※

※
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750
825

900
1,000 

690
801

880

Management Indicators for FYE Mar. 2023

Act
ual

+6.7%

Net sales: Aim to exceed the Mid-Term Plan by at least 6%, and to exceed the YoY results 
by at least 10%.

Operating income margin: Aim to exceed Mid-Term Plan despite a YoY decline in profit 
margin due to investments for growth.

Act
ual

(100 million yen)

Mid-Term 
Plan

4.0%

1.0%

6.0%5.9%6.4%

8.0%

5.0%

Actual

(Before goodwill amortization)
Plan

FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022 FYE Mar. 2023 FYE Mar. 2024 FYE Mar. 2026

Actual

Plan

Mid-Term 
Plan

FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022 FYE Mar. 2023 FYE Mar. 2024 FYE Mar. 2026

Actual
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Key Points of Performance for FYE Mar. 2023
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Investment for growth towards 2025 (approx. 3.5 billion 
yen)１

２

３
Aiming for higher sales and profits in Imaging Systems 
& Solutions business by improving profitability

Aiming for sales in Global E2E, Live Entertainment, 
and Transformation businesses to exceed planned 
targets in the Mid-Term Plan



Initiatives by Key Strategy

<Key Strategies>

<Strategic Measures>

SDGs initiatives

Achieve company 
transformation 

through DX
Strengthen R&D 

capabilities
Secure & activate 

talented employees

<Resolve Social Challenges and Achieve Sustainable Growth>

Become a Group consisted of a balanced, highly profitable businesses that is 
resilient even under adverse circumstances

1. 
Expand “Global 
E2E” Business

3. 
Generate Additional
Business Value in
the Imaging
Systems &
Solutions business

2. 
Establish a new 
Live Entertainment 
business

4. 
Complete 
Transformation in 
the 
“Transformational 
business”

16
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Expand Global E2E Business

In FYE Mar. 2023,  we intend to increase sales by 15% YoY, aiming for a level significantly 
higher than Mid-Term Plan for FYE Mar. 2026.

(Billion yen)

*Figures for FYE Mar. 2021 are adjusted for the impact of M&A of overseas companies and intersegment sales for comparison.
*Figures for FYE Mar. 2021 through FYE Mar. 2013 are adjusted for intersegment sales.

 Continue to focus on services 
for video streaming service 
providers in strong demand

 Forward-looking investments 
for growth

(1) Expand capacity
(2) Improve productivity and 

reduce costs

5.6 7.5 7.6 7.3 7.8

11.1

16.6
20.0

15.7
17.2

Domestic

Overseas

25.0

16.7

24.1

27.6
+15％

Net sales

23.0

Strategies for FYE Mar. 2023

FYE Mar. 
2025

Mid-Term Plan

FYE Mar. 
2021
Actual

FYE Mar. 
2022
Actual

FYE Mar. 
2022
Plan

FYE Mar. 
2024

Mid-Term Plan



• Expand LA office and London office
Expand audio-related facilities and creative services

• Relocate Egypt office
Expand audio-related facilities through the transfer of a new office,                                                 
improving the security level

• Invest in a digital cinema distribution company
Use partnerships with MetaMedia, which provides distribution services to theaters

Expand Capacity

• Make additional investment in pHelix, our proprietary IT system
Further streamlining of E2E-related operations by promoting development

• Acquire excellent human resources in Egypt
Achieve low-cost operations and 24-hour response to customers

• Expand the English service team in South Africa
Low-cost translation of subtitled/dubbed English files by
native South African English speakers

R
aise productivity and 

reduce costs

LA Office

New Egypt office

Continue to secure competitive advantage through “Expand capacity" and “Raise 
productivity and reduce costs "

Forward-looking Investments for Growth
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Establish a new live entertainment business

We operate businesses in 3 domains. In FYE Mar. 2023, we aim for sales to exceed the 
Mid-Term Plan.

*Figures for FYE Mar. 2021 to FYE Mar. 2026 are adjusted for intersegment sales.

 Hybrid live, high-definition live 
viewing
・Strengthen alliances with prime 
customer companies

 Experiential theme park (Metaverse)
・Produce e-sports contents
・Cooperate in the development of a 
virtual live platform for "PIA 
CORPORATION"

(Billion yen)

2.4
3.5 3.4 3.7

5.40.5

1.0
2.3

4.6

2.9
Existing entertainm

ent business
N

ew
 entertainm

ent 
business

4.5 4.6

10.0
Net sales

6.0

Strategies for FYE Mar. 2023

Mid-term Plan
3.2 billion yen

(+1.3 billion yen)

Mid-term Plan
4.0 billion yen

(+0.6 billion yen)

1.2

FYE Mar. 
2025

Mid-term Plan

FYE Mar. 
2021
Actual

FYE Mar. 
2022
Actual

FYE Mar. 
2022
Plan

FYE Mar. 
2024

Mid-term Plan
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Produce Virtual Spaces

Leveraging the visualization technology cultivated through live entertainment in the 
metaverse world

Hybrid Live

High-definition live viewing

Experiential theme park

E-sports theme park
Content production

Music live in the VR 
space provided by PIA

Live streaming in collaboration
with NTT DoCoMo

Three-screen high-definition 
video in collaboration with 

partners companies

Combining physical and virtual experience

Entertainment Metaverse

Urban Space Metaverse

Priority fields

20



14.4
16.1

18.5
22.0

25.0

In FYE Mar 2023, we are aiming for a 15% increase in net sales YoY and a 11% range in 
operating income margin.

Generate Additional Business Value in the Imaging Systems & 
Solutions business

*Figures for FYE Mar. 2021 were adjusted for the effect of accounting standards changes and intersegment sales for comparison.
*Figures for FYE Mar. 2021 through FYE Mar. 2013 were adjusted for intersegment sales.

(Billion yen)

FYE Mar. 
2025

Mid-Term Plan

FYE Mar. 
2021
Actual

FYE Mar. 
2022
Actual

FYE Mar. 
2022
Plan

FYE Mar. 
2024

Mid-Term Plan

Net sales and operating income margin 
(before goodwill amortization)

 Expand and secure earnings in niche top 
businesses

(Business that are targeting niche markets but have high 
market share and profitability)

(1) High-speed camera (Market share: Approx. 25%)
(2) Online delivery system for TV commercials 

(Market share: Approx. 30%)
(3) Video network system for cardiovascular systems 

(Market share: Approx. 30% share)

 Improve profitability in systems for 
broadcasting stations

 Expand optical measurement business

+15％

Strategies for FYE Mar. 2023 
FYE Mar. 2022

Actual
10.6%
●

FYE Mar. 2023 Plan
11%
●

●
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Sales Breakdown by Business Segment and Growth Image for 
FYE Mar. 2023

Aiming for more than 20% growth in niche-top businesses and more than 30% growth 
in systems for broadcasting stations and optical measurement businesses

CAD

High-speed camera

Online delivery system for
TV commercials

Systems for broadcasting
stations

Video network system for 
cardiovascular

Video and image processing LSIs
Optical measurement

ICT

Other+15%

Systems for 
broadcasting 

stations＋30%

Niche top 
businesses

+20% or more

Optical 
measurement

+30% or 
more

FYE Mar. 
2022Actual

18.5 billion yen

16.1 billion yen

FYE Mar. 
2023Plan

Net sales

22



Strategies for Niche Top Businesses

23

• Aiming to further expand and secure earnings through new product releases, 
expansion of market share, etc.

High-speed camera
(Increase profits)

 Strengthen sales by releasing new products                                          
(3 products in year)

 Steady growth in market share for automotive crash 
experiments due to sales of micro camera heads

Online delivery 
system for TV

(Secure profits)

 Strengthen sales capabilities by enhancing human resources to 
further increase market share by 30%

 Continued stable operation for repeat use by existing 
customers

Video network 
system for 

cardiovascular
(Secure profits)

 Provides medical information systems for diagnostic imaging 
that specialize in the cardiovascular field, and has been 
installed in many hospitals throughout Japan (over 30% 
market share).

 Aiming to further expand market share                                                                         
by launching cloud services, etc.

Ultra-compact camera head "MH6 ST Camera Head"

"FASTCAM Nova S20" launched April 5



Strategies for systems for broadcasting stations

• Improve profitability of "selling products“ business and expand business of "selling 
services“ business

Expansion of 
"selling 

products" 
business

 Providing a new video transmission and production environment for 
remote production in a subscription system

 Prepare for deployment of network operation                                                 
monitoring services
*Service that monitors video equipment and other problems on                                                                 
the network

Improve 
profitability of 

"selling 
products“ 
business

Results for FYE Mar. 2022 struggled due to limited sales activities 
caused by the impact of COVID-19. In FYE Mar. 2023, we aim to 
increase sales and improve profitability by proposing new services, 
strengthening sales force, etc.

 Propose a system that can be operated by a small number of people by 
automating the process of managing, editing, and sending out video 
material for news programs for broadcasting stations.

 Acquire MEDIA SOLUTIONS.INC to further strengthen sales capabilities

"Photron Live Cloud Service“
・Started sales in January 2022
・Video transmission service available over the general 
Internet, low-cost and easy for everyone to use.

Usage example at home
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Strategies for Optical Measurement Business

Developing 2 businesses: Optical Elements and Optical Measurement Equipment 

Optical 
Element

 Designing and marketing optical elements using                                            
"photonic crystals," a cutting-edge light control technology,                                           
to meet customer needs.

 Developing in fields such as high-speed optical communications and 
semiconductor inspection

Optical 
Measurement 

Equipment

 Proprietary measurement system incorporating polarized light sensors into high-
speed camera

 Since it can measure invisible minute distortions with polarized light, we will 
strengthen sales to overseas film manufacturers as a measurement device in 
production lines for liquid crystal films and other products.

Products

Usage For glass film distortion testing for 
smartphones (R&D) For liquid crystal TV film production lines

Customer/Unit price Glass film manufacturer: @5 million to 10 
million yen

Film manufacturer/@30 million to 100 
million yen

High-speed 
polarization 

camera
CRYSTA

Birefringence 
measuring device 

KAMAKIRI

25



Sales Plan for the Optical Measurement Business

In FYE Mar 2026, We aim for sales scale of 2 billion yen, approximately 2.7 times compared 
to FYE Mar. 2022

0

5

10

15

20

FYE Mar. 2022
Actual

FYE Mar. 2023
Plan

FYE Mar. 2026
Mid-term plan

O
ptical m

easurem
ent

O
ptical 

elem
entAbout 2.7x

(100 million yen)

+30％
Or more
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Profitability is steadily improving, we aim for operating income margin in the 4% range in 
FYE Mar. 2023

(100 million yen)

 Promote the creation of unique IP

 Expand content production for video 
streaming service providers 

 Perform thorough cost control in 
theatrical film, TV drama and 
animation production

Complete Business Transformation

Strategies for FYE Mar. 2023 

Net sales and operating income margin 
(before goodwill amortization)

346
385 396 390 400

FYE Mar. 
2026

Mid-Term Plan

FYE Mar. 
2021
Actual

FYE Mar. 
2022
Actual

FYE Mar. 
2023
Plan

FYE Mar. 
2024

Mid-Term Plan

●

FYE Mar. 
2023 Plan 
4%
●

● Mid-Term Plan

●

● ●
●

5.0%
●

△3.0%

0.0%

3.0%

5.0%

*Figures for FYE Mar. 2021 through FYE Mar. 2026 are adjusted for intersegment sales.

27



28

Creation of original IPs

• Plan and Create original work

<Complete Business Transformation>

Monetization of Content Creation Business
Create intellectual properties (IP) and expand content production for video streaming 
service providers (OTT)

• IP development for paperbacks
OLM, Inc. is animating "Isekai Shokudō" from the 
Infos Hero Collection. It expanded to season 2 and a 
sequel was produced.

Content for OTT

• Production of Original drama

Original drama for Netflix, "Alice in Borderland" 
The season 1 was a worldwide hit.
Season 2 is under production and scheduled for 
distribution in December 2022.

"ODD TAXI", planned/written by P.I.C.S., became 
popular on TV and OTT and was made into a movie.

© Haro Aso, Shogakukan / ROBOT

© P.I.C.S./Kotogawa Kotsu Partners

© Junpei Inuzuka, Yutaka, Shufunotomo Infos Co.,LTD./Production 
Committee for "Isekai Shokudo 2"

*Images are not displayed due to copyright 
and other reasons.



New Mid-Term Plan “GｰEST2025”

<Key Strategies>

<Strategic Measures>

1. 
Expand “Global 
E2E” Business

3.
Generate Additional 
Business Value in 
the Imaging 
Systems & 
Solutions business

4. 
Complete 
Transformation in 
the 
“Transformational 
business”

2. 
Establish a new 
Live Entertainment 
business

SDGs initiatives

Achieve company 
transformation 

through DX
Strengthen R&D 

capabilities
Secure & activate 

talented employees

<Resolve Social Challenges and Achieve Sustainable Growth>

Become a Group consisted of a balanced, highly profitable businesses that is 
resilient even under adverse circumstances
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Remote live production and 
editing

Digitization of all animation 
production workflows

Automating video processing 
and visualizing status

Business 
evolution

Visualization of business 
performance and the 

establishment of a business 
management system

Reduction of clerical man-
hours through paperless and 

electronic operations

Unification of personnel 
information data

Strengthening security and 
expanding the cloud 

environment

Strengthening of 
business base

• Completed full digitization of operation by in-house creators and 
introduction of production management system
⇒ Expand introduction to external creators in FYE Mar. 2023 

• IMAGICA EEX held remote online live with Korean artists
• Provision of video sharing cloud service "Photron Live Cloud Service"

• Development of post-production booking and coordination systems
• Operation of a communication system with customers

• Contributed to streamlining operations by introducing electronic contract systems and AI-
based contract checks

• BI-tool "ZEUS Cloud" introduced in the 2H of FYE Mar. 2022
⇒Started initiatives to share management data and upgrade analysis operations

• Introduction of the "Talent Palette", a talent management system, in the 2H of FYE Mar 
2022

⇒ Promoting the visualization of human resource information, including the Group's management 
personnel

• Achieved network-wide integration for 4 integrated management divisions
• We will continue to strengthen the ICT environment after FYE Mar 2023.

Management Reforms through DX
Digital transformation (DX) in both business and management infrastructure 
(administration) is progressing smoothly and will accelerate in the future.

<Strategic Measures>
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<Strategic Measures>
Strengthen R&D Capabilities and Secure & Activate Talented 
Employees

Strengthen 
R&D 

capabilities

Secure & 
Activate 
Talented 

Employees

 Completed integration of R&D divisions (83 staff members + 4 new employees)

 Accelerate development by visualizing the Group's technological development 
skills

 Participation in SIGGRAPH Asia 2021 as a Gold Sponsor, led by the Advanced 
Research Group, which is responsible for the Group's research and development

・Promote technological capabilities externally, and lead to new collaborations and 
stronger recruitment

 Creating an environment for securing creative & technology human resources
・Creators: establish flexible employment arrangements such as outsourcing
・Engineers: currently defining requirements for necessary personnel, strengthening 
recruitment

 Implementation of training to promote diversity
・Training to foster a mindset that accepts diversity

 Completed introduction of talent management system
・Promoting Visualize and Utilization of Management Human Resources within the 
Group

Exhibition 
booths in 
SIGGRAPH Asia

31



3. Development of human resources and 
promoting diversity

2. Creation of a production process that is
environmentally and people-friendly

PHOTRON LIMITED introduced 
Green Power to Head Office 

Opened indoor farms as a new 
initiative to diversify employment

IMAGICA DIGITALSCAPE Co.,Ltd., PHOTRON LIMITED, and 
Cosmo Space Co., Ltd. of our group opened an indoor farm 
in April 2022 using IBUKI, an indoor farm-type employment 
support service for people with disabilities.

Our Group company PHOTRON LIMITED will begin using 
the "Green Power Provision Service" provided to tenants by 
Mitsui Fudosan Building Management Co., Ltd., the lessor 
of the Jimbocho Mitsui Building, which is the tenant, in 
April.
By introducing this service, we decided to convert 100% of 
the electricity used at our head office to virtually renewable 
energy.

SDGs: Promoting Initiatives in Accordance with 3 Topics

Exterior view of the indoor farm Herb cultivation in an indoor farm
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390 400

220 250
60

100
230

250

385 396

161 185
45 46
241

276

346

144
29
167

■ Transformation

■ Global E2E

■ Imaging Systems 
& Solutions

■ Live Entertainment 

Progress to FYE Mar. 2023 and Future Growth Plan

(100 million yen)

Steady progress toward FYE Mar. 2026. We make investment for growth in FYE Mar. 2023.

*Sales totals by strategy for FYE Mar. 2021(Actual) and (Actual)FYE Mar. 2023(Plan) do not match the totals because consolidation eliminations are not taken into account.

5.0%
●

6.0%
●

8.0%
●

Actual
6.4%
●

Plan
5.9%
●

● Mid-Term Plan

Actual
1.0%
●

FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022 FYE Mar. 2023 FYE Mar. 2024 FYE Mar. 2026

Actual
690

Mid-term Plan
750

Actual
801

Mid-term Plan
825

Plan
880

Mid-term Plan
900

Mid-term Plan
1,000

N
et sales

O
perating incom

e 
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Mid-term Plan

FYE Mar. 2021
Actual

FYE Mar. 2023
Plan

Significant improvement in profitability
Generating profits in each business

■ Transformation ■ Global E2E

■ Imaging Systems &
Solutions ■ Live Entertainment

Breakdown of Operating Income by Strategy
Significant improvement in profitability and steady progress toward being a well-balanced, 
highly profitable company

0.9 billion yen 8 billion yen5.2 billion yen

Operating income
(before goodwill amortization)
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(Re-posting)
FYE Mar. 2023 Full-year Forecasts

(Million Yen)
FYE Mar. 2022 FYE Mar. 2023

Actual Forecast YoY % YoY

Net sales 80,184 88,000 7,816 9.7%

Operating income 
before goodwill 
amortization

5,131 5,200 69 1.3%

(Margin) 6.4% 5.9%
Operating income 3,417 3,600 183 5.3%

(Margin) 4.3% 4.1%

Ordinary income 3,934 3,300 (634) (16.1%)

Net income 
attributable
to owners of parent

2,729 2,100 (629) (23.0%)

Earnings per share
(Yen) 61.49 47.30 (14.19) (23.0%)

Dividend per share 15.0円 15.0円 － －
35

Net sales
＋7.8 billion yen (＋9.7%）
 Content Creation
TV Commercial production, drama 
delivery for OTT, etc.
 Production Services
Continued strong performance for 
overseas OTT
 Imaging Systems & Solutions
Improved profitability in systems for 
broadcasting stations, etc.

Operating income
Depreciation increased due to the 
transfer of the Takeshiba office and 
investment for growth.

Topics

Net income
Forecast a decrease YoY due to a 
decrease in income taxes (profit) 
resulting from tax-effect accounting



Appendix.
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Consolidated Statements of Income
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FYE Mar. 2021
Actual Actual YoY % YoY

Net sales 86,727 80,184 △ 6,543 △7.5%

Gross profit 20,582 23,386 2,803 13.6%
(Gross margin) 23.7% 29.2%

Operating income (loss) △ 1,084 3,417 4,502 ー
(Operating margin) ー 4.3%

Ordinary income (loss) △ 1,343 3,934 5,278 ー
(Ordinary margin) ー 4.9%

Extraordinary income 7,138 1,301 △ 5,837 △81.8%

Extraordinary loss 2,240 2,037 △ 202 △9.1%
Net income (loss) before
income tax

3,554 3,198 △ 356 △10.0%

Net profit attributable to
owners of parent

3,454 2,729 △ 724 △21.0%

(Ref.) Operating income before
goodwill amortization 320 5,131 4,811 1501.9%

　*Operating income before goodwill amortization includes operating income, amortization of goodwill, amortization

(Million yen)
FYE Mar. 2022


マスタ

		2021				当期 トウキ				前年同期（PL） ゼンネン ドウキ				2期前（PL） キ マエ ゼンキ				前期（BS） ゼンキ キ				PL		BS				EBITDA参照用列番号 サンショウヨウ レツバンゴウ

		↑更新 コウシン				2021/06累計四半期		6102021406		2020/06累計四半期-過年度遡及		9932020406		2019/06累計四半期-過年度遡及		9932019406		2021/03年次決算-過年度遡及		9932021503		1Q		1Q末 マツ		映像コンテンツ事業		2

						2021/09累計四半期		6102021309		2020/09累計四半期-過年度遡及		9932020309		2019/09累計四半期-過年度遡及		9932019309		2021/03年次決算-過年度遡及		9932021503		2Q		2Q末 マツ		映像制作サービス事業		3

						2021/12累計四半期		6102021412		2020/12累計四半期-過年度遡及		9932020412		2019/12累計四半期-過年度遡及		9932019412		2021/03年次決算-過年度遡及		9932021503		3Q		3Q末 マツ		映像システム事業		4

						2022/03年次決算		6002022503		2021/03年次決算-過年度遡及		9932021503		2020/03年次決算-過年度遡及		9932020503		2021/03年次決算-過年度遡及		9932021503				末 マツ				5

						1		2		3		4		5		6		7		8





						数式 スウシキ

						FX







セグメント別

																														



																								2020/03年次決算-過年度遡及		2021/03年次決算-過年度遡及		2021/03年次決算-過年度遡及		2022/03年次決算		←四半期ごとに選択 シハンキ センタク

		202003		202103		202103		202203						18		セグメント組替種別 クミカエ シュベツ								9932020503		9932021503		9932021503		6002022503

		のれん明細より メイサイ												15																								円単位 エン タンイ

		2020年3月期		2021年3月期		2021年3月期通期		2022年3月期										（単位：円）						2020年3月期		2021年3月期		2021年3月期通期		2022年3月期								分析		←更新 コウシン

		のれん明細202003		のれん明細202103		のれん明細202103		のれん明細202203						セグメントコード										実績		実績		実績		実績		VS2020		VS2021		VS2021増減率

														870				映像コンテンツ事業				売上高		26,205,594,184		19,809,860,235		19,809,860,235		21,674,190,107		△ 4,531,404,077		1,864,329,872		9.4%

																						営業利益/損失		△ 359,560,084		△ 440,895,249		△ 440,895,249		582,216,785		941,776,869		1,023,112,034		ー						1		0		1				0		利益 リエキ

								OLMグループ小計														（営業利益率）		ー		ー		ー		2.7%																				1		利益/損失 リエキ ソンシツ

								(4,914,699)														のれん等償却前営業利益/損失		△ 359,560,084		△ 440,895,249		△ 440,895,249		587,131,484		946,691,568		1,028,026,733		ー						1		0		1				2		損失 ソンシツ

														997						映像制作サービス事業
（国内） コクナイ		売上高		25,189,354,226		23,546,980,847		23,546,980,847		25,626,702,179		437,347,953		2,079,721,332		8.8%

		WMグループ小計																				営業利益/損失		393,559,685		△ 201,720,325		△ 201,720,325		1,719,562,166		1,326,002,481		1,921,282,491		ー						1		0		1

		イマジカアロベイス		IDSグループ小計		IDSグループ小計 ショウケイ		IDSグループ小計														（営業利益率）		1.6%		ー		ー		6.7%

		(35,504,341)		(41,612,328)		(41,612,328)		(32,206,285)														のれん等償却前営業利益/損失		429,064,026		△ 160,107,997		△ 160,107,997		1,751,768,451		1,322,704,425		1,911,876,448		ー						1		0		1

		SDIグループ小計		IMAGICA Lab.グループ小計		IMAGICA Lab.グループ小計		IEMSグループ小計						998						映像制作サービス事業
（海外） カイガイ		売上高		22,660,115,561		23,616,445,903		23,616,445,903		16,583,663,073		△ 6,076,452,488		△ 7,032,782,830		△29.8%

		無形固定資産 計		SDI		SDI		Pixe														営業利益/損失		△ 780,008,274		△ 2,021,728,326		△ 2,021,728,326		6,538,575		786,546,849		2,028,266,901		ー						1		0		1

				Pixe		Pixe		PPC														（営業利益率）		ー		ー		ー		0.0%

				PPC		PPC																のれん等償却前営業利益/損失		289,502,607		△ 658,221,030		△ 658,221,030		1,647,809,732		1,358,307,125		2,306,030,762		ー						1		0		1

		(1,069,510,881)		(1,363,507,296)		(1,363,507,296)		(1,641,271,157)						998						映像制作サービス事業
（国内・海外セグメント間取引分）		売上高		△ 126,153,624		△ 189,476,531		△ 189,476,531		△ 129,378,323		△ 3,224,699		60,098,208		ー

		※在外会社の明細はroundで整数に調整している ザイガイカイシャ メイサイ セイスウ チョウセイ																				営業損失		0		0		0		0		0		0		ー						1		1		2

																						のれん等償却前営業損失		0		0		0		0		0		0		ー						1		1		2

														720				映像制作サービス事業				売上高		47,723,316,163		46,973,950,219		46,973,950,219		42,080,986,929		△ 5,642,329,234		△ 4,892,963,290		△10.4%

																						営業利益/損失		△ 386,448,589		△ 2,223,448,651		△ 2,223,448,651		1,726,100,741		2,112,549,330		3,949,549,392		ー						1		0		1

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		4.1%

																						のれん等償却前営業利益/損失		718,566,633		△ 818,329,027		△ 818,329,027		3,399,578,183		2,681,011,550		4,217,907,210		ー						1		0		1

		(1,105,015,222)		(1,405,119,624)		(1,405,119,624)		(1,673,477,442)						300				映像システム事業				売上高		21,975,543,074		21,006,771,675		21,006,771,675		17,639,986,970		△ 4,335,556,104		△ 3,366,784,705		△16.0%

																						営業利益		2,758,172,215		2,046,577,507		2,046,577,507		1,740,806,761		△ 1,017,365,454		△ 305,770,746		△14.9%						0		0		0

																						（営業利益率）		12.6%		9.7%		9.7%		9.9%

								PTグループ小計														のれん等償却前営業利益		2,758,172,215		2,046,577,507		2,046,577,507		1,776,470,031		△ 981,702,184		△ 270,107,476		△13.2%						0		0		0

								(35,663,270)										その他				売上高		△ 1,813,748,796		△ 1,063,331,538		△ 1,063,331,538		△ 1,211,006,803		602,741,993		△ 147,675,265		ー

		(1,105,015,222)		(1,405,119,624)		(1,405,119,624)		(1,714,055,411)														営業損失		△ 660,442,093		△ 466,994,148		△ 466,994,148		△ 631,352,818		29,089,275		△ 164,358,670		ー						1		1		2

																0		連結合計				売上高		94,090,704,625		86,727,250,591		86,727,250,591		80,184,157,203		△ 13,906,547,422		△ 6,543,093,388		△7.5%

																0						営業利益/損失		1,351,721,449		△ 1,084,760,541		△ 1,084,760,541		3,417,771,469		2,066,050,020		4,502,532,010		ー						1		0		1

																△ 0						のれん等償却前営業利益		2,456,736,671		320,359,083		320,359,083		5,131,826,880		2,675,090,209		4,811,467,797		1501.9%						0		0		0

																↑検証 ケンショウ



																		（単位：円）						2020年3月期		2021年3月期		2021年3月期通期		2022年3月期								分析		←更新 コウシン

														セグメントコード										実績		実績		実績		実績		VS2020		VS2021		VS2021増減率

														998				映像制作サービス事業
（海外）				売上高		22,660,115,561		23,616,445,903		23,616,445,903		16,583,663,073		△ 6,076,452,488		△ 7,032,782,830		△29.8%

																						営業利益/損失		△ 780,008,274		△ 2,021,728,326		△ 2,021,728,326		6,538,575		786,546,849		2,028,266,901		ー						1		0		1

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		0.0%

																						のれん等償却前営業利益/損失		289,502,607		△ 658,221,030		△ 658,221,030		1,647,809,732		1,358,307,125		2,306,030,762		ー						1		0		1

						Pixelogic Holdings, LLC		Pixelogic Holdings, LLC		21062		9400000		720						IMGI（Pixelogic）		売上高		0		2,798,191,996		2,798,191,996		15,091,094,762		15,091,094,762		12,292,902,766		439.3%

						Pixe		Pixe				9792000										営業利益/損失		△ 11,316,688		△ 425,285,385		△ 425,285,385		59,698,372		71,015,060		484,983,757		ー						1		0		1

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		0.4%

						(340,930,270)		(1,401,874,633)														のれん等償却前営業利益		△ 11,316,688		△ 84,355,115		△ 84,355,115		1,461,573,005		1,472,889,693		1,545,928,120		ー						0		0		0

														720						SDI		売上高										0		0		ー

																						営業損失										0		0		ー						1		1		2

																						（営業利益率）		ー		ー		ー

																						のれん等償却前営業利益										0		0		ー						1		1		2

										21063				720						PPC		売上高								1,496,301,713		1,496,301,713		1,496,301,713		ー

																						営業利益								186,236,727		186,236,727		186,236,727		ー						0		0		0

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		12.4%

																						のれん等償却前営業利益								186,236,727		186,236,727		186,236,727		ー						0		0		0

								PPC Creative Limited						720						セグメント内消去 ナイ ショウキョ		売上高								△ 3,733,402		△ 3,733,402		△ 3,733,402		ー

								PPC														営業損失								△ 239,396,524		△ 239,396,524		△ 239,396,524		ー						1		1		2

																						のれん等償却前営業損失								0		0		0		ー						1		1		2

								(239,396,524)

								PPC償却は連結処理なので、セグ内消去に含める ショウキャク レンケツ ショリ ナイ ショウキョ フク																														百万円未満切捨 ヒャクマンエン ミマン キ ス

																		（単位：百万円）						2020年3月期		2021年3月期		2021年3月期通期		2022年3月期								分析

																								実績		実績		実績		実績		VS2020		VS2021		VS2021増減率

																		映像コンテンツ事業				売上高		26,205		19,809		19,809		21,674		△ 4,531		1,864		9.4%

																						営業利益/損失		△ 359		△ 440		△ 440		582		941		1,023		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		2.7%

																						のれん等償却前営業利益/損失		△ 359		△ 440		△ 440		587		946		1,028		ー

																				映像制作サービス事業
（国内） コクナイ		売上高		25,189		23,546		23,546		25,626		437		2,079		8.8%

																						営業利益/損失		393		△ 201		△ 201		1,719		1,326		1,921		ー

																						（営業利益率）		1.6%		ー		ー		6.7%

																						のれん等償却前営業利益/損失		429		△ 160		△ 160		1,751		1,322		1,911		ー

																				映像制作サービス事業
（海外） カイガイ		売上高		22,660		23,616		23,616		16,583		△ 6,076		△ 7,032		△29.8%

																						営業利益/損失		△ 780		△ 2,021		△ 2,021		6		786		2,028		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		0.0%

																						のれん等償却前営業利益/損失		289		△ 658		△ 658		1,647		1,358		2,306		ー

																				映像制作サービス事業
（国内・海外セグメント間取引分）		売上高		△ 126		△ 189		△ 189		△ 129		△ 3		60		ー

																						営業損失		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー						0		0		0

																						のれん等償却前営業損失		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー						0		0		0

																		映像制作サービス事業				売上高		47,723		46,973		46,973		42,080		△ 5,642		△ 4,892		△10.4%

																						営業利益/損失		△ 386		△ 2,223		△ 2,223		1,726		2,112		3,949		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		4.1%

																						のれん等償却前営業利益/損失		718		△ 818		△ 818		3,399		2,681		4,217		ー

																		映像システム事業				売上高		21,975		21,006		21,006		17,639		△ 4,335		△ 3,366		△16.0%

																						営業利益		2,758		2,046		2,046		1,740		△ 1,017		△ 305		△14.9%

																						（営業利益率）		12.6%		9.7%		9.7%		9.9%

																						のれん等償却前営業利益		2,758		2,046		2,046		1,776		△ 981		△ 270		△13.2%

																		その他				売上高		△ 1,813		△ 1,063		△ 1,063		△ 1,211		602		△ 147		ー

																						営業損失		△ 660		△ 466		△ 466		△ 631		29		△ 164		ー

																		連結合計				売上高		94,090		86,727		86,727		80,184		△ 13,906		△ 6,543		△7.5%

																						営業利益/損失		1,351		△ 1,084		△ 1,084		3,417		2,066		4,502		ー

																						のれん等償却前営業利益		2,456		320		320		5,131		2,675		4,811		1501.9%





																		（単位：百万円）						2020年3月期		2021年3月期		2021年3月期通期		2022年3月期								分析

																								実績		実績		実績		実績		VS2020		VS2021		VS2021増減率

																		映像制作サービス事業
（海外）				売上高		22,660		23,616		23,616		16,583		△ 6,076		△ 7,032		△29.8%

																						営業利益/損失		△ 780		△ 2,021		△ 2,021		6		786		2,028		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		0.0%

																						のれん等償却前営業利益/損失		289		△ 658		△ 658		1,647		1,358		2,306		ー

																				IMGI（Pixelogic）		売上高		ー		2,798		2,798		15,091		15,091		12,292		439.3%

																						営業利益/損失		△ 11		△ 425		△ 425		59		71		484		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		0.4%

																						のれん等償却前営業利益		△ 11		△ 84		△ 84		1,461		1,472		1,545		ー

																				SDI・PPCなど		売上高		22,660		20,818				1,492		△ 21,167		△ 19,324

																						営業損失		△ 769		△ 1,596				△ 53		715		1,544

																						（営業利益率）

																						のれん等償却前営業利益		300		△ 574				186		△ 114		761

																				SDI		売上高										ー		ー		ー

																						営業損失										ー		ー		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー

																						のれん等償却前営業利益										ー		ー		ー

																				PPC		売上高								1,496		1,496		1,496		ー

																						営業利益								186		186		186		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		12.4%

																						のれん等償却前営業利益								186		186		186		ー

																				セグメント内消去 ナイ ショウキョ		売上高								△ 3		△ 3		△ 3		ー

																						営業損失								△ 239		△ 239		△ 239		ー

																						のれん等償却前営業損失								ー		ー		ー		ー











PL

										2021/03年次決算-過年度遡及		2022/03年次決算										末

										9932021503		6002022503

																円単位 エン タンイ

								（単位：円）　		2021年3月期		2022年3月期						←更新 コウシン

										実績		実績		前年増減額		前年増減比

								売上高		86,727,250,591		80,184,157,203		△ 6,543,093,388		△7.5%

								売上総利益		20,582,908,251		23,386,800,823		2,803,892,572		13.6%

								(売上総利益率)		23.7%		29.2%

								営業利益/損失		△ 1,084,760,541		3,417,771,469		4,502,532,010		ー						1		0		1				0		利益 リエキ

								(営業利益率)		ー		4.3%																		1		利益/損失 リエキ ソンシツ

								経常利益/損失		△ 1,343,575,880		3,934,471,404		5,278,047,284		ー						1		0		1				2		損失 ソンシツ

								(経常利益率)		ー		4.9%

								 特別利益		7,138,428,155		1,301,107,052		△ 5,837,321,103		△81.8%

								 特別損失		2,240,013,057		2,037,265,342		△ 202,747,715		△9.1%

		のれん明細 メイサイ						税金等調整前当期純利益		3,554,839,218		3,198,313,114		△ 356,526,104		△10.0%						0		0		0

		のれん明細202103		のれん明細202203				親会社株主に帰属する当期純利益		3,454,638,023		2,729,718,916		△ 724,919,107		△21.0%						0		0		0

		のれん + 無形固定資産 計		のれん + 無形固定資産 計

		(1,405,119,624)		(1,714,055,411)				(参考)のれん等償却前営業利益		320,359,083		5,131,826,880		4,811,467,798		1501.9%

		0		(0)				　※のれん等償却前営業利益＝営業利益＋のれん償却＋商標権他無形固定資産償却



																百万円未満切捨 ヒャクマンエン ミマン キ ス

								(Million yen)		FYE Mar. 2021		FYE Mar. 2022

										Actual		Actual		YoY		% YoY

								Net sales		86,727		80,184		△ 6,543		△7.5%

								Gross profit		20,582		23,386		2,803		13.6%

								(Gross margin)		23.7%		29.2%

								Operating income (loss)		△ 1,084		3,417		4,502		ー

								(Operating margin)		ー		4.3%

								Ordinary income (loss)		△ 1,343		3,934		5,278		ー

								(Ordinary margin)		ー		4.9%

								Extraordinary income		7,138		1,301		△ 5,837		△81.8%

								Extraordinary loss		2,240		2,037		△ 202		△9.1%

								Net income (loss) before
income tax		3,554		3,198		△ 356		△10.0%

								Net profit attributable to
owners of parent		3,454		2,729		△ 724		△21.0%



								(Ref.) Operating income before goodwill amortization		320		5,131		4,811		1501.9%

								　*Operating income before goodwill amortization includes operating income, amortization of goodwill, amortization of trademark rights and other intangible assets







BS

										末

								2021/03年次決算-過年度遡及		2022/03年次決算

								9932021503		6002022503

														円単位 エン タンイ

				（単位：円）　 エン				2021年3月期末		2022年3月期末		前期比		主な増減要因		←更新 コウシン

				資産の部		流動資産		30,440,836,223		41,066,808,949		10,625,972,726

						　うち現預金		6,908,657,184		6,420,308,347		△ 488,348,837

						固定資産		30,005,354,151		32,317,511,154		2,312,157,003

						　うちのれん		12,048,747,948		11,482,801,835		△ 565,946,113

						資産合計		60,446,190,374		73,384,320,103		12,938,129,729

				負債・純資産の部		流動負債		22,117,359,606		32,278,892,349		10,161,532,743

						　うち短期借入金		7,402,726,675		4,170,485,569		△ 3,232,241,106

						固定負債		8,495,895,425		7,079,990,194		△ 1,415,905,231

						　うち長期借入金		5,384,905,181		4,019,743,359		△ 1,365,161,822

						負債合計		30,613,255,031		39,358,882,543		8,745,627,512

						株主資本		27,149,326,902		29,963,804,161		2,814,477,259

						その他包括利益累計額		301,538,369		1,185,458,405		883,920,036

						新株予約権		11,484,467		0		△ 11,484,467

						非支配株主持分		2,370,585,605		2,876,174,994		505,589,389

						純資産合計		29,832,935,343		34,025,437,560		4,192,502,217

						負債純資産合計		60,446,190,374		73,384,320,103		12,938,129,729



						ネット資金		△ 5,878,974,672		△ 1,769,920,581		4,109,054,091		（現預金－長短期借入金）

						検算→ ケンザン		0		0

														百万円未満切捨 ヒャクマンエン ミマン キ ス

				（単位：百万円）　				2021年3月期末		2022年3月期末		前期比		主な増減要因

				資産の部		流動資産		30,440		41,066		10,625		売掛金 +3,659
たな卸資産 +7,113

						　うち現預金		6,908		6,420		△ 488

						固定資産		30,005		32,317		2,312		建物および構築物 +2,383
投資有価証券　△492
関係会社株式 △710 タテモノ コウチクブツ トウシユウカショウケン

						　うちのれん		12,048		11,482		△ 565

						資産合計		60,446		73,384		12,938

				負債・純資産の部		流動負債		22,117		32,278		10,161		支払手形及び買掛金 +3,468
未払金 +611
契約負債 +5,562 キン ケイヤクフサイ

						　うち短期借入金		7,402		4,170		△ 3,232

						固定負債		8,495		7,079		△ 1,415

						　うち長期借入金		5,384		4,019		△ 1,365

						負債合計		30,613		39,358		8,745

						株主資本		27,149		29,963		2,814		（参考）自己資本

						その他包括利益累計額		301		1,185		883		2021年3月期末 　27,450 (45.4%)

						新株予約権		11		ー		△ 11		2022年3月期末　31,149 (42.4%) マツ

						非支配株主持分		2,370		2,876		505

						純資産合計		29,832		34,025		4,192

						負債純資産合計		60,446		73,384		12,938



						ネット資金		△ 5,878		△ 1,769		4,109		（現預金－長短期借入金）





のれん明細202203



		2022年03月度　のれん明細																																		2022年03月度　のれん明細

																												（単位：円) タンイ エン																																（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少										期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		減損 ゲンソン		為替換算調整勘定

		21063		PPC Creative Limited				1,064,884,220		43132		10年 ネン		651,295,258				0				(102,980,316)		(600,718,544)		52,403,602		0						21063		PPC Creative Limited				1,064		43132		10年		651		0		0		0		(102)		(600)		52		0

		21062		Pixelogic Holdings, LLC

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				11,598,761,963		44197		10年 ネン		11,308,792,916		1,243,083						(1,230,586,633)		0		1,200,214,430		11,279,663,796						21062		Pixelogic Holdings, LLC				11,598		44197		10年		11,308		1		0		0		(1,230)		0		1,200		11,279

				IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663,646,183						11,960,088,174		1,243,083		0		0		(1,333,566,949)		(600,718,544)		1,252,618,032		11,279,663,796		OK						IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663						11,960		1		0		0		(1,333)		(600)		1,252		11,279

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		33,751,860								(19,286,776)						14,465,084		OK				21057		イマジカアロベイス				96		43101		5年		33		0		0		0		(19)		0		0		14

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン		54,907,914								(12,919,509)						41,988,405		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64		44013		5年		54		0		0		0		(12)		0		0		41

				IDSグループ小計 ショウケイ				161,031,428						88,659,774		0		0		0		(32,206,285)		0		0		56,453,489								IDSグループ小計 ショウケイ				161						88		0		0		0		(32)		0		0		56

		21065		主婦の友インフォス シュフ トモ

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				17,016,649

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）		43647		5年 ネン				11,060,822

作成者: 過年度償却分控除後						(3,403,330)						7,657,492		OK				21065		主婦の友インフォス				17		43647		5年		0		11		0		0		(3)		0		0		7

		21065		主婦の友インフォス（単体） シュフ トモ タンタイ				7,556,849		44105		5年 ネン				6,801,165						(1,511,369)						5,289,796		OK				21065		主婦の友インフォス（単体）				7		44105		5年		0		6		0		0		(1)		0		0		5

				OLMグループ小計 ショウケイ				24,573,498						0		17,861,987		0		0		(4,914,699)		0		0		12,947,288								OLMグループ小計 ショウケイ				24						0		17		0		0		(4)		0		0		12

		21069		フォトニックラティス				178,316,349		44197		5年 ネン				169,400,532

作成者: 過年度償却分控除後						(35,663,270)						133,737,262		OK				21069		フォトニックラティス				178		44197		5年		0		169		0		0		(35)		0		0		133

				PTグループ小計 ショウケイ				178,316,349						0		169,400,532		0		0		(35,663,270)		0		0		133,737,262								PTグループ小計 ショウケイ				178						0		169		0		0		(35)		0		0		133

						のれん 計 ケイ		13,027,567,458						12,048,747,948		188,505,602		0		0		(1,406,351,203)		(600,718,544)		1,252,618,032		11,482,801,835										のれん 計		13,027						12,048		188		0		0		(1,406)		(600)		1,252		11,482

																		(754,451,715)																																(754)		0		0				0



		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																												（単位：円) タンイ エン																																（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少										期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		減損 ゲンソン		為替換算調整勘定

		1228115		技術資産 ギジュツシサン				807,300,000		44197		5年 ネン		766,935,000		0		0		0		(171,288,000)		0		77,220,000		672,867,000						1228115		技術資産				807		44197		5年		766		0		0		0		(171)		0		77		672

				Pixe		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		807,300,000						766,935,000		0		0		0		(171,288,000)		0		77,220,000		672,867,000										無形固定資産 計		807						766		0		0		0		(171)		0		77		672

																		(94,068,000)																																(94)		0		0				0



		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																												（単位：円) タンイ エン																																（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少										期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		減損		為替換算調整勘定

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク				1,241,307,279		43132		13年 ネン		853,601,105		0		0		0		(118,589,956)		(227,447,196)		84,587,404		592,151,357						1228110		顧客契約				1,241		43132		13年		853		0		0		0		(118)		(227)		84		592

		1223000		商標権 ショウヒョウケン				85,607,398		43132		7年 ネン		48,377,720		0		0		0		(12,992,020)		0		4,976,700		40,362,400						1223000		商標権				85		43132		7年		48		0		0		0		(12)		0		4		40

		1236000		リース公正価値				63,319,928		43132		5年 ネン		9,647,573		0		0		0		(4,834,232)		0		930,539		5,743,880						1223000		リース公正価値				63		43132		5年		9		0		0		0		(4)		0		0		5

				PPC		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		1,390,234,605						911,626,398		0		0		0		(136,416,208)		(227,447,196)		90,494,643		638,257,637										無形固定資産 計		1,390						911		0		0		0		(136)		(227)		90		638

																		(273,368,761)																																(273)		0		0				0



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		15,225,102,063						13,727,309,346		188,505,602		0		0		(1,714,055,411)		(828,165,740)		1,420,332,675		12,793,926,472										のれん + 無形固定資産 計		15,225						13,727		188		0		0		(1,714)		(828)		1,420		12,793

																		(1,121,888,476)																																(1,121)		0		0				0



		※PXL、PPC　換算明細 カンザン メイサイ																																		※PXL、PPC　換算明細



		①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																										（単位：ドル、円) タンイ エン								①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY）																								（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		USD		US$112,065,332.98		44197		10年 ネン		US$109,263,699.67		US$10,807.54						-US$11,207,528.53						US$98,066,977.88		0.80						のれん		USD		112,065		44197		10年 ネン		109,263		10		0		0		-11,207 		0		0		98,066

				技術資産 ギジュツシサン		USD		US$7,800,000.00		44197		5年 ネン		US$7,410,000.00								-US$1,560,000.00						US$5,850,000.00		OK						技術資産 ギジュツシサン		USD		7,800		44197		5年 ネン		7,410		0		0		0		-1,560 		0		0		5,850

				換算レート（USD⇒JPY）																		2022年03月度期中平均						2022年03月度期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2022年03月度期中平均						2022年03月度期末日

																						109.80						115.02																										109.80						115.02

				のれん		JPY		¥11,598,761,963		44197		10年 ネン		¥11,308,792,916		¥1,243,083						¥-1,230,586,633				¥1,200,214,430		¥11,279,663,796		OK						のれん		JPY		11,598		44197		10年 ネン		11,308		1		0		0		-1,230 		0		1,200		11,279

				技術資産 ギジュツシサン		JPY		¥807,300,000		44197		5年 ネン		¥766,935,000								¥-171,288,000				¥77,220,000		¥672,867,000		OK						技術資産 ギジュツシサン		JPY		807		44197		5年 ネン		766		0		0		0		-171 		0		77		672



		②PPC換算（GBP→JPY） カンザン																										（単位：ポンド、円) タンイ エン								②PPC換算（GBP→JPY）																								（単位：千ポンド、百万円) タンイ セン ヒャクマン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク

作成者: 作成者:
2021/2までの償却費については、SDIサブ連決で計上		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£4,658,097.97								-£681,672.84		-£3,976,425.13				£0.00		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		4,658		0		0		0		-681 		-3,976 		0		0

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,105,000.04								-£785,000.04

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため-0.04		-£1,505,574.87				£3,814,425.13		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,105		0		0		0		-785 		-1,505 		0		3,814

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£346,000.00								-£86,000.00		£0.00				£260,000.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		346		0		0		0		-86 		0		0		260

				リース公正価値 コウセイカチ		GBP		£429,000.00		43132		5年		£68,999.95								-£31,999.95

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05		£0.00				£37,000.00		OK						リース公正価値 コウセイカチ		GBP		429		43132		5年		68		0		0		0		-31 		0		0		37

				換算レート（GBP⇒JPY）																		2022年03月度期中平均		2022年03月度期中平均				2022年03月度期末日								換算レート（GBP⇒JPY）																		2022年03月度期中平均						2022年03月度期末日

																						151.07		151.07				155.24																										151.07						155.24

				のれん		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥651,295,258				¥0		¥0		¥-102,980,316		¥-600,718,544		¥52,403,602		¥0		OK						のれん		JPY		1,039		43132		10年 ネン		651		0		0		0		-102 		-600 		52		0

				顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥853,601,105				¥0		¥0		¥-118,589,956		¥-227,447,196		¥84,587,404		¥592,151,357		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		1,241		43132		13年 ネン		853		0		0		0		-118 		-227 		84		592

				商標権 ショウヒョウケン		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥48,377,720				¥0		¥0		¥-12,992,020		¥0		¥4,976,700		¥40,362,400		OK						商標権 ショウヒョウケン		JPY		85		43132		7年 ネン		48		0		0		0		-12 		0		4		40

				リース公正価値		JPY		¥63,319,928

作成者: 作成者:
リース契約有利差異の取得価額（円貨）については、のれん等の現地通貨・円貨からレートを計算して算出。														

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）										

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）								

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		43132		5年		¥9,647,573				¥0		¥0		¥-4,834,232		¥0		¥930,539		¥5,743,880		OK						リース公正価値		JPY		63		43132		5年 ネン		9		0		0		0		-4 		0		0		5

								147.60
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のれん明細202103



		2021年03月度年次決算　のれん明細																																2021年03月度年次決算　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21047		SDI Media Group, Inc.　		既存 キゾン		9,600,983,567		42186		10年 ネン		2,355,425,404				(1,801,305,107)		0		(437,432,168)		(116,688,129)		0						21047		SDI Media Group, Inc.　		既存		9600983567		42186		10年		2355425404		0		-1801305107		0		-437432168		-116688129		0

						PPC		1,064,884,220		43132		10年 ネン		767,321,207				(649,367,659)		0		(85,273,758)		(32,679,790)		0										PPC		1064884220		43132		10年		767321207		0		-649367659		0		-85273758		-32679790		0

作成者: 作成者:
2月次でPPCをサブ連から除外

		21063		PPC Creative Limited				1,064,884,220		43132		10年 ネン		0		659,237,883		0				(7,786,976)		(155,649)		651,295,258						21063		PPC Creative Limited				1064884220		43132		10年		0		659237883		0		0		-7786976.076		-155648.9244		651295258

		21062		Pixelogic Holdings, LLC

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				11,598,761,963		44197		10年 ネン		0		11,598,761,963

作成者: IMGIののれん金額については暫定の値（1/8）

2021/01において、PPAレポートに基づいてPPA資産とのれん金額を調整。（-US$ 6,827,043.33）（2/9）						(299,270,470)		9,301,423		11,308,792,916						21062		Pixelogic Holdings, LLC				11598761963		44197		10年		0		11598761963		0		0		-299270470		9301423		11308792916

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）

				IMAGICA Lab.グループ小計 ショウケイ				23,329,513,970						3,122,746,611		12,257,999,846		(2,450,672,766)		0		(829,763,372)		(140,222,145)		11,960,088,174		OK						IMAGICA Lab.グループ小計 ショウケイ				23329513970						3122746611		12257999846		-2450672766		0		-829763372.1		-140222144.9		11960088174

		21050		ウェザーマップ				326,465,927		42156		5年 ネン		4,119,787								(4,119,787)				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21050		ウェザーマップ				326465927		42156		5年		4119787		0		0		0		-4119787		0		0

		21052		キャスター・プロ				(21,954,773)		42156		5年 ネン		(731,824)								731,824				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21052		キャスター・プロ				-21954773		42156		5年		-731824		0		0		0		731824		0		0

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		41,735,578		20,551,015						(28,534,733)				33,751,860		OK				21057		イマジカアロベイス		0		96433882		43101		5年		41735578		20551015		0		0		-28534733		0		33751860

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン				64,597,546						(9,689,632)				54,907,914		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64597546		44013		5年		0		64597546		0		0		-9689632		0		54907914

				IDSグループ小計 ショウケイ				465,542,582						45,123,541		85,148,561		0		0		(41,612,328)		0		88,659,774								IDSグループ小計 ショウケイ				465542582						45123541		85148561		0		0		-41612328		0		88659774

						のれん 計 ケイ		23,795,056,552						3,167,870,152		12,343,148,407		(2,450,672,766)		0		(871,375,700)		(140,222,145)		12,048,747,948										のれん 計		23795056552						3167870152		12343148407		-2450672766		0		-871375700.1		-140222144.9		12048747948

																		(3,462,270,611)																														-3462270611		0		0		0



		SDI　無形固定資産明細																																SDI　無形固定資産明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1223010		SDI商標権 ショウヒョウケン				2,014,915,500		42186		10年 ネン		964,593,632				(737,670,375)				(179,137,140)		(47,786,117)		0						1223010		SDI商標権				2014915500		42186		10年		964593632		0		-737670375		0		-179137140		-47786117		0

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク		既存 キゾン		3,027,780,000		42186		15年 ネン		1,572,844,622				(1,298,721,236)				(193,128,450)		(80,994,936)		0						1228110		顧客契約		既存		3027780000		42186		15年		1572844622		0		-1298721236		0		-193128450		-80994936		0

						PPC		1,241,307,279		43132		13年 ネン		991,525,762				(849,945,229)				(99,450,525)		(42,130,008)		0										PPC		1241307279		43132		13年		991525762		0		-849945229		0		-99450525		-42130008		0

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		PPC		85,607,398		43132		7年 ネン		61,359,647				(48,583,054)				(10,132,696)		(2,643,897)		0						1223000		商標権		PPC		85607398		43132		7年		61359647		0		-48583054		0		-10132696		-2643897		0

				SDI		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		6,369,610,177						3,590,323,663		0		(2,934,919,894)				(481,848,811)		(173,554,958)		0										無形固定資産 計		6369610177						3590323663		0		-2934919894		0		-481848811		-173554958		0

																		(3,590,323,663)																														-3590323663



		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228115		技術資産 ギジュツシサン				807,300,000		44197		5年 ネン		0		807,300,000		0		0		(41,659,800)		1,294,800		766,935,000						1228115		技術資産				807300000		44197		5年		0		807300000		0		0		-41659800		1294800		766935000

				Pixe		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		807,300,000						0		807,300,000		0		0		(41,659,800)		1,294,800		766,935,000										無形固定資産 計		807300000						0		807300000		0		0		-41659800		1294800		766935000

																		(40,365,000)																														-40365000



		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク				1,241,307,279		43132		13年 ネン		0		862,864,186		0		0		(9,081,555)		(181,526)		853,601,105						1228110		顧客契約				1241307279		43132		13年		0		862864186		0		0		-9081555.483		-181525.5168		853601105

		1223000		商標権 ショウヒョウケン				85,607,398		43132		7年 ネン		0		49,321,505		0		0		(925,290)		(18,495)		48,377,720						1223000		商標権				85607398		43132		7年		0		49321505		0		0		-925290		-18495		48377720

		1236000		リース契約有利差異 ケイヤク ユウリサイ				63,319,928		43132		7年 ネン		0		9,880,614		0		0		(228,467)		(4,567)		9,647,580						1223000		リース契約有利差異				63319928		43132		7年		0		9880614		0		0		-228467.1236		-4566.8764		9647580

				PPC		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		1,390,234,605						0		922,066,305		0		0		(10,235,313)		(204,587)		911,626,405										無形固定資産 計		1390234605						0		922066305		0		0		-10235312.61		-204587.3932		911626405

																		(10,439,900)																														-10439900



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		32,362,201,334						6,758,193,815		14,072,514,712		(5,385,592,660)		0		(1,405,119,624)		(312,686,890)		13,727,309,353										のれん + 無形固定資産 計		32362201334						6758193815		14072514712		-5385592660		0		-1405119624		-312686890.3		13727309353

																		(7,103,399,174)																														-7103399174





		※SDI（含むPPC）、PXL　換算明細 カンザン メイサイ																																※SDI（含むPPC）、PXL　換算明細



		①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：ポンド、ドル) タンイ								①PPC換算（GBP→USD）																						（単位：千ポンド、千ドル) タンイ セン セン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£5,339,770.84		£0.00		-£4,714,904.04				-£624,866.80				£0.00		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		5,339		0		-4,714 		0		-624 		0		0

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,900,000.04		£0.00		-£6,171,250.04				-£728,750.00				£0.00		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,900		0		-6,171 		0		-728 		0		0

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£427,000.05		£0.00		-£352,750.00				-£74,250.05				£0.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		427		0		-352 		0		-74 		0		0

				換算レート（GBP⇒USD）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日								換算レート（GBP⇒USD）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日

																						1.28				ERROR:#DIV/0!																										1.28				ERROR:#DIV/0!

				のれん		USD		US$9,503,652.12		43132		10年 ネン		US$7,003,661.98		US$0.00		-US$6,274,083.66		US$0.00		-US$798,293.93		US$68,715.61		US$0.00		OK						のれん		USD		9,503		43132		10年 ネン		7,003		0		-6,274 		0		-798 		68		0

				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		US$11,346,133.34		43132		13年 ネン		US$9,050,070.85		US$0.00		-US$8,212,031.20		US$0.00		-US$931,010.34		US$92,970.69		US$0.00		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		11,346		43132		13年 ネン		9,050		0		-8,212 		0		-931 		92		0

				商標権 ショウヒョウケン		USD		US$782,491.95		43132		7年 ネン		US$560,055.19		US$0.00		-US$469,401.49		US$0.00		-US$94,857.67		US$4,203.97		US$0.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		USD		782		43132		7年 ネン		560		0		-469 		0		-94 		4		0





		②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン								②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY）																						（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				既存 キゾン		USD		US$44,190,311.00

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		US$21,498,954.04				-US$17,403,914.08

作成者: 作成者:
のれん再配分に伴う償却額の調整				-US$4,095,039.96				US$0.00								既存 キゾン		USD		44,190

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		21,498		0		-17,403 		0		-4,095 		0		0

				PPC		USD		US$9,503,652.12		43132		10年		US$7,003,661.98		US$0.00		-US$6,274,083.66				-US$798,293.93		US$68,715.61		US$0.00								PPC		USD		9,503		43132		10年		7,003		0		-6,274 		0		-798 		68		0

				のれん　計		USD								US$28,502,616.02		US$0.00		-US$23,677,997.74		US$0.00		-US$4,893,333.89		US$68,715.61		US$0.00

作成者: 売却に伴い、連結上の末残をゼロに修正		OK						のれん　計		USD								28,502		0		-23,677 		0		-4,893 		68		0

				既存 キゾン		USD		US$25,200,000.00		42186		15年 ネン		US$14,356,011.52				-US$12,548,031.27				-US$1,807,980.25				US$0.00								既存 キゾン		USD		25,200		42186		15年 ネン		14,356		0		-12,548 		0		-1,807 		0		0

				PPC		USD		US$11,346,133.34		43132		13年		US$9,050,070.85		US$0.00		-US$8,212,031.20				-US$931,010.34		US$92,970.69		US$0.00								PPC		USD		11,346		43132		13年		9,050		0		-8,212 		0		-931 		92		0

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								US$23,406,082.37		US$0.00		-US$20,760,062.47				-US$2,738,990.59		US$92,970.69		US$0.00

作成者: 売却に伴い、連結上の末残をゼロに修正		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								23,406		0		-20,760 		0		-2,738 		92		0

				PPC		USD		US$19,418,423.57		43132		7年		US$560,055.19		US$0.00		-US$469,401.49				-US$94,857.67		US$4,203.97		US$0.00								PPC		USD		19,418		43132		7年		560		0		-469 		0		-94 		4		0

				商標権　計 ショウヒョウケン		USD								US$560,055.19		US$0.00		-US$469,401.49		US$0.00		-US$94,857.67		US$4,203.97		US$0.00								商標権　計 ショウヒョウケン		USD								560		0		-469 		0		-94 		4		0

				換算レート（USD⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日

																						106.82				103.50																										106.82				103.5

				既存 キゾン		JPY		¥5,309,465,867		42186		10年		¥2,355,425,404		¥0		¥-1,801,305,107		¥0		¥-437,432,168

作成者: 端数調整+1		¥-116,688,129		¥0		OK						既存 キゾン		JPY		5,309

作成者: 作成者:
2015年6月末：9,600,983,567
2016年3月減損：△4,305,090,540																		

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）		42186		10年		2,355		0		-1,801 		0		-437 		-116 		0

				PPC		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥767,321,207		¥0		¥-649,367,659		¥0		¥-85,273,758		¥-32,679,790		¥0								PPC		JPY		1,039		43132		10年		767		0		-649 		0		-85 		-32 		0

				のれん　計		JPY								¥3,122,746,611		¥0		¥-2,450,672,766				¥-522,705,926		¥-149,367,919		¥0		OK						のれん　計		JPY								3,122		0		-2,450 		0		-522 		-149 		0

				既存 キゾン		JPY		¥3,027,780,000		42186		15年		¥1,572,844,622				¥-1,298,721,236				¥-193,128,450		¥-80,994,936		¥0		OK						既存 キゾン		JPY		3,027		42186		15年		1,572		0		-1,298 		0		-193 		-80 		0

				PPC		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥991,525,762		¥0		¥-849,945,229				¥-99,450,525		¥-42,130,008		¥0								PPC		JPY		1,241		43132		13年		991		0		-849 		0		-99 		-42 		0

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								¥2,564,370,384		¥0		¥-2,148,666,465				¥-292,578,975		¥-123,124,944		¥0		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								2,564		0		-2,148 		0		-292 		-123 		0

				PPC		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥61,359,647		¥0		¥-48,583,054				¥-10,132,696		¥-2,643,897		¥0								PPC		JPY		85		43132		7年		61		0		-48 		0		-10 		-2 		0

				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								¥61,359,647		¥0		¥-48,583,054		¥0		¥-10,132,696		¥-2,643,897		¥0		OK						商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								61		0		-48 		0		-10 		-2 		0



		③PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン								③PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																						（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		USD		US$112,065,332.98		44197		10年 ネン		US$0.00		US$112,065,332.98						-US$2,801,633.31				US$109,263,699.67		OK						のれん		USD		112,065		44197		10年 ネン		0		112,065		0		0		-2,801 		0		109,263

				技術資産 ギジュツシサン		USD		US$7,800,000.00		44197		5年 ネン		US$0.00		US$7,800,000.00

作成者: 作成者:
PPA最終化に伴い、△180K		

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000						

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）														

作成者: 作成者:
のれん再配分に伴う償却額の調整		

作成者: 2020/06 新規連結																		-US$390,000.00				US$7,410,000.00		OK						技術資産 ギジュツシサン		USD		7,800		44197		5年 ネン		0		7,800		0		0		-390 		0		7,410

				換算レート（USD⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日

																						106.82				103.50																										106.82				103.5

				のれん		JPY		¥11,598,761,963		44197		10年 ネン		¥0		¥11,598,761,963						¥-299,270,470		¥9,301,423		¥11,308,792,916		OK						のれん		JPY		11,598		44197		10年 ネン		0		11,598		0		0		-299 		9		11,308

				技術資産 ギジュツシサン		JPY		¥807,300,000		44197		5年 ネン		¥0		¥807,300,000						¥-41,659,800		¥1,294,800		¥766,935,000		OK						技術資産 ギジュツシサン		JPY		807		44197		5年 ネン		0		807		0		0		-41 		1		766

		④PPC換算（GBP→JPY） カンザン																								（単位：ポンド、円) タンイ エン								④PPC換算（GBP→JPY）																						（単位：千ポンド、百万円) タンイ セン ヒャクマン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク

作成者: 作成者:
2021/2までの償却費については、SDIサブ連決で計上		

作成者: IMGIののれん金額については暫定の値（1/8）

2021/01において、PPAレポートに基づいてPPA資産とのれん金額を調整。（-US$ 6,827,043.33）（2/9）		

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上																為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£0.00		£4,714,904.04						-£56,806.07				£4,658,097.97		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		0		4,714		0		0		-56 		0		4,658

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£0.00		£6,171,250.08						-£66,250.04				£6,105,000.04

作成者: 端数調整+0.04（資本異動処理に合わせる）		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		0		6,171		0		0		-66 		0		6,105

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£0.00		£352,750.00						-£6,750.00				£346,000.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		0		352		0		0		-6 		0		346

				リース公正価値 コウセイカチ		GBP		£429,000.00		43132		7年 ネン		£0.00		£70,666.67						-£1,666.67				£69,000.00		OK						リース公正価値 コウセイカチ		GBP		429		43132		7年 ネン		0		70		0		0		-1 		0		69

				換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日								換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日

																						137.08				139.82																										137.08				139.82

				のれん		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥0		¥659,237,883		¥0		¥0		¥-7,786,976		¥-155,649		¥651,295,258		OK						のれん		JPY		1,039		43132		10年 ネン		0		659		0		0		-7 		0		651

				顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥0		¥862,864,186		¥0		¥0		¥-9,081,555		¥-181,526		¥853,601,105

作成者: 端数調整-1円		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		1,241		43132		13年 ネン		0		862		0		0		-9 		0		853

				商標権 ショウヒョウケン		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥0		¥49,321,505		¥0		¥0		¥-925,290		¥-18,495		¥48,377,720		OK						商標権 ショウヒョウケン		JPY		85		43132		7年 ネン		0		49		0		0		0		0		48

				リース契約有利差異 ケイヤク ユウリサイ		JPY		¥63,319,928

作成者: 作成者:
リース契約有利差異の取得価額（円貨）については、のれん等の現地通貨・円貨からレートを計算して算出。																		

作成者: 端数調整+0.04（資本異動処理に合わせる）		

作成者: 売却に伴い、連結上の末残をゼロに修正		

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		

作成者: 売却に伴い、連結上の末残をゼロに修正		

作成者: 作成者:
2020/05償却終了												

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		

作成者: 端数調整-1円		

作成者: 端数調整+1		43132		7年		¥0		¥9,880,614		¥0		¥0		¥-228,467		¥-4,567		¥9,647,580		OK						リース契約有利差異 ケイヤク ユウリサイ		JPY		63		43132		7年 ネン		0		9		0		0		0		0		9

								147.60
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のれん明細202003



		2020年03月度　のれん明細																												2020年03月度　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																												（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21050		ウェザーマップ				326,465,927		42156		5年 ネン		28,838,510								(24,718,723)				4,119,787				21050		ウェザーマップ				326465927		42156		5年		28838510		0		0		0		-24718723		0		4119787

		21052		キャスター・プロ				(21,954,773)		42156		5年 ネン		(5,122,779)								4,390,955				(731,824)				21052		キャスター・プロ				-21954773		42156		5年		-5122779		0		0		0		4390955		0		-731824

				WMグループ小計 ショウケイ				304,511,154						23,715,731		0		0		0		(20,327,768)		0		3,387,963						WMグループ小計 ショウケイ				304511154						23715731		0		0		0		-20327768		0		3387963

		21053		OLM				2,104,533,954		42461		10年 ネン		0												0		2019/03一時償却 イチジ ショウキャク		21053		OLM				2104533954		42461		10年		0		0		0		0		0		0		0

		21054		OLMデジタル				452,076,349		42461		10年 ネン		0												0		2019/03一時償却 イチジ ショウキャク		21054		OLMデジタル				452076349		42461		10年		0		0		0		0		0		0		0

		21055		Sprite Animation Studios				715,279,919		42461		10年 ネン		0												0		2019/03一時償却 イチジ ショウキャク		21055		Sprite Animation Studios				715279919		42461		10年		0		0		0		0		0		0		0

				OLMグループ小計 ショウケイ				3,271,890,222						0		0		0		0		0		0		0						OLMグループ小計 ショウケイ				3271890222						0		0		0		0		0		0		0

		21047		SDI Media Group, Inc.　		既存 キゾン		9,600,983,567		42186		10年 ネン		2,840,933,189				0		0		(446,563,964)		(38,943,821)		2,355,425,404				21047		SDI Media Group, Inc.　		既存		9600983567		42186		10年		2840933189		0		0		0		-446563964		-38943821		2355425404

						PPC		1,064,884,220		43132		10年 ネン		848,190,486				0		0		(94,888,416)		14,019,137		767,321,207								PPC		1064884220		43132		10年		848190486		0		0		0		-94888416		14019137		767321207

				SDIグループ小計 ショウケイ				10,665,867,787						3,689,123,675		0		0		0		(541,452,380)		(24,924,684)		3,122,746,611						SDIグループ小計 ショウケイ				10665867787						3689123675		0		0		0		-541452380		-24924684		3122746611

		21057		イマジカアロベイス				75,882,867		43101		5年 ネン		56,912,151								(15,176,573)				41,735,578				21057		イマジカアロベイス		0		75882867		43101		5年		56912151		0		0		0		-15176573		0		41735578

						のれん 計 ケイ		14,318,152,030						3,769,751,557		0		0		0		(576,956,721)		(24,924,684)		3,167,870,152								のれん 計		14318152030						3769751557		0		0		0		-576956721		-24924684		3167870152

																		(601,881,405)																												-601881405		0		0		0



		SDI　無形固定資産明細																												SDI　無形固定資産明細

																										（単位：円) タンイ エン																												（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1223010		SDI商標権 ショウヒョウケン				2,014,915,500		42186		10年 ネン		1,163,418,753								(182,876,850)		(15,948,271)		964,593,632				1223010		SDI商標権				2014915500		42186		10年		1163418753		0		0		0		-182876850		-15948271		964593632

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク		既存 キゾン		3,027,780,000		42186		15年 ネン		1,819,180,752								(221,699,115)		(24,637,015)		1,572,844,622				1228110		顧客契約		既存		3027780000		42186		15年		1819180752		0		0		0		-221699115		-24637015		1572844622

						PPC		1,241,307,279		43132		13年 ネン		1,086,184,880								(112,902,301)		18,243,183		991,525,762								PPC		1241307279		43132		13年		1086184880		0		0		0		-112902301		18243183		991525762

		1228130		Screen技術				10,813,500		42186		3年 ネン		0												0		2018年度償却 ネンド ショウキャク		1228130		Screen技術				10813500		42186		3年		0		0		0		0		0		0		0

		1228140		Screenメンテナンス契約				288,360,000		42186		5年 ネン		0												0		2019/03売却 バイキャク		1228140		Screenメンテナンス契約				288360000		42186		5年		0		0		0		0		0		0		0

		1228120		翻訳家声優ネットワーク				254,718,000		42186		2年 ネン		0								0		0		0				1228120		翻訳家声優ネットワーク				254718000		42186		2年		0		0		0		0		0		0		0

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		Screen

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。		43,254,000		42186		5年 ネン		0												0		2019/03売却 バイキャク		1223000		商標権		Screen		43254000		42186		5年		0		0		0		0		0		0		0

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		PPC		85,607,398		43132		7年 ネン		70,853,458								(10,580,235)		1,086,424		61,359,647				1223000		商標権		PPC		85607398		43132		7年		70853458		0		0		0		-10580235		1086424		61359647

				無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		6966755677						4,139,637,843		0		0				(528,058,501)		(21,255,679)		3,590,323,663								無形固定資産 計		6966755677						4139637843		0		0		0		-528058501		-21255679		3590323663

																						(549,314,180)																												-549314180



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		21,284,907,707						7,909,389,400		0		0		0		(1,105,015,222)		(46,180,363)		6,758,193,815								のれん + 無形固定資産 計		21284907707						7909389400		0		0		0		-1105015222		-46180363		6758193815

																						(1,151,195,585)																												-1151195585





		※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ



		①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：ポンド、ドル) タンイ

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£6,021,443.71		£0.00						-£681,672.87				£5,339,770.84		OK

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£7,711,000.00		£0.00						-£810,999.96				£6,900,000.04		OK

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£503,000.01		£0.00						-£75,999.96				£427,000.05		OK

				換算レート（GBP⇒USD）																		2020年03月度期中平均				2020年03月度期末日

																						1.28				1.31

				のれん		USD		US$9,503,652.12		43132		10年 ネン		US$7,641,355.73		US$0.00						-US$870,136.78		US$232,443.03		US$7,003,661.98		OK

				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		US$11,346,133.34		43132		13年 ネン		US$9,785,449.37		US$0.00						-US$1,035,326.01		US$299,947.49		US$9,050,070.85		OK

				商標権 ショウヒョウケン		USD		US$782,491.95		43132		7年 ネン		US$638,319.44		US$0.00						-US$97,021.87		US$18,757.62		US$560,055.19		OK





		②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				既存 キゾン		USD		US$44,190,311.00

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		US$25,593,992.69								-US$4,095,038.65				US$21,498,954.04

				PPC		USD		US$9,503,652.12		43132		10年		US$7,641,355.73		US$0.00		US$0.00				-US$870,136.78		US$232,443.03		US$7,003,661.98

				のれん　計		USD								US$33,235,348.42		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$4,965,175.43		US$232,443.03		US$28,502,616.02		OK

				既存 キゾン		USD		US$25,200,000.00		42186		15年 ネン		US$16,389,015.78								-US$2,033,004.26				US$14,356,011.52

				PPC		USD		US$11,346,133.34		43132		13年		US$9,785,449.37		US$0.00						-US$1,035,326.01		US$299,947.49		US$9,050,070.85

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								US$26,174,465.15		US$0.00						-US$3,068,330.27		US$299,947.49		US$23,406,082.37		OK

				Screen

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。		USD		US$360,000.00		42186		5年 ネン		US$0.00												US$0.00		2019/03売却 バイキャク

				PPC		USD		US$19,418,423.57		43132		7年		US$638,319.44		US$0.00						-US$97,021.87		US$18,757.62		US$560,055.19

				商標権　計 ショウヒョウケン		USD								US$638,319.44		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$97,021.87		US$18,757.62		US$560,055.19

				換算レート（USD⇒JPY）																		2020年03月度期中平均				2020年03月度期末日

																						109.05				109.56

				既存 キゾン		JPY		¥5,309,465,867

作成者: 作成者:
2015年6月末：9,600,983,567
2016年3月減損：△4,305,090,540						

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		42186		10年		¥2,840,933,189				¥0		¥0		¥-446,563,964

作成者: 端数調整+1円		¥-38,943,821		¥2,355,425,404

作成者: 端数調整+1円		OK

				PPC		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥848,190,486		¥0						¥-94,888,416		¥14,019,137		¥767,321,207

				のれん　計		JPY				FX				¥3,689,123,675		¥0						¥-541,452,380		¥-24,924,684		¥3,122,746,611		OK

				既存 キゾン		JPY		¥3,027,780,000		42186		15年		¥1,819,180,752								¥-221,699,115		¥-24,637,015		¥1,572,844,622		OK

				PPC		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥1,086,184,880		¥0						¥-112,902,301		¥18,243,183		¥991,525,762

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								¥2,905,365,632		¥0						¥-334,601,416		¥-6,393,832		¥2,564,370,384		OK

				Screen

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。				

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000														

作成者: 端数調整+1円		

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。		

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。																						

作成者: 端数調整+1円		JPY		¥43,254,000		42186		5年		¥0				¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		2019/03売却 バイキャク

				PPC		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥70,853,458		¥0						¥-10,580,235		¥1,086,424		¥61,359,647

				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								¥70,853,458		¥0		¥0		¥0		¥-10,580,235		¥1,086,424		¥61,359,647		OK
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過去明細→





のれん明細202112



		2021年12月度　のれん明細																																2021年12月度　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21063		PPC Creative Limited				1,064,884,220		43132		10年 ネン		651,295,258				0				(76,862,021)		49,376,407		623,809,644						21063		PPC Creative Limited				1,064		43132		10年		651		0		0		0		(76)		49		623

		21062		Pixelogic Holdings, LLC

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				11,598,761,963		44197		10年 ネン		11,308,792,916		1,209,580						(911,985,928)		891,253,802		11,289,270,370						21062		Pixelogic Holdings, LLC				11,598		44197		10年		11,308		1		0		0		(911)		891		11,289

				IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663,646,183						11,960,088,174		1,209,580		0		0		(988,847,949)		940,630,209		11,913,080,014		OK						IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663						11,960		1		0		0		(988)		940		11,913

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		33,751,860								(14,465,079)				19,286,781		OK				21057		イマジカアロベイス				96		43101		5年		33		0		0		0		(14)		0		19

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン		54,907,914								(9,689,634)				45,218,280		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64		44013		5年		54		0		0		0		(9)		0		45

				IDSグループ小計 ショウケイ				161,031,428						88,659,774		0		0		0		(24,154,713)		0		64,505,061								IDSグループ小計 ショウケイ				161						88		0		0		0		(24)		0		64

		21065		主婦の友インフォス シュフ トモ

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				17,016,649

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）		43647		5年 ネン				11,060,822

作成者: 過年度償却分控除後						(2,552,499)				8,508,323		OK				21065		主婦の友インフォス				17		43647		5年		0		11		0		0		(2)		0		8

		21065		主婦の友インフォス（単体） シュフ トモ タンタイ				7,556,849		44105		5年 ネン				6,801,165						(1,133,523)				5,667,642		OK				21065		主婦の友インフォス（単体）				7		44105		5年		0		6		0		0		(1)		0		5

				OLMグループ小計 ショウケイ				24,573,498						0		17,861,987		0		0		(3,686,022)		0		14,175,965								OLMグループ小計 ショウケイ				24						0		17		0		0		(3)		0		14

		21069		フォトニックラティス				178,316,349		44197		5年 ネン				169,400,532

作成者: 過年度償却分控除後						(26,747,451)				142,653,081		OK				21069		フォトニックラティス				178		44197		5年		0		169		0		0		(26)		0		142

				PTグループ小計 ショウケイ				178,316,349						0		169,400,532		0		0		(26,747,451)		0		142,653,081								PTグループ小計 ショウケイ				178						0		169		0		0		(26)		0		142

						のれん 計 ケイ		13,027,567,458						12,048,747,948		188,472,099		0		0		(1,043,436,135)		940,630,209		12,134,414,121										のれん 計		13,027						12,048		188		0		0		(1,043)		940		12,134

																		(102,805,926)																														(102)		0		0		0



		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228115		技術資産 ギジュツシサン				807,300,000		44197		5年 ネン		766,935,000		0		0		0		(126,945,000)		58,390,800		698,380,800						1228115		技術資産				807		44197		5年		766		0		0		0		(126)		58		698

				Pixe		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		807,300,000						766,935,000		0		0		0		(126,945,000)		58,390,800		698,380,800										無形固定資産 計		807						766		0		0		0		(126)		58		698

																		(68,554,200)																														(68)		0		0		0



		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク				1,241,307,279		43132		13年 ネン		853,601,105		0		0		0		(88,512,686)		64,721,064		829,809,483						1228110		顧客契約				1,241		43132		13年		853		0		0		0		(88)		64		829

		1223000		商標権 ショウヒョウケン				85,607,398		43132		7年 ネン		48,377,720		0		0		0		(9,696,935)		3,665,255		42,346,040						1223000		商標権				85		43132		7年		48		0		0		0		(9)		3		42

		1236000		リース公正価値				63,319,928		43132		5年 ネン		9,647,573		0		0		0		(3,608,157)		729,929		6,769,345						1223000		リース公正価値				63		43132		5年		9		0		0		0		(3)		0		6

				PPC		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		1,390,234,605						911,626,398		0		0		0		(101,817,777)		69,116,247		878,924,868										無形固定資産 計		1,390						911		0		0		0		(101)		69		878

																		(32,701,530)																														(32)		0		0		0



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		15,225,102,063						13,727,309,346		188,472,099		0		0		(1,272,198,912)		1,068,137,256		13,711,719,789										のれん + 無形固定資産 計		15,225						13,727		188		0		0		(1,272)		1,068		13,711

																		(204,061,656)																														(204)		0		0		0



		※PXL、PPC　換算明細 カンザン メイサイ																																※PXL、PPC　換算明細



		①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン								①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY）																						（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		USD		US$112,065,332.98		44197		10年 ネン		US$109,263,699.67		US$10,807.54						-US$8,405,400.26				US$100,869,106.24		0.71						のれん		USD		112,065		44197		10年 ネン		109,263		10		0		0		-8,405 		0		100,869

				技術資産 ギジュツシサン		USD		US$7,800,000.00		44197		5年 ネン		US$7,410,000.00								-US$1,170,000.00				US$6,240,000.00		OK						技術資産 ギジュツシサン		USD		7,800		44197		5年 ネン		7,410		0		0		0		-1,170 		0		6,240

				換算レート（USD⇒JPY）																		2021年12月度期中平均				2021年12月度期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2021年12月度期中平均				2021年12月度期末日

																						108.50				111.92																										108.50				111.92

				のれん		JPY		¥11,598,761,963		44197		10年 ネン		¥11,308,792,916		¥1,209,580						¥-911,985,928		¥891,253,802		¥11,289,270,370		OK						のれん		JPY		11,598		44197		10年 ネン		11,308		1		0		0		-911 		891		11,289

				技術資産 ギジュツシサン		JPY		¥807,300,000		44197		5年 ネン		¥766,935,000								¥-126,945,000		¥58,390,800		¥698,380,800		OK						技術資産 ギジュツシサン		JPY		807		44197		5年 ネン		766		0		0		0		-126 		58		698



		②PPC換算（GBP→JPY） カンザン																								（単位：ポンド、円) タンイ エン								②PPC換算（GBP→JPY）																						（単位：千ポンド、百万円) タンイ セン ヒャクマン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク

作成者: 作成者:
2021/2までの償却費については、SDIサブ連決で計上		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£4,658,097.97								-£511,254.63				£4,146,843.34		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		4,658		0		0		0		-511 		0		4,146

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,105,000.04								-£588,750.07

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため-0.04				£5,516,249.97		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,105		0		0		0		-588 		0		5,516

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£346,000.00								-£64,500.03				£281,499.97		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		346		0		0		0		-64 		0		281

				リース公正価値 コウセイカチ		GBP		£429,000.00		43132		5年		£68,999.95								-£23,999.98

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05				£44,999.97		OK						リース公正価値 コウセイカチ		GBP		429		43132		5年		68		0		0		0		-23 		0		44

				換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年12月度期中平均				2021年12月度期末日								換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年12月度期中平均				2021年12月度期末日

																						150.34				150.43																										150.34				150.43

				のれん		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥651,295,258				¥0		¥0		¥-76,862,021		¥49,376,407		¥623,809,644		OK						のれん		JPY		1,039		43132		10年 ネン		651		0		0		0		-76 		49		623

				顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥853,601,105				¥0		¥0		¥-88,512,686		¥64,721,064		¥829,809,483		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		1,241		43132		13年 ネン		853		0		0		0		-88 		64		829

				商標権 ショウヒョウケン		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥48,377,720				¥0		¥0		¥-9,696,935		¥3,665,255		¥42,346,040		OK						商標権 ショウヒョウケン		JPY		85		43132		7年 ネン		48		0		0		0		-9 		3		42

				リース公正価値		JPY		¥63,319,928

作成者: 作成者:
リース契約有利差異の取得価額（円貨）については、のれん等の現地通貨・円貨からレートを計算して算出。														

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）										

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）								

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		43132		5年		¥9,647,573				¥0		¥0		¥-3,608,157		¥729,929		¥6,769,345		OK						リース公正価値		JPY		63		43132		5年 ネン		9		0		0		0		-3 		0		6

								147.60







&Z&F	




のれん明細202012



		2020年12月度四半期　のれん明細																														2020年12月度四半期　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21050		ウェザーマップ				326,465,927		42156		5年 ネン		4,119,787								(4,119,787)				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21050		ウェザーマップ				326465927		42156		5年		4119787		0		0		0		-4119787		0		0

		21052		キャスター・プロ				(21,954,773)		42156		5年 ネン		(731,824)								731,824				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21052		キャスター・プロ				-21954773		42156		5年		-731824		0		0		0		731824		0		0

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		41,735,578		20,551,015						(23,713,036)				38,573,557		OK				21057		イマジカアロベイス		0		96433882		43101		5年		41735578		20551015		0		0		-23713036		0		38573557

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン				64,597,546						(6,459,756)				58,137,790		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64597546		44013		5年		0		64597546		0		0		-6459756		0		58137790

				IDSグループ小計 ショウケイ				465,542,582						45,123,541		85,148,561		0		0		(33,560,755)		0		96,711,347								IDSグループ小計 ショウケイ				465542582						45123541		85148561		0		0		-33560755		0		96711347

		21047		SDI Media Group, Inc.　		既存 キゾン		9,600,983,567		42186		10年 ネン		2,355,425,404				0		0		(330,439,012)		(75,338,476)		1,949,647,916						21047		SDI Media Group, Inc.　		既存		9600983567		42186		10年		2355425404		0		0		0		-330439012		-75338476		1949647916

						PPC		1,064,884,220		43132		10年 ネン		767,321,207				0		0		(69,897,521)		(40,607,566)		656,816,120										PPC		1064884220		43132		10年		767321207		0		0		0		-69897521		-40607566		656816120

				SDIグループ小計 ショウケイ				10,665,867,787						3,122,746,611		0		0		0		(400,336,533)		(115,946,042)		2,606,464,036		OK						SDIグループ小計 ショウケイ				10665867787						3122746611		0		0		0		-400336533		-115946042		2606464036

		21062		IMGI USA

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				12,369,174,563		44197		10年 ネン		0		12,777,550,328										12,777,550,328

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）						21062		IMGI USA				12369174563		44197		10年		0		12777550328		0		0		0		0		12777550328

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）

				IMGIグループ小計 ショウケイ				12,369,174,563						0		12,777,550,328		0		0		0		0		12,777,550,328		OK						IMGIグループ小計 ショウケイ				12369174563						0		12777550328		0		0		0		0		12777550328

						のれん 計 ケイ		23,500,584,932						3,167,870,152		12,862,698,889		0		0		(433,897,288)		(115,946,042)		15,480,725,711										のれん 計		23500584932						3167870152		12862698889		0		0		-433897288		-115946042		15480725711

																		(549,843,330)																														-549843330		0		0		0



		SDI　無形固定資産明細																														SDI　無形固定資産明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1223010		SDI商標権 ショウヒョウケン				2,014,915,500		42186		10年 ネン		964,593,632								(135,321,323)		(30,852,606)		798,419,703						1223010		SDI商標権				2014915500		42186		10年		964593632		0		0		0		-135321323		-30852606		798419703

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク		既存 キゾン		3,027,780,000		42186		15年 ネン		1,572,844,622								(145,889,811)		(51,551,401)		1,375,403,410						1228110		顧客契約		既存		3027780000		42186		15年		1572844622		0		0		0		-145889811		-51551401		1375403410

						PPC		1,241,307,279		43132		13年 ネン		991,525,762								(81,517,988)		(52,517,110)		857,490,664										PPC		1241307279		43132		13年		991525762		0		0		0		-81517988		-52517110		857490664

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		PPC		85,607,398		43132		7年 ネン		61,359,647								(8,305,607)		(3,233,538)		49,820,502						1223000		商標権		PPC		85607398		43132		7年		61359647		0		0		0		-8305607		-3233538		49820502

				無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		6369610177						3,590,323,663		0		0				(371,034,729)		(138,154,655)		3,081,134,279										無形固定資産 計		6369610177						3590323663		0		0		0		-371034729		-138154655		3081134279

																						(509,189,384)																														-509189384



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		29,870,195,109						6,758,193,815		12,862,698,889		0		0		(804,932,017)		(254,100,697)		18,561,859,990										のれん + 無形固定資産 計		29870195109						6758193815		12862698889		0		0		-804932017		-254100697		18561859990

																						(1,059,032,714)																														-1059032714





		※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ																														※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ



		①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：ポンド、ドル) タンイ						①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：千ポンド、千ドル) タンイ セン セン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£5,339,770.84		£0.00						-£511,254.65				£4,828,516.18		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		5,339		0		0		0		-511 		0		4,828

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,900,000.04		£0.00						-£596,250.00				£6,303,750.04		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,900		0		0		0		-596 		0		6,303

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£427,000.05		£0.00						-£60,750.05				£366,250.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		427		0		0		0		-60 		0		366

				換算レート（GBP⇒USD）																		2020年12月度四半期期中平均				2020年12月度四半期期末日								換算レート（GBP⇒USD）																		2020年12月度四半期期中平均				2020年12月度四半期期末日

																						1.27				1.29																										1.27				1.29

				のれん		USD		US$9,503,652.12		43132		10年 ネン		US$7,003,661.98		US$0.00						-US$649,665.59		-US$145,904.52		US$6,208,091.87		OK						のれん		USD		9,503		43132		10年 ネン		7,003		0		0		0		-649 		-145 		6,208

				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		US$11,346,133.34		43132		13年 ネン		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$757,672.53		-US$187,571.63		US$8,104,826.69		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		11,346		43132		13年 ネン		9,050		0		0		0		-757 		-187 		8,104

				商標権 ショウヒョウケン		USD		US$782,491.95		43132		7年 ネン		US$560,055.19		US$0.00						-US$77,196.83		-US$11,965.15		US$470,893.21		OK						商標権 ショウヒョウケン		USD		782		43132		7年 ネン		560		0		0		0		-77 		-11 		470





		②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン						②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				既存 キゾン		USD		US$44,190,311.00

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		US$21,498,954.04								-US$3,071,279.97				US$18,427,674.07								既存 キゾン		USD		44,190

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000																																																

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）		

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結																						

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）														42186		10年 ネン		21,498		0		0		0		-3,071 		0		18,427

				PPC		USD		US$9,503,652.12		43132		10年		US$7,003,661.98		US$0.00		US$0.00				-US$649,665.59		-US$145,904.52		US$6,208,091.87								PPC		USD		9,503		43132		10年		7,003		0		0		0		-649 		-145 		6,208

				のれん　計		USD								US$28,502,616.02		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$3,720,945.56		-US$145,904.52		US$24,635,765.94		OK						のれん　計		USD								28,502		0		0		0		-3,720 		-145 		24,635

				既存 キゾン		USD		US$25,200,000.00		42186		15年 ネン		US$14,356,011.52								-US$1,355,979.29				US$13,000,032.23								既存 キゾン		USD		25,200		42186		15年 ネン		14,356		0		0		0		-1,355 		0		13,000

				PPC		USD		US$11,346,133.34		43132		13年		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$757,672.53		-US$187,571.63		US$8,104,826.69								PPC		USD		11,346		43132		13年		9,050		0		0		0		-757 		-187 		8,104

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								US$23,406,082.37		US$0.00						-US$2,113,651.82		-US$187,571.63		US$21,104,858.92		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								23,406		0		0		0		-2,113 		-187 		21,104

				PPC		USD		US$19,418,423.57		43132		7年		US$560,055.19		US$0.00						-US$77,196.83		-US$11,965.15		US$470,893.21								PPC		USD		19,418		43132		7年		560		0		0		0		-77 		-11 		470

				商標権　計 ショウヒョウケン		USD								US$560,055.19		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$77,196.83		-US$11,965.15		US$470,893.21								商標権　計 ショウヒョウケン		USD								560		0		0		0		-77 		-11 		470

				換算レート（USD⇒JPY）																		2020年12月度四半期期中平均				2020年12月度四半期期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2020年12月度四半期期中平均				2020年12月度四半期期末日

																						107.59				105.80																										107.59				105.8

				既存 キゾン		JPY		¥5,309,465,867		42186		10年		¥2,355,425,404				¥0		¥0		¥-330,439,012		¥-75,338,476		¥1,949,647,916

作成者: 端数調整+1円		

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）																								OK						既存 キゾン		JPY		5,309

作成者: 作成者:
2015年6月末：9,600,983,567
2016年3月減損：△4,305,090,540		42186		10年		2,355		0		0		0		-330 		-75 		1,949

				PPC		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥767,321,207		¥0						¥-69,897,521		¥-40,607,566		¥656,816,120								PPC		JPY		1,039		43132		10年		767		0		0		0		-69 		-40 		656

				のれん　計		JPY								¥3,122,746,611		¥0						¥-400,336,533		¥-115,946,042		¥2,606,464,036		OK						のれん　計		JPY				FX				3,122		0		0		0		-400 		-115 		2,606

				既存 キゾン		JPY		¥3,027,780,000		42186		15年		¥1,572,844,622								¥-145,889,811		¥-51,551,401		¥1,375,403,410		OK						既存 キゾン		JPY		3,027		42186		15年		1,572		0		0		0		-145 		-51 		1,375

				PPC		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥991,525,762		¥0						¥-81,517,988		¥-52,517,110		¥857,490,664								PPC		JPY		1,241		43132		13年		991		0		0		0		-81 		-52 		857

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								¥2,564,370,384		¥0						¥-227,407,799		¥-104,068,511		¥2,232,894,074		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								2,564		0		0		0		-227 		-104 		2,232

				PPC		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥61,359,647		¥0						¥-8,305,607		¥-3,233,538		¥49,820,502								PPC		JPY		85		43132		7年		61		0		0		0		-8 		-3 		49

				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								¥61,359,647		¥0		¥0		¥0		¥-8,305,607		¥-3,233,538		¥49,820,502		OK						商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								61		0		0		0		-8 		-3 		49















&Z&F	




のれん明細202109



		2021年09月度　のれん明細																																2021年09月度　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21063		PPC Creative Limited				1,064,884,220		43132		10年 ネン		651,295,258				0				(50,992,537)		60,929,058		661,231,779						21063		PPC Creative Limited				1,064		43132		10年		651		0		0		0		(50)		60		661

		21062		Pixelogic Holdings, LLC

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				11,598,761,963		44197		10年 ネン		11,308,792,916								(603,415,781)		757,393,473		11,462,770,608						21062		Pixelogic Holdings, LLC				11,598		44197		10年		11,308		0		0		0		(603)		757		11,462

				IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663,646,183						11,960,088,174		0		0		0		(654,408,318)		818,322,531		12,124,002,387		OK						IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663						11,960		0		0		0		(654)		818		12,124

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		33,751,860								(9,643,386)				24,108,474		OK				21057		イマジカアロベイス				96		43101		5年		33		0		0		0		(9)		0		24

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン		54,907,914								(6,459,756)				48,448,158		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64		44013		5年		54		0		0		0		(6)		0		48

				IDSグループ小計 ショウケイ				161,031,428						88,659,774		0		0		0		(16,103,142)		0		72,556,632								IDSグループ小計 ショウケイ				161						88		0		0		0		(16)		0		72

		21065		主婦の友インフォス シュフ トモ

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				17,016,649

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）		43647		5年 ネン				11,060,822

作成者: 過年度償却分控除後						(1,701,666)				9,359,156		OK				21065		主婦の友インフォス				17		43647		5年		0		11		0		0		(1)		0		9

		21065		主婦の友インフォス（単体） シュフ トモ タンタイ				7,556,849		44105		5年 ネン				6,801,165						(755,682)				6,045,483		OK				21065		主婦の友インフォス（単体）				7		44105		5年		0		6		0		0		(0)		0		6

				OLMグループ小計 ショウケイ				24,573,498						0		17,861,987		0		0		(2,457,348)		0		15,404,639								OLMグループ小計 ショウケイ				24						0		17		0		0		(2)		0		15

		21069		フォトニックラティス				178,316,349		44197		5年 ネン				169,400,532

作成者: 過年度償却分控除後						(17,831,634)				151,568,898		OK				21069		フォトニックラティス				178		44197		5年		0		169		0		0		(17)		0		151

				PTグループ小計 ショウケイ				178,316,349						0		169,400,532		0		0		(17,831,634)		0		151,568,898								PTグループ小計 ショウケイ				178						0		169		0		0		(17)		0		151

						のれん 計 ケイ		13,027,567,458						12,048,747,948		187,262,519		0		0		(690,800,442)		818,322,531		12,363,532,556										のれん 計		13,027						12,048		187		0		0		(690)		818		12,363

																		127,522,089																														127		0		0		0



		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228115		技術資産 ギジュツシサン				807,300,000		44197		5年 ネン		766,935,000		0		0		0		(83,998,200)		50,208,600		733,145,400						1228115		技術資産				807		44197		5年		766		0		0		0		(83)		50		733

				Pixe		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		807,300,000						766,935,000		0		0		0		(83,998,200)		50,208,600		733,145,400										無形固定資産 計		807						766		0		0		0		(83)		50		733

																		(33,789,600)																														(33)		0		0		0



		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク				1,241,307,279		43132		13年 ネン		853,601,105		0		0		0		(58,721,934)		80,047,326		874,926,497						1228110		顧客契約				1,241		43132		13年		853		0		0		0		(58)		80		874

		1223000		商標権 ショウヒョウケン				85,607,398		43132		7年 ネン		48,377,720		0		0		0		(6,433,233)		4,462,990		46,407,477						1223000		商標権				85		43132		7年		48		0		0		0		(6)		4		46

		1236000		リース公正価値				63,319,928		43132		5年 ネン		9,647,573		0		0		0		(2,393,756)		863,660		8,117,477						1223000		リース公正価値				63		43132		5年		9		0		0		0		(2)		0		8

				PPC		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		1,390,234,605						911,626,398		0		0		0		(67,548,922)		85,373,975		929,451,451										無形固定資産 計		1,390						911		0		0		0		(67)		85		929

																		17,825,053																														17		0		0		0



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		15,225,102,063						13,727,309,346		187,262,519		0		0		(842,347,564)		953,905,106		14,026,129,407										のれん + 無形固定資産 計		15,225						13,727		187		0		0		(842)		953		14,026

																		111,557,542																														111		0		0		0



		※PXL、PPC　換算明細 カンザン メイサイ																																※PXL、PPC　換算明細



		①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン								①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY）																						（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		USD		US$112,065,332.98		44197		10年 ネン		US$109,263,699.67								-US$5,603,267.33

作成者: 作成者:
端数調整-0.72				US$103,660,432.34		OK						のれん		USD		112,065		44197		10年 ネン		109,263		0		0		0		-5,603 		0		103,660

				技術資産 ギジュツシサン		USD		US$7,800,000.00		44197		5年 ネン		US$7,410,000.00								-US$780,000.00				US$6,630,000.00		OK						技術資産 ギジュツシサン		USD		7,800		44197		5年 ネン		7,410		0		0		0		-780 		0		6,630

				換算レート（USD⇒JPY）																		2021年09月度期中平均				2021年09月度期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2021年09月度期中平均				2021年09月度期末日

																						107.69				110.58																										107.69				110.58

				のれん		JPY		¥11,598,761,963		44197		10年 ネン		¥11,308,792,916								¥-603,415,781

作成者: 作成者:
DIVA上の値に揃えるための調整+78		¥757,393,473		¥11,462,770,608		OK						のれん		JPY		11,598		44197		10年 ネン		11,308		0		0		0		-603 		757		11,462

				技術資産 ギジュツシサン		JPY		¥807,300,000		44197		5年 ネン		¥766,935,000								¥-83,998,200		¥50,208,600		¥733,145,400		OK						技術資産 ギジュツシサン		JPY		807		44197		5年 ネン		766		0		0		0		-83 		50		733

		②PPC換算（GBP→JPY） カンザン																								（単位：ポンド、円) タンイ エン								②PPC換算（GBP→JPY）																						（単位：千ポンド、百万円) タンイ セン ヒャクマン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク

作成者: 作成者:
2021/2までの償却費については、SDIサブ連決で計上		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£4,658,097.97								-£340,836.42				£4,317,261.55		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		4,658		0		0		0		-340 		0		4,317

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,105,000.04								-£392,500.06

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため-0.04				£5,712,499.98		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,105		0		0		0		-392 		0		5,712

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£346,000.00								-£43,000.02				£302,999.98		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		346		0		0		0		-43 		0		302

				リース公正価値 コウセイカチ		GBP		£429,000.00		43132		5年		£68,999.95								-£15,999.97

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05				£52,999.98		OK						リース公正価値 コウセイカチ		GBP		429		43132		5年		68		0		0		0		-15 		0		52

				換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年09月度期中平均				2021年09月度期末日								換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年09月度期中平均				2021年09月度期末日

																						149.61				153.16																										149.61				153.16

				のれん		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥651,295,258				¥0		¥0		¥-50,992,537		¥60,929,058		¥661,231,779		OK						のれん		JPY		1,039		43132		10年 ネン		651		0		0		0		-50 		60		661

				顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥853,601,105				¥0		¥0		¥-58,721,934		¥80,047,326		¥874,926,497		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		1,241		43132		13年 ネン		853		0		0		0		-58 		80		874

				商標権 ショウヒョウケン		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥48,377,720				¥0		¥0		¥-6,433,233		¥4,462,990		¥46,407,477		OK						商標権 ショウヒョウケン		JPY		85		43132		7年 ネン		48		0		0		0		-6 		4		46

				リース公正価値		JPY		¥63,319,928

作成者: 作成者:
リース契約有利差異の取得価額（円貨）については、のれん等の現地通貨・円貨からレートを計算して算出。														

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）										

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）								

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 過年度償却分控除後						

作成者: 作成者:
端数調整-0.72		

作成者: 作成者:
DIVA上の値に揃えるための調整+78		

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		43132		5年		¥9,647,573				¥0		¥0		¥-2,393,756		¥863,660		¥8,117,477		OK						リース公正価値		JPY		63		43132		5年 ネン		9		0		0		0		-2 		0		8

								147.60







&Z&F	




のれん明細202009



		2020年09月度　のれん明細																														2020年09月度　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21050		ウェザーマップ				326,465,927		42156		5年 ネン		4,119,787								(4,119,787)				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21050		ウェザーマップ				326465927		42156		5年		4119787		0		0		0		-4119787		0		0

		21052		キャスター・プロ				(21,954,773)		42156		5年 ネン		(731,824)								731,824				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21052		キャスター・プロ				-21954773		42156		5年		-731824		0		0		0		731824		0		0

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		41,735,578		20,551,015						(18,891,343)				43,395,250		OK				21057		イマジカアロベイス		0		96433882		43101		5年		41735578		20551015		0		0		-18891343		0		43395250

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン				64,597,546						(3,229,878)				61,367,668		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64597546		44013		5年		0		64597546		0		0		-3229878		0		61367668

				IDSグループ小計 ショウケイ				465,542,582						45,123,541		85,148,561		0		0		(25,509,184)		0		104,762,918								IDSグループ小計 ショウケイ				465542582						45123541		85148561		0		0		-25509184		0		104762918

		21047		SDI Media Group, Inc.　		既存 キゾン		9,600,983,567		42186		10年 ネン		2,355,425,404				0		0		(221,684,988)		(38,042,910)		2,095,697,506						21047		SDI Media Group, Inc.　		既存		9600983567		42186		10年		2355425404		0		0		0		-221684988		-38042910		2095697506

						PPC		1,064,884,220		43132		10年 ネン		767,321,207				0		0		(46,524,966)		(57,133,470)		663,662,771										PPC		1064884220		43132		10年		767321207		0		0		0		-46524966		-57133470		663662771

				SDIグループ小計 ショウケイ				10,665,867,787						3,122,746,611		0		0		0		(268,209,954)		(95,176,380)		2,759,360,277		OK						SDIグループ小計 ショウケイ				10665867787						3122746611		0		0		0		-268209954		-95176380		2759360277

						のれん 計 ケイ		11,131,410,369						3,167,870,152		85,148,561		0		0		(293,719,138)		(95,176,380)		2,864,123,195										のれん 計		11131410369						3167870152		85148561		0		0		-293719138		-95176380		2864123195

																		(388,895,518)																														-388895518		0		0		0



		SDI　無形固定資産明細																														SDI　無形固定資産明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1223010		SDI商標権 ショウヒョウケン				2,014,915,500		42186		10年 ネン		964,593,632								(90,784,395)		(15,579,330)		858,229,907						1223010		SDI商標権				2014915500		42186		10年		964593632		0		0		0		-90784395		-15579330		858229907

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク		既存 キゾン		3,027,780,000		42186		15年 ネン		1,572,844,622								(97,875,980)		(25,648,820)		1,449,319,822						1228110		顧客契約		既存		3027780000		42186		15年		1572844622		0		0		0		-97875980		-25648820		1449319822

						PPC		1,241,307,279		43132		13年 ネン		991,525,762								(54,259,745)		(73,987,976)		863,278,041										PPC		1241307279		43132		13年		991525762		0		0		0		-54259745		-73987976		863278041

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		PPC		85,607,398		43132		7年 ネン		61,359,647								(5,528,352)		(4,519,186)		51,312,109						1223000		商標権		PPC		85607398		43132		7年		61359647		0		0		0		-5528352		-4519186		51312109

				無形固定資産 計		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		6369610177						3,590,323,663		0		0				(248,448,472)		(119,735,312)		3,222,139,879										無形固定資産 計		6369610177						3590323663		0		0		0		-248448472		-119735312		3222139879

																						(368,183,784)																														-368183784



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		17,501,020,546						6,758,193,815		85,148,561		0		0		(542,167,610)		(214,911,692)		6,086,263,074										のれん + 無形固定資産 計		17501020546						6758193815		85148561		0		0		-542167610		-214911692		6086263074

																						(757,079,302)																														-757079302





		※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ																														※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ



		①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：ポンド、ドル) タンイ						①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：千ポンド、千ドル) タンイ セン セン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£5,339,770.84		£0.00						-£340,836.44				£4,998,934.40		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		5,339		0		0		0		-340 		0		4,998

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,900,000.04		£0.00						-£397,500.00				£6,502,500.04		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,900		0		0		0		-397 		0		6,502

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£427,000.05		£0.00						-£40,500.05				£386,500.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		427		0		0		0		-40 		0		386

				換算レート（GBP⇒USD）																		2020年09月度期中平均				2020年09月度期末日								換算レート（GBP⇒USD）																		2020年09月度期中平均				2020年09月度期末日

																						1.26				1.23																										1.26				1.23

				のれん		USD		US$9,503,652.12		43132		10年 ネン		US$7,003,661.98		US$0.00						-US$429,712.44		-US$414,094.60		US$6,159,854.94		OK						のれん		USD		9,503		43132		10年 ネン		7,003		0		0		0		-429 		-414 		6,159

				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		US$11,346,133.34		43132		13年 ネン		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$501,152.17		-US$536,313.88		US$8,012,604.80		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		11,346		43132		13年 ネン		9,050		0		0		0		-501 		-536 		8,012

				商標権 ショウヒョウケン		USD		US$782,491.95		43132		7年 ネン		US$560,055.19		US$0.00						-US$51,060.79		-US$32,735.73		US$476,258.67		OK						商標権 ショウヒョウケン		USD		782		43132		7年 ネン		560		0		0		0		-51 		-32 		476





		②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン						②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				既存 キゾン		USD		US$44,190,311.00

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		US$21,498,954.04								-US$2,047,519.98				US$19,451,434.06								既存 キゾン		USD		44,190

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000						

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上																																42186		10年 ネン		21,498		0		0		0		-2,047 		0		19,451

				PPC		USD		US$9,503,652.12		43132		10年		US$7,003,661.98		US$0.00		US$0.00				-US$429,712.44		-US$414,094.60		US$6,159,854.94								PPC		USD		9,503		43132		10年		7,003		0		0		0		-429 		-414 		6,159

				のれん　計		USD								US$28,502,616.02		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$2,477,232.42		-US$414,094.60		US$25,611,289.00		OK						のれん　計		USD								28,502		0		0		0		-2,477 		-414 		25,611

				既存 キゾン		USD		US$25,200,000.00		42186		15年 ネン		US$14,356,011.52								-US$903,999.07				US$13,452,012.45								既存 キゾン		USD		25,200		42186		15年 ネン		14,356		0		0		0		-903 		0		13,452

				PPC		USD		US$11,346,133.34		43132		13年		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$501,152.17		-US$536,313.88		US$8,012,604.80								PPC		USD		11,346		43132		13年		9,050		0		0		0		-501 		-536 		8,012

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								US$23,406,082.37		US$0.00						-US$1,405,151.24		-US$536,313.88		US$21,464,617.25		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								23,406		0		0		0		-1,405 		-536 		21,464

				PPC		USD		US$19,418,423.57		43132		7年		US$560,055.19		US$0.00						-US$51,060.79		-US$32,735.73		US$476,258.67								PPC		USD		19,418		43132		7年		560		0		0		0		-51 		-32 		476

				商標権　計 ショウヒョウケン		USD								US$560,055.19		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$51,060.79		-US$32,735.73		US$476,258.67								商標権　計 ショウヒョウケン		USD								560		0		0		0		-51 		-32 		476

				換算レート（USD⇒JPY）																		2020年09月度期中平均				2020年09月度期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2020年09月度期中平均				2020年09月度期末日

																						108.27				107.74																										108.27				107.74

				既存 キゾン		JPY		¥5,309,465,867		42186		10年		¥2,355,425,404				¥0		¥0		¥-221,684,988		¥-38,042,910		¥2,095,697,506		OK						既存 キゾン		JPY		5,309

作成者: 作成者:
2015年6月末：9,600,983,567
2016年3月減損：△4,305,090,540		42186		10年		2,355		0		0		0		-221 		-38 		2,095

				PPC		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥767,321,207		¥0						¥-46,524,966		¥-57,133,470		¥663,662,771								PPC		JPY		1,039		43132		10年		767		0		0		0		-46 		-57 		663

				のれん　計		JPY								¥3,122,746,611		¥0						¥-268,209,954		¥-95,176,380		¥2,759,360,277		OK						のれん　計		JPY				FX				3,122		0		0		0		-268 		-95 		2,759

				既存 キゾン		JPY		¥3,027,780,000		42186		15年		¥1,572,844,622								¥-97,875,980		¥-25,648,820		¥1,449,319,822		OK						既存 キゾン		JPY		3,027		42186		15年		1,572		0		0		0		-97 		-25 		1,449

				PPC		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥991,525,762		¥0						¥-54,259,745		¥-73,987,976		¥863,278,041								PPC		JPY		1,241		43132		13年		991		0		0		0		-54 		-73 		863

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								¥2,564,370,384		¥0						¥-152,135,725		¥-99,636,796		¥2,312,597,863		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								2,564		0		0		0		-152 		-99 		2,312

				PPC		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥61,359,647		¥0						¥-5,528,352		¥-4,519,186		¥51,312,109								PPC		JPY		85		43132		7年		61		0		0		0		-5 		-4 		51

				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								¥61,359,647		¥0		¥0		¥0		¥-5,528,352		¥-4,519,186		¥51,312,109		OK						商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								61		0		0		0		-5 		-4 		51
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のれん明細202106



		2021年06四半期　のれん明細																																2021年06四半期　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21063		PPC Creative Limited				1,064,884,220		43132		10年 ネン		651,295,258				0				(24,882,763)		56,746,995		683,159,490						21063		PPC Creative Limited				1,064		43132		10年		651		0		0		0		(24)		56		683

		21062		Pixelogic Holdings, LLC

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				11,598,761,963		44197		10年 ネン		11,308,792,916								(296,692,968)		774,315,421		11,786,415,369						21062		Pixelogic Holdings, LLC				11,598		44197		10年		11,308		0		0		0		(296)		774		11,786

				IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663,646,183						11,960,088,174		0		0		0		(321,575,731)		831,062,416		12,469,574,859		OK						IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663						11,960		0		0		0		(321)		831		12,469

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		33,751,860								(4,821,693)				28,930,167		OK				21057		イマジカアロベイス				96		43101		5年		33		0		0		0		(4)		0		28

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン		54,907,914								(3,229,878)				51,678,036		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64		44013		5年		54		0		0		0		(3)		0		51

				IDSグループ小計 ショウケイ				161,031,428						88,659,774		0		0		0		(8,051,571)		0		80,608,203								IDSグループ小計 ショウケイ				161						88		0		0		0		(8)		0		80

		21065		主婦の友インフォス シュフ トモ

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				17,016,649

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）		43647		5年 ネン				11,060,822

作成者: 過年度償却分控除後						(850,833)				10,209,989		OK				21065		主婦の友インフォス				17		43647		5年		0		11		0		0		(0)		0		10

		21065		主婦の友インフォス（単体） シュフ トモ タンタイ				7,556,849		44105		5年 ネン				6,801,165						(377,841)				6,423,324		OK				21065		主婦の友インフォス（単体）				7		44105		5年		0		6		0		0		(0)		0		6

				OLMグループ小計 ショウケイ				24,573,498						0		17,861,987		0		0		(1,228,674)		0		16,633,313								OLMグループ小計 ショウケイ				24						0		17		0		0		(1)		0		16

		21069		フォトニックラティス				178,316,349		44197		5年 ネン				169,400,532

作成者: 過年度償却分控除後						(8,915,817)				160,484,715		OK				21069		フォトニックラティス				178		44197		5年		0		169		0		0		(8)		0		160

				PTグループ小計 ショウケイ				178,316,349						0		169,400,532		0		0		(8,915,817)		0		160,484,715								PTグループ小計 ショウケイ				178						0		169		0		0		(8)		0		160

						のれん 計 ケイ		13,027,567,458						12,048,747,948		187,262,519		0		0		(339,771,793)		831,062,416		12,727,301,090										のれん 計		13,027						12,048		187		0		0		(339)		831		12,727

																		491,290,623																														491		0		0		0



		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228115		技術資産 ギジュツシサン				807,300,000		44197		5年 ネン		766,935,000		0		0		0		(41,301,000)		51,550,200		777,184,200						1228115		技術資産				807		44197		5年		766		0		0		0		(41)		51		777

						無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		807,300,000						766,935,000		0		0		0		(41,301,000)		51,550,200		777,184,200										無形固定資産 計		807						766		0		0		0		(41)		51		777

																		10,249,200																														10		0		0		0



		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク				1,241,307,279		43132		13年 ネン		853,601,105		0		0		0		(28,654,470)		74,542,376		899,489,011						1228110		顧客契約				1,241		43132		13年		853		0		0		0		(28)		74		899

		1223000		商標権 ショウヒョウケン				85,607,398		43132		7年 ネン		48,377,720		0		0		0		(3,139,216)		4,160,129		49,398,633						1223000		商標権				85		43132		7年		48		0		0		0		(3)		4		49

		1236000		リース公正価値				63,319,928		43132		5年 ネン		9,647,573		0		0		0		(1,168,074)		806,529		9,286,028						1223000		リース公正価値				63		43132		5年		9		0		0		0		(1)		0		9

						無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		1,390,234,605						911,626,398		0		0		0		(32,961,760)		79,509,034		958,173,672										無形固定資産 計		1,390						911		0		0		0		(32)		79		958

																		46,547,274																														46		0		0		0



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		15,225,102,063						13,727,309,346		187,262,519		0		0		(414,034,553)		962,121,650		14,462,658,962										のれん + 無形固定資産 計		15,225						13,727		187		0		0		(414)		962		14,462

																		548,087,097																														548		0		0		0



		※PXL、PPC　換算明細 カンザン メイサイ																																※PXL、PPC　換算明細



		①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン								①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY）																						（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		USD		US$112,065,332.98		44197		10年 ネン		US$109,263,699.67								-US$2,801,633.29

作成者: 作成者:
端数調整+0.02				US$106,462,066.38		OK						のれん		USD		112,065		44197		10年 ネン		109,263		0		0		0		-2,801 		0		106,462

				技術資産 ギジュツシサン		USD		US$7,800,000.00		44197		5年 ネン		US$7,410,000.00								-US$390,000.00				US$7,020,000.00		OK						技術資産 ギジュツシサン		USD		7,800		44197		5年 ネン		7,410		0		0		0		-390 		0		7,020

				換算レート（USD⇒JPY）																		2021年06四半期期中平均				2021年06四半期期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2021年06四半期期中平均				2021年06四半期期末日

																						105.90				110.71																										105.90				110.71

				のれん		JPY		¥11,598,761,963		44197		10年 ネン		¥11,308,792,916								¥-296,692,968

作成者: 作成者:
DIVA上の値に揃えるための調整-3		¥774,315,421		¥11,786,415,369		OK						のれん		JPY		11,598		44197		10年 ネン		11,308		0		0		0		-296 		774		11,786

				技術資産 ギジュツシサン		JPY		¥807,300,000		44197		5年 ネン		¥766,935,000								¥-41,301,000		¥51,550,200		¥777,184,200		OK						技術資産 ギジュツシサン		JPY		807		44197		5年 ネン		766		0		0		0		-41 		51		777

		②PPC換算（GBP→JPY） カンザン																								（単位：ポンド、円) タンイ エン								②PPC換算（GBP→JPY）																						（単位：千ポンド、百万円) タンイ セン ヒャクマン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク

作成者: 作成者:
2021/2までの償却費については、SDIサブ連決で計上		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£4,658,097.97								-£170,418.21				£4,487,679.76		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		4,658		0		0		0		-170 		0		4,487

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,105,000.04								-£196,250.05

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため-0.04				£5,908,749.99		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,105		0		0		0		-196 		0		5,908

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£346,000.00								-£21,500.01				£324,499.99		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		346		0		0		0		-21 		0		324

				リース公正価値 コウセイカチ		GBP		£429,000.00		43132		5年		£68,999.95								-£7,999.96

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05				£60,999.99		OK						リース公正価値 コウセイカチ		GBP		429		43132		5年		68		0		0		0		-7 		0		60

				換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年06四半期期中平均				2021年06四半期期末日								換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年06四半期期中平均				2021年06四半期期末日

																						146.01				152.23																										146.01				152.23

				のれん		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥651,295,258				¥0		¥0		¥-24,882,763		¥56,746,995		¥683,159,490		OK						のれん		JPY		1,039		43132		10年 ネン		651		0		0		0		-24 		56		683

				顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥853,601,105				¥0		¥0		¥-28,654,470		¥74,542,376		¥899,489,011		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		1,241		43132		13年 ネン		853		0		0		0		-28 		74		899

				商標権 ショウヒョウケン		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥48,377,720				¥0		¥0		¥-3,139,216		¥4,160,129		¥49,398,633		OK						商標権 ショウヒョウケン		JPY		85		43132		7年 ネン		48		0		0		0		-3 		4		49

				リース公正価値		JPY		¥63,319,928

作成者: 作成者:
リース契約有利差異の取得価額（円貨）については、のれん等の現地通貨・円貨からレートを計算して算出。														

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）										

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）								

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 過年度償却分控除後						

作成者: 作成者:
端数調整+0.02		

作成者: 作成者:
DIVA上の値に揃えるための調整-3		

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		43132		5年		¥9,647,573				¥0		¥0		¥-1,168,074		¥806,529		¥9,286,028		OK						リース公正価値		JPY		63		43132		5年 ネン		9		0		0		0		-1 		0		9

								147.60







&Z&F	




のれん明細202006



		2020年06月度四半期　のれん明細																												2020年06月度四半期　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																												（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21050		ウェザーマップ				326,465,927		42156		5年 ネン		4,119,787								(4,119,787)				0		2020/05償却終了 ショウキャク シュウリョウ		21050		ウェザーマップ				326465927		42156		5年		4119787		0		0		0		-4119787		0		0

		21052		キャスター・プロ				(21,954,773)		42156		5年 ネン		(731,824)								731,824				0		2020/05償却終了 ショウキャク シュウリョウ		21052		キャスター・プロ				-21954773		42156		5年		-731824		0		0		0		731824		0		0

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		41,735,578		20,551,015						(14,069,650)				48,216,943				21057		イマジカアロベイス		0		96433882.2		43101		5年		41735578		20551015.2		0		0		-14069650		0		48216943.2

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン				64,597,546						0				64,597,546				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64597546		44013		5年		0		64597546		0		0		0		0		64597546

				IDSグループ小計 ショウケイ				465,542,582						45,123,541		85,148,561		0		0		(17,457,613)		0		112,814,489						WMグループ小計 ショウケイ				465542582.2						45123541		85148561.2		0		0		-17457613		0		112814489.2

		21047		SDI Media Group, Inc.　		既存 キゾン		9,600,983,567		42186		10年 ネン		2,355,425,404				0		0		(111,507,938)		(15,602,098)		2,228,315,368				21047		SDI Media Group, Inc.　		既存		9600983567		42186		10年		2355425404		0		0		0		-111507938		-15602098		2228315368

						PPC		1,064,884,220		43132		10年 ネン		767,321,207				0		0		(23,778,574)		(46,360,250)		697,182,383								PPC		1064884220		43132		10年		767321207		0		0		0		-23778574		-46360250		697182383

				SDIグループ小計 ショウケイ				10,665,867,787						3,122,746,611		0		0		0		(135,286,512)		(61,962,348)		2,925,497,751						SDIグループ小計 ショウケイ				10665867787						3122746611		0		0		0		-135286512		-61962348		2925497751

						のれん 計 ケイ		11,131,410,369						3,167,870,152		85,148,561		0		0		(152,744,125)		(61,962,348)		3,038,312,240								のれん 計		11131410369						3167870152		85148561.2		0		0		-152744125		-61962348		3038312240

																		(214,706,473)																												-214706473		0		0		0



		SDI　無形固定資産明細																												SDI　無形固定資産明細

																										（単位：円) タンイ エン																												（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1223010		SDI商標権 ショウヒョウケン				2,014,915,500		42186		10年 ネン		964,593,632								(45,664,710)		(6,389,372)		912,539,550				1223010		SDI商標権				2014915500		42186		10年		964593632		0		0		0		-45664710		-6389372		912539550

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク		既存 キゾン		3,027,780,000		42186		15年 ネン		1,572,844,622								(49,232,119)		(10,439,208)		1,513,173,295				1228110		顧客契約		既存		3027780000		42186		15年		1572844622		0		0		0		-49232119		-10439208		1513173295

						PPC		1,241,307,279		43132		13年 ネン		991,525,762								(27,731,764)		(60,006,377)		903,787,621								PPC		1241307279		43132		13年		991525762		0		0		0		-27731764		-60006377		903787621

		1228130		Screen技術				10,813,500		42186		3年 ネン		0												0		2018年度償却 ネンド ショウキャク		1228130		Screen技術				10813500		42186		3年		0		0		0		0		0		0		0

		1228140		Screenメンテナンス契約				288,360,000		42186		5年 ネン		0												0		2019/03売却 バイキャク		1228140		Screenメンテナンス契約				288360000		42186		5年		0		0		0		0		0		0		0

		1228120		翻訳家声優ネットワーク				254,718,000		42186		2年 ネン		0								0		0		0				1228120		翻訳家声優ネットワーク				254718000		42186		2年		0		0		0		0		0		0		0

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		Screen

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。		43,254,000		42186		5年 ネン		0												0		2019/03売却 バイキャク		1223000		商標権		Screen		43254000		42186		5年		0		0		0		0		0		0		0

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		PPC		85,607,398		43132		7年 ネン		61,359,647								(2,825,500)		(3,676,373)		54,857,774				1223000		商標権		PPC		85607398		43132		7年		61359647		0		0		0		-2825500		-3676373		54857774

						無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		6,369,610,177						3,590,323,663		0		0				(125,454,093)		(80,511,330)		3,384,358,240								無形固定資産 計		6369610177						3590323663		0		0		0		-125454093		-80511330		3384358240

																						(205,965,423)																												-205965423



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		17,501,020,546						6,758,193,815		85,148,561		0		0		(278,198,218)		(142,473,678)		6,422,670,480								のれん + 無形固定資産 計		17501020546						6758193815		85148561.2		0		0		-278198218		-142473678		6422670480

																						(420,671,896)																												-420671896





		※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ																												※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ



		①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：ポンド、ドル) タンイ				①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：千ポンド、千ドル) タンイ セン セン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高								通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£5,339,770.84		£0.00						-£170,418.22				£5,169,352.62		OK				のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		5,339		0		0		0		-170 		0		5,169

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,900,000.04		£0.00						-£198,750.00				£6,701,250.04		OK				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,900		0		0		0		-198 		0		6,701

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£427,000.05		£0.00						-£20,250.05				£406,750.00		OK				商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		427		0		0		0		-20 		0		406

				換算レート（GBP⇒USD）																		2020年06月度四半期期中平均				2020年06月度四半期期末日						換算レート（GBP⇒USD）																		2020年06月度四半期期中平均				2020年06月度四半期期末日

																						1.28				1.24																								1.28				1.24

				のれん		USD		US$9,503,652.12		43132		10年 ネン		US$7,003,661.98		US$0.00						-US$218,312.28		-US$379,189.79		US$6,406,159.91		OK				のれん		USD		9,503		43132		10年 ネン		7,003		0		0		0		-218 		-379 		6,406

				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		US$11,346,133.34		43132		13年 ネン		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$254,606.72		-US$490,882.48		US$8,304,581.65		OK				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		11,346		43132		13年 ネン		9,050		0		0		0		-254 		-490 		8,304

				商標権 ショウヒョウケン		USD		US$782,491.95		43132		7年 ネン		US$560,055.19		US$0.00						-US$25,941.06		-US$30,045.64		US$504,068.49		OK				商標権 ショウヒョウケン		USD		782		43132		7年 ネン		560		0		0		0		-25 		-30 		504





		②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン				②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高								通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				既存 キゾン		USD		US$44,190,311.00

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		US$21,498,954.04								-US$1,023,759.99				US$20,475,194.05						既存 キゾン		USD		44,190

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		21,498		0		0		0		-1,023 		0		20,475

				PPC		USD		US$9,503,652.12		43132		10年		US$7,003,661.98		US$0.00		US$0.00				-US$218,312.28		-US$379,189.79		US$6,406,159.91						PPC		USD		9,503		43132		10年		7,003		0		0		0		-218 		-379 		6,406

				のれん　計		USD								US$28,502,616.02		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$1,242,072.27		-US$379,189.79		US$26,881,353.96		OK				のれん　計		USD								28,502		0		0		0		-1,242 		-379 		26,881

				既存 キゾン		USD		US$25,200,000.00		42186		15年 ネン		US$14,356,011.52								-US$452,002.56				US$13,904,008.96						既存 キゾン		USD		25,200		42186		15年 ネン		14,356		0		0		0		-452 		0		13,904

				PPC		USD		US$11,346,133.34		43132		13年		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$254,606.72		-US$490,882.48		US$8,304,581.65						PPC		USD		11,346		43132		13年		9,050		0		0		0		-254 		-490 		8,304

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								US$23,406,082.37		US$0.00						-US$706,609.28		-US$490,882.48		US$22,208,590.61		OK				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								23,406		0		0		0		-706 		-490 		22,208

				Screen		USD		US$360,000.00		42186		5年 ネン		US$0.00												US$0.00		2019/03売却 バイキャク				Screen		USD		360,000		42186		5年 ネン		0		0		0		0		0		0		0

				PPC		USD		US$19,418,423.57		43132		7年		US$560,055.19		US$0.00						-US$25,941.06		-US$30,045.64		US$504,068.49						PPC		USD		19,418		43132		7年		560		0		0		0		-25 		-30 		504

				商標権　計 ショウヒョウケン		USD								US$560,055.19		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$25,941.06		-US$30,045.64		US$504,068.49						商標権　計 ショウヒョウケン		USD								560		0		0		0		-25 		-30 		504

				換算レート（USD⇒JPY）																		2020年06月度四半期期中平均				2020年06月度四半期期末日						換算レート（USD⇒JPY）																		2020年06月度四半期期中平均				2020年06月度四半期期末日

																						108.92				108.83																								108.92				108.83

				既存 キゾン		JPY		¥5,309,465,867		42186		10年		¥2,355,425,404				¥0		¥0		¥-111,507,938		¥-15,602,098		¥2,228,315,368		OK				既存 キゾン		JPY		5,309

作成者: 作成者:
2015年6月末：9,600,983,567
2016年3月減損：△4,305,090,540		

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000						

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。																																42186		10年		2,355		0		0		0		-111 		-15 		2,228

				PPC		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥767,321,207		¥0						¥-23,778,574		¥-46,360,250		¥697,182,383						PPC		JPY		1,039		43132		10年		767		0		0		0		-23 		-46 		697

				のれん　計		JPY				FX				¥3,122,746,611		¥0						¥-135,286,512		¥-61,962,348		¥2,925,497,751		OK				のれん　計		JPY				FX				3,122		0		0		0		-135 		-61 		2,925

				既存 キゾン		JPY		¥3,027,780,000		42186		15年		¥1,572,844,622								¥-49,232,119		¥-10,439,208		¥1,513,173,295		OK				既存 キゾン		JPY		3,027		42186		15年		1,572		0		0		0		-49 		-10 		1,513

				PPC		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥991,525,762		¥0						¥-27,731,764		¥-60,006,377		¥903,787,621						PPC		JPY		1,241		43132		13年		991		0		0		0		-27 		-60 		903

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								¥2,564,370,384		¥0						¥-76,963,883		¥-70,445,585		¥2,416,960,916		OK				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								2,564		0		0		0		-76 		-70 		2,416

				Screen		JPY		¥43,254,000		42186		5年		¥0				¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		2019/03売却 バイキャク				Screen		JPY		43,254,000		42186		5年		0		0		0		0		0		0		0

				PPC		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥61,359,647		¥0						¥-2,825,500		¥-3,676,373		¥54,857,774						PPC		JPY		85		43132		7年		61		0		0		0		-2 		-3 		54

				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								¥61,359,647		¥0		¥0		¥0		¥-2,825,500		¥-3,676,373		¥54,857,774		OK				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								61		0		0		0		-2 		-3 		54
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CF→CF担当者別ファイルで更新

								ERROR:#N/A		2019/09累計四半期

								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				（単位：円）　				2019年3月期　2Q		2020年3月期　2Q		←更新 コウシン

						税金等調整前当期純利益		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						減価償却費		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						のれん償却費		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						売上債権の増減額		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						たな卸資産の増減額		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						仕入債務の増減額		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						法人税等の支払額		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						営業活動によるキャッシュ・フロー		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						短期貸付けによる支出 タンキ カシツケ シシュツ		ー		△ 1,650,750,000

						短期貸付金の回収による収入 タンキ カシツケ キン カイシュウ シュウニュウ		ー		555,000,000

						有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		2,209,031		2,673,292,368

						関係会社株式の取得による支出 カンケイ カイシャ カブシキ シュトク シシュツ		△ 69,781,379		△ 3,000,456,636

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						投資活動によるキャッシュ・フロー 		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク		371,568,226		601,533,080

						長期借入金の返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△ 1,244,513,736		△ 1,240,418,780

						自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		△ 512,000,000		ー

						配当金の支払額 ハイトウキン シハラ ガク		△ 445,314,590		△ 220,266,130

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						財務活動によるキャッシュ・フロー 		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						現金および現金同等物の増減額（△は減少）		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						現金および現金同等物の四半期末残高		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

										百万円未満切捨 ヒャクマンエン ミマン キ ス

				（単位：百万円）　 ヒャクマン				2019年3月期　2Q		2020年3月期　2Q

						税金等調整前当期純利益		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						減価償却費		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						のれん償却費		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						売上債権の増減額		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						たな卸資産の増減額		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						仕入債務の増減額		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						法人税等の支払額		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						営業活動によるキャッシュ・フロー		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						短期貸付けによる支出 タンキ カシツケ シシュツ		ー		△ 1,650

						短期貸付金の回収による収入 タンキ カシツケ キン カイシュウ シュウニュウ		ー		555

						有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		2		2,673

						関係会社株式の取得による支出 カンケイ カイシャ カブシキ シュトク シシュツ		△ 69		△ 3,000

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						投資活動によるキャッシュ・フロー 		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク		371		601

						長期借入金の返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△ 1,244		△ 1,240

						自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		△ 512		ー

						配当金の支払額 ハイトウキン シハラ ガク		△ 445		△ 220

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						財務活動によるキャッシュ・フロー 		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						現金および現金同等物の増減額（△は減少）		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						現金および現金同等物の四半期末残高		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





EBITDA

		当期 トウキ

						6102021406		6102021309		6102021412		6002022503

						2021/06累計四半期		2021/09累計四半期		2021/12累計四半期		2022/03年次決算

		9792000		営業利益		(255,924,717)		431,751,813		1,938,305,918		3,417,771,469

		5900000		売上原価(減価償却費)		140,562,857		280,397,995		449,688,098		669,417,600

		5900001		売上原価(リース償却)		42,016,188		82,505,956		125,321,636		164,941,955

		6132000		減価償却費(販管)		264,532,769		563,163,104		868,310,498		1,157,733,304		※顧客契約、商標権償却含む コキャク ケイヤク ショウヒョウケン ショウキャク フク

		6132010		リース償却費（販管）		6,890,410		13,455,958		17,013,089		54,386,603

		6149800		のれん償却額		339,771,793		690,800,442		1,043,436,135		1,406,351,203								事業セグメント組替種別 ジギョウ クミカエシュベツ

		6133200		賃借料(販管)

FIERTE: PPCリース有利差異は仕訳金額を参照するため他の科目とは関数が異なる点に留意
		1168074		2393756		3608157		4,834,232		※PPC　リース有利差異 						15



				EBITDA		539,017,374		2,064,469,024		4,445,683,531		6,875,436,366



				(参考) サンコウ

						2021/06累計四半期		2021/09累計四半期		2021/12累計四半期		2022/03年次決算

				単四半期 タンシハンキ		539,017,374		1,525,451,650		2,381,214,507		2,429,752,835

				直前四半期との差額 チョクゼン シハンキ サガク		-		986,434,276		855,762,857		48,538,328

				前年同期との差額 ゼンネン ドウキ サガク		399,631,643		137,893,346		1,597,261,782		2,169,049,031

		前期 ゼンキ

						9932019406		9932019309		9932019412		9932020503

						2019/06累計四半期-過年度遡及		2019/09累計四半期-過年度遡及		2019/12累計四半期-過年度遡及		2020/03年次決算-過年度遡及

		9792000		営業利益		(681,744,008)		275,462,395		357,622,314		1,351,721,449

		5900000		売上原価(減価償却費)		160,240,511		322,183,589		492,095,082		680,003,086

		5900001		売上原価(リース償却)		88,794,565		178,770,494		272,265,469		371,797,816

		6132000		減価償却費(販管)		415,104,197		840,482,613		1,268,489,820		1,694,308,658		※顧客契約、商標権償却含む コキャク ケイヤク ショウヒョウケン ショウキャク フク

		6132010		リース償却費（販管）		10,864,396		18,088,238		25,046,580		31,599,605

		6149800		のれん償却額		146,126,070		291,588,349		432,902,484		576,956,721

		6133200		賃借料(販管)

FIERTE: PPCリース有利差異は仕訳金額を参照するため他の科目とは関数が異なる点に留意
		0		0		0		0		※PPC　リース有利差異 



				EBITDA		139,385,731		1,926,575,678		2,848,421,749		4,706,387,335









Consolidated Balance Sheets
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FYE Mar.2021 FYE Mar.2022 YoY

Current assets 30,440 41,066 10,625

Of which, cash and deposits 6,908 6,420 (488)

Non-current assets 30,005 32,317 2,312

Of which, goodwill 12,048 11,482 (565)

Total Assets 60,446 73,384 12,938

Current liabilities 22,117 32,278 10,161

Of which, short-term loans payable 7,402 4,170 (3,232)

Non-current liabilities 8,495 7,079 (1,415)

Of which, long-term loans payable 5,384 4,019 (1,365)

Total Liabilities 30,613 39,358 8,745

Shareholders' equity 27,149 29,963 2,814

Accumulated other comprehensive income 301 1,185 883

Stock acquisition rights 11 - (11)

Non-controlling interests 2,370 2,876 505

Total Net Assets 29,832 34,025 4,192

Total Liabilities and Net Assets 60,446 73,384 12,938

(Unit: million yen)

Assets

Liabilities
Net Assets


連結損益計算書

		(Unit: million yen)		FYE Mar.2021		FYE Mar.2022

				Actual		Actual		Change		YoY

		Net sales		86,727		80,184		(6,543)		(7.5%)

		Gross profit		20,582		23,386		2,803		13.60%

		(Gross profit margin)		23.70%		29.20%

		Operating income (loss)		(1,084)		3,417		4,502		-

		(Operating profit margin)		-		4.30%

		Ordinary income (loss)		(1,343)		3,934		5,278		-

		(Recurring profit margin)		-		4.90%

		Extraordinary income		7,138		1,301		(5,837)		(81.8%)

		Extraordinary losses		2,240		2,037		(202)		(9.1%)

		Income before income taxes (loss)		3,554		3,198		(356)		(10.0%)

		Net profit attributable to shareholders of parent company		3,454		2,729		(724)		(21.0%)



		(Reference) Operating income before goodwill amortization		320		5,131		4,811		1501.90%

		Operating income before goodwill amortization = operating income + goodwill amortization + amortization of intangible fixed assets including trademarks





連結貸借対照表

		(Unit: million yen)				FYE Mar.2021		FYE Mar.2022		YoY		Main Factors

		Assets		Current assets		30,440		41,066		10,625

				Of which, cash and deposits		6,908		6,420		(488)

				Non-current assets		30,005		32,317		2,312

				Of which, goodwill		12,048		11,482		(565)

				Total Assets		60,446		73,384		12,938

		Liabilities
Net Assets		Current liabilities		22,117		32,278		10,161

				Of which, short-term loans payable		7,402		4,170		(3,232)

				Non-current liabilities		8,495		7,079		(1,415)

				Of which, long-term loans payable		5,384		4,019		(1,365)

				Total Liabilities		30,613		39,358		8,745

				Shareholders' equity		27,149		29,963		2,814

				Accumulated other comprehensive income		301		1,185		883

				Stock acquisition rights		11		-		(11)

				Non-controlling interests		2,370		2,876		505

				Total Net Assets		29,832		34,025		4,192

				Total Liabilities and Net Assets		60,446		73,384		12,938





連結CF計算書

		(Unit: million yen)				4Q FYE Mar.2021		4Q FYE Mar.2022

				Income before income taxes (loss)		3,554		3,198

				Depreciation and amortization		2,757		2,059

				Amortization of goodwill		871		1,406

				Gain/loss on sales of investment securities		－		(414)

				Gain/loss on sale of shares of subsidiaries and affiliates		(4,936)		(417)

				Increase/decrease in trade receivables and contract assets		(52)		(1,992)

				Increase/decrease in inventory		2,741		(6,770)

				Decrease (Increase) in notes and accounts payable-trade		26		2,431

				Increase/decrease in contract liabilities		(1,635)		5,393

				Income taxes paid		(1,868)		(389)

				Other		(2,051)		2,911

				Cash flow from operating activities		(592)		7,414

				Purchase of property, plant and equipment		(1,500)		(3,996)

				Purchase of intangible assets		(709)		(612)

				Income from the sale of investment securities		5		944

				Proceeds from sale of shares of subsidiaries resulting in change in scope of consolidation		5,859		417

				Expenditure by depositing security deposit and compensation		(23)		(546)

				Other		(4,995)		(134)

				Net cash used in investing activities		(1,364)		(3,928)

				Net increase (decrease) in short-term loans payable		3,596		(2,023)

				Proceeds from long-term loans payable		4,939		－

				Repayment of long-term loans payable		(4,048)		(1,974)

				Other		(3,018)		(186)

				Cash flow from financing activities		1,469		(4,183)

				Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents		2		211

				Increase/decrease in cash and cash equivalents		(485)		(486)

				Increase/decrease in cash and cash equivalents resulting from change in scope of consolidation		14		48

				Cash and cash equivalents at end of period		6,856		6,419





セグメント別総括

		(Unit: million yen)						FYE Mar.2021		FYE Mar.2022

								Actual		Actual		YoY change		% YoY

		Content Creation				Net sales		19,809		21,674		1,864		9.40%

						Operating income (loss)		(440)		582		1,023		-

						(Operating profit margin)		-		2.70%

						Operating income (loss) before goodwill amortization		(440)		587		1,028		-

		Production Services 
business				Net sales		46,973		42,080		(4,892)		(10.4%)

						Operating income (loss)		(2,223)		1,726		3,949		-

						(Operating profit margin)		-		4.10%

						Operating income (loss) before goodwill amortization		(818)		3,399		4,217		-

		Imaging Systems & Solutions business				Net sales		21,006		17,639		(3,366)		(16.0%)

						Operating income		2,046		1,740		(305)		(14.9%)

						(Operating profit margin)		9.70%		9.90%

						Operating income before goodwill amortization		2,046		1,776		(270)		(13.2%)

		Other				Net sales		(1,063)		(1,211)		(147)		-

						operating loss		(466)		(631)		(164)		-

		Consolidated total				Net sales		86,727		80,184		(6,543)		(7.5%)

						Operating income (loss)		(1,084)		3,417		4,502		-

						Operating income before goodwill amortization		320		5,131		4,811		1501.90%







Consolidated Statements of Cash Flow
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FYE Mar. 2021 FYE Mar. 2022
Net income (Loss) before income tax 3,554 3,198
Depreciation and amortization 2,757 2,059
Amortization of goodwill 871 1,406
Loss (gain) on sale of investment securities － △ 414
Loss (gain) on sale of shares of subsidiaries and associates △ 4,936 △ 417
Decrease (increase) in trade receivables and contract assets △ 52 △ 1,992
Decrease (Increase) in inventories 2,741 △ 6,770
Decrease (Increase) in notes and accounts payable-trade 26 2,431
Increase (decrease) in agreement liabilities △ 1,635 5,393
Income taxes paid △ 1,868 △ 389
Other, net △ 2,051 2,911
Cash flows from operating activities △ 592 7,414
Purchase of property, plant and equipment △ 1,500 △ 3,996
Purchase of intangible assets △ 709 △ 612
Proceeds from sale of investment securities 5 944
Gain on sales of subsidiary stock accompanying a change in 
the scope of consolidation

5,859 417

Payments of leasehold and guarantee deposits △ 23 △ 546
Other, net △ 4,995 △ 134
Cash flows from investing activities △ 1,364 △ 3,928
Net increase (decrease) in short-term loans payable 3,596 △ 2,023
Proceeds from long-term loans payable 4,939 －
Repayment of long-term loans payable △ 4,048 △ 1,974
Other, net △ 3,018 △ 186
Cash flows from financing activities 1,469 △ 4,183
Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents 2 211
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents △ 485 △ 486
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 
accompanying change in the scope of consolidation

14 48

Cash and cash equivalents at end of period 6,856 6,419

(Million Yen)


CF 

								2021/03年次決算		2022/03年次決算		←更新 コウシン

								6002021503		6002022503

						1		2		3

				（単位：円）　				2021年度 ネンド		2022年度 ネンド

						税金等調整前当期純利益		3,554,839,218		3,198,313,114

						減価償却費		2,757,520,269		2,059,069,297

						のれん償却額 ガク		871,375,700		1,406,351,203

						投資有価証券売却損益 トウシユウカショウケン バイキャク ソンエキ エキ		0		△ 414,702,277

						関係会社株式売却損益 ソンエキ		△ 4,936,083,295		△ 417,882,280

						売上債権及び契約資産の増減額 オヨ ケイヤク シサン		△ 52,438,196		△ 1,992,676,971

						棚卸資産の増減額 タナオロシ		2,741,123,892		△ 6,770,229,994

						仕入債務の増減額		26,013,095		2,431,249,779

						契約負債の増減額 ケイヤクフサイ		△ 1,635,027,433		5,393,275,126

						法人税等の支払額 ホウジンゼイ ナド シハラ ガク		△ 1,868,750,421		△ 389,105,949

						その他		△ 2,051,054,352		2,911,090,713

						営業活動によるキャッシュ・フロー		△ 592,481,523		7,414,751,761

						有形固定資産の取得による支出		△ 1,500,380,085		△ 3,996,470,468

						無形固定資産の取得による支出 ムケイ		△ 709,320,242		△ 612,816,441

						投資有価証券の売却による収入		5,000,000		944,982,278

						連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		5,859,020,424		417,882,280

						敷金及び補償金の差入による支出 オヨ ホショウキン サ イ シシュツ		△ 23,298,320		△ 546,979,804

						その他		△ 4,995,272,267		△ 134,952,670

						投資活動によるキャッシュ・フロー 		△ 1,364,250,490		△ 3,928,354,825

						短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク		3,596,512,592		△ 2,023,493,692

						長期借入れによる収入		4,939,764,155		0

						長期借入金の返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△ 4,048,685,979		△ 1,974,386,935

						その他		△ 3,018,590,524		△ 186,081,706

						財務活動によるキャッシュ・フロー 		1,469,000,244		△ 4,183,962,333

						現金及び現金同等物に係る換算差額 ゲンキン オヨ カカ		2,723,374		211,125,948

						現金及び現金同等物の増減額 オヨ		△ 485,008,395		△ 486,439,449

						連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク		14,119,259		48,693,163

						現金及び現金同等物の期末残高		6,856,953,123		6,419,206,837

								0		0

								0		0

								0		0

								0		0

										0		←期末は0になる キマツ

														－

										百万円未満切捨 ヒャクマンエン ミマン キ ス

				(Million Yen)				FYE Mar. 2021		FYE Mar. 2022

						Net income (Loss) before income tax		3,554		3,198

						Depreciation and amortization 		2,757		2,059

						Amortization of goodwill		871		1,406

						Loss (gain) on sale of investment securities		－		△ 414

						Loss (gain) on sale of shares of subsidiaries and associates		△ 4,936		△ 417

						Decrease (increase) in trade receivables and contract assets		△ 52		△ 1,992

						Decrease (Increase) in inventories		2,741		△ 6,770

						Decrease (Increase) in notes and accounts payable-trade		26		2,431

						Increase (decrease) in agreement liabilities		△ 1,635		5,393

						Income taxes paid		△ 1,868		△ 389

						Other, net		△ 2,051		2,911

						Cash flows from operating activities		△ 592		7,414

						Purchase of property, plant and equipment		△ 1,500		△ 3,996

						Purchase of intangible assets		△ 709		△ 612

						Proceeds from sale of investment securities		5		944

						Gain on sales of subsidiary stock accompanying a change in the scope of consolidation		5,859		417

						Payments of leasehold and guarantee deposits		△ 23		△ 546

						Other, net		△ 4,995		△ 134

						Cash flows from investing activities		△ 1,364		△ 3,928

						Net increase (decrease) in short-term loans payable		3,596		△ 2,023

						Proceeds from long-term loans payable		4,939		－

						Repayment of long-term loans payable		△ 4,048		△ 1,974

						Other, net		△ 3,018		△ 186

						Cash flows from financing activities		1,469		△ 4,183

						Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents		2		211

						Net increase (decrease) in cash and cash equivalents		△ 485		△ 486

						Net increase (decrease) in cash and cash equivalents accompanying change in the scope of consolidation		14		48

						Cash and cash equivalents at end of period		6,856		6,419



								1		△ 2

								△ 1		△ 1

								0		0

								0		0

										1		←期末は0になる キマツ





XS

				開示科目ID		開示科目名		貸借		前期注記番号		前期
金額		当期
金額		差額 サガク

				K61000000#		営業活動によるキャッシュ・フロー										0

				K61101000#		　税金等調整前当期純利益		貸				3,554,839,218		3,198,313,114		-356,526,104

				K61102000#		　減価償却費		貸				2,757,520,269		2,059,069,297		-698,450,972

				K61104000#		　のれん償却額		貸				871,375,700		1,406,351,203		534,975,503

				K61103000#		　減損損失		貸				410,443,101		1,280,371,112		869,928,011

				K61118500#		　退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		貸				-19,166,372		62,677,094		81,843,466

				K61105000#		　貸倒引当金の増減額（△は減少）		貸				7,930,945		22,559,482		14,628,537

				K61116000#		　賞与引当金の増減額（△は減少）		貸				-272,580,370		585,000,277		857,580,647

				K61106000#		　受取利息及び受取配当金		貸				-249,299,980		-23,443,902		225,856,078

				K61107000#		　支払利息		貸				339,794,721		204,657,942		-135,136,779

				K61109000#		　持分法による投資損益（△は益）		貸				340,681,668		7,224,322		-333,457,346

				K61114000#		　投資有価証券売却損益（△は益）		貸				0		-414,702,277		-414,702,277

				K61122000#		　関係会社株式売却損益（△は益）		貸				-4,936,083,295		-417,882,280		4,518,201,015

				K61143150		　移転補償金		貸				-121,825,994		-438,754,570		-316,928,576

				K61130200#		　助成金収入		貸				-159,998,648		-667,109,392		-507,110,744

				K61143100		　段階取得に係る差損益（△は益）		貸				-2,076,728,712		0		2,076,728,712

				K61143130		　事業構造改革費用		貸				1,716,210,914		0		-1,716,210,914

				K61143140		　移転関連費用		貸				21,166,764		586,397,942		565,231,178

				K61143000		　固定資産処分損益（△は益）		貸				47,187,560		98,292,317		51,104,757

				K61111000#		　売上債権の増減額（△は増加）		貸				-52,438,196		0		52,438,196

				K61111010		　売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）		貸				0		-1,992,676,971		-1,992,676,971

				K61112000#		　棚卸資産の増減額（△は増加）		貸				2,741,123,892		-6,770,229,994		-9,511,353,886

				K61113000#		　仕入債務の増減額（△は減少）		貸				26,013,095		2,431,249,779		2,405,236,684

				K61132000#		　前受金の増減額（△は減少）		貸				-1,635,027,433		0		1,635,027,433

				K61113110		　契約負債の増減額（△は減少）		貸				0		5,393,275,126		5,393,275,126

				K61190000#		　その他		貸				-792,888,684		344,666,474		1,137,555,158

				K611Z0000#		　小計		貸				2,518,250,163		6,955,306,095		4,437,055,932

				K61201000#		　利息及び配当金の受取額		貸				248,536,985		22,585,902		-225,951,083

				K61202000#		　利息の支払額		貸				-354,142,933		-209,152,371		144,990,562

				K61290050		　移転補償金の受取額		貸				121,825,994		1,858,926,200		1,737,100,206

				K61206300#		　助成金の受取額		貸				159,535,148		22,617,243		-136,917,905

				K61290030		　事業構造改革費用の支払額		貸				-1,400,653,695		-315,537,219		1,085,116,476

				K61290040		　移転関連費用の支払額		貸				-17,082,764		-530,888,140		-513,805,376

				K61203000#		　法人税等の支払額		貸				-1,868,750,421		-389,105,949		1,479,644,472

				K61Z00000#		　営業活動によるキャッシュ・フロー		貸				-592,481,523		7,414,751,761		8,007,233,284

				K62000000#		投資活動によるキャッシュ・フロー										0

				K62016000#		　定期預金の預入による支出		貸				-394,699,900		0		394,699,900

				K62003000#		　有形固定資産の取得による支出		貸				-1,500,380,085		-3,996,470,468		-2,496,090,383

				K62004000#		　有形固定資産の売却による収入		貸				5,302,216		11,277,324		5,975,108

				K62032000		　無形固定資産の取得による支出		貸				-709,320,242		-612,816,441		96,503,801

				K62018000#		　子会社株式の取得による支出		貸				-60,000,000		0		60,000,000

				K62006000#		　投資有価証券の売却による収入		貸				5,000,000		944,982,278		939,982,278

				K62024000#		　敷金及び保証金の差入による支出		貸				-23,298,320		-546,979,804		-523,681,484

				K62029000#		　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		貸		※3		5,859,020,424		417,882,280		-5,441,138,144

				K62090000#		　その他		貸				-4,545,874,583		-146,229,994		4,399,644,589

				K620Z0000#		　投資活動によるキャッシュ・フロー		貸				-1,364,250,490		-3,928,354,825		-2,564,104,335

				K63000000#		財務活動によるキャッシュ・フロー										0

				K63010000#		　短期借入金の純増減額（△は減少）		貸				3,596,512,592		-2,023,493,692		-5,620,006,284

				K63003000#		　長期借入れによる収入		貸				4,939,764,155		0		-4,939,764,155

				K63004000#		　長期借入金の返済による支出		貸				-4,048,685,979		-1,974,386,935		2,074,299,044

				K63009000#		　配当金の支払額		貸				-221,365,630		0		221,365,630

				K63011000#		　非支配株主からの払込みによる収入		貸				0		267,500,000		267,500,000

				K63090000#		　その他		貸				-2,797,224,894		-453,581,706		2,343,643,188

				K630Z0000#		　財務活動によるキャッシュ・フロー		貸				1,469,000,244		-4,183,962,333		-5,652,962,577

				K64000000#		現金及び現金同等物に係る換算差額		貸				2,723,374		211,125,948		208,402,574

				K65000000#		現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		貸				-485,008,395		-486,439,449		-1,431,054

				K66000000#		現金及び現金同等物の期首残高		貸				7,327,842,259		6,856,953,123		-470,889,136

				K66002000#		連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		貸				14,119,259		48,693,163		34,573,904

				K67000000#		現金及び現金同等物の期末残高		貸		※1		6,856,953,123		6,419,206,837		-437,746,286





マスタ

		当期 トウキ								前期 ゼンキ														開示科目ID		　		開示科目基本名

		2018/06累計四半期		6102018406		2019年3月期　1Q				2017/06累計四半期-過年度遡及		9932017406		2018年3月期　1Q										K60000000#		*		キャッシュ・フロー計算書

		2018/09累計四半期		6102018309		2019年3月期　2Q				2017/09累計四半期-過年度遡及		9932017309		2018年3月期　2Q				1000000		税金等調整前当期利益				K61000000#		*		　営業活動によるキャッシュ・フロー

		2018/12累計四半期		6102018412		2019年3月期　3Q				2017/12累計四半期-過年度遡及		9932017412		2018年3月期　3Q				6000000		営業収入				K61101000#		*		　　税引前当期純利益

		2019/03年次決算		6002019503		2019年3月期　4Q				2018/03年次決算-過年度遡及		9932018503		2018年3月期　4Q				6010000		原材料又は商品の仕入				K61102000#		*		　　減価償却費

		2019/06累計四半期		6102019406		2020年3月期　1Q				2018/06累計四半期		6102018406		2019年3月期　1Q				6020000		人件費支出				K61103000#		*		　　減損損失

		2019/09累計四半期		6102019309		2020年3月期　2Q				2018/09累計四半期		6102018309		2019年3月期　2Q				6030000		その他営業支出				K61104000#		*		　　のれん償却額

		2019/12累計四半期		6102019412		2020年3月期　3Q				2018/12累計四半期		6102018412		2019年3月期　3Q				2100000		減価償却費				K61105000#		*		　　貸倒引当金の増減額（△は減少）

		2020/03年次決算		6002020503		2020年3月期　4Q				2019/03年次決算		6002019503		2019年3月期　4Q				2110000		減損損失				K61106000#		*		　　受取利息及び受取配当金

		2020/06累計四半期		6102020406		2021年3月期　1Q				2019/06累計四半期-過年度遡及		9932019406		2020年3月期　1Q				2111000		長期前払費用償却額				K61107000#		*		　　支払利息

		2020/09累計四半期		6102020309		2021年3月期　2Q				2019/09累計四半期		6102019309		2020年3月期　2Q				2120000		固定資産圧縮損				K61108000#		*		　　為替差損益（△は益）

		2020/12累計四半期		6102020412		2021年3月期　3Q				2019/12累計四半期		6102019412		2020年3月期　3Q				2202000		有価証券売却益				K61108000#		*		　　為替差損益（△は益）

		2021/03年次決算		6002021503		2021年3月期　4Q				2020/03年次決算		6002020503		2020年3月期　4Q				2202100		有価証券売却損				K61109000#		*		　　持分法による投資損益（△は益）

		2021/06累計四半期		6102021406		2022年3月期　1Q				2020/06累計四半期		6102020406		2021年3月期　1Q				2202300		有価証券評価益				K61110000#		*		　　有形固定資産売却損益（△は益）

		2021/09累計四半期		6102021309		2022年3月期　2Q				2020/09累計四半期		6102020309		2021年3月期　2Q				2202200		有価証券評価損				K61110000#		*		　　有形固定資産売却損益（△は益）

		2021/12累計四半期		6102021412		2022年3月期　3Q				2020/12累計四半期		6102020412		2021年3月期　3Q				2203000		棚卸資産評価損				K61111000#		*		　　売上債権の増減額（△は増加）

		2022/03年次決算		6002022503		2022年3月期　4Q				2021/03年次決算		6002021503		2021年3月期　4Q				2201000		有形固定資産除却損				K61112000#		*		　　たな卸資産の増減額（△は増加）

																		2201100		有形固定資産売却益				K61113000#		*		　　仕入債務の増減額（△は減少）

																		2310000		社債発行差金償却額				K61113100				　　前受金の増減額（△は減少）

																		2320000		社債発行費償却額				K61114000#		*		　　投資有価証券売却損益（△は益）

																		2330000		創立費償却額				K61114000#		*		　　投資有価証券売却損益（△は益）

																		2340000		開業費償却額				K61115000#		*		　　負ののれん発生益

																		2341000		新株発行費償却				K61116000#		*		　　賞与引当金の増減額（△は減少）

																		2341010		試験研究費償却				K61116500				　　役員賞与引当金の増減額（△は減少）

																		2341020		建設利息償却				K61117000#		*		　　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

																		2341030		その他繰延資産償却				K61118000#		*		　　変動役員等報酬引当金の増減額（△は減少）

																		2410000		のれん償却額				K61118000#		*		　　変動役員等報酬引当金の増減額（△は減少）

																		2420000		持分法による投資損益				K61118500#		*		　　退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

																		2430000		少数株主損益				K61119000#		*		　　退職給付引当金の増減額（△は減少）

																		2510000		貸倒引当金の増減額				K61119100				　　退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

																		2520000		退職給付費用の増減額				K61119500#		*		　　株主優待引当金の増減額（△は減少）

																		2521000		退職給付引当金の増減				K61120000#		*		　　工事損失引当金の増減額（△は減少）

																		2521100		退職給付に係る負債の増減額				K61120050#		*		　　販売促進引当金の増減額（△は減少）

																		2522000		役員退職慰労引当増減				K61120100#		*		　　環境対策引当金の増減額（△は減少）

																		2525000		役員賞与引当金増減額				K61120200#		*		　　訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

																		2525100		変動役員報酬引当増減				K61120300#		*		　　災害損失引当金の増減額（△は減少）

																		2525200		変動執行役員報酬引当増減				K61121000#		*		　　投資有価証券評価損益（△は益）

																		2530000		賞与引当金の増減額				K61122000#		*		　　関係会社株式売却損益（△は益）

																		2610000		受取利息・受取配当金				K61122000#		*		　　関係会社株式売却損益（△は益）

																		2620000		支払利息				K61122500				　　関係会社株式評価損

																		2700000		為替差損益				K61123000#		*		　　固定資産売却損益（△は益）

																		2700010		為替差損益（外貨預金				K61123000#		*		　　固定資産売却損益（△は益）

																		2701000		投資有価証券評価損				K61123000#		*		　　固定資産売却損益（△は益）

																		2701050		デリバティブ評価損				K61123000#		*		　　固定資産売却損益（△は益）

																		2702000		関係会社株式売却益				K61124000#		*		　　固定資産除却損

																		2702100		関係会社株式売却損				K61125000#		*		　　固定資産除売却損益（△は益）

																		2702300		関係会社株式整理損				K61125000#		*		　　固定資産除売却損益（△は益）

																		2702200		関係会社株式評価損				K61125000#		*		　　固定資産除売却損益（△は益）

																		2703000		投資有価証券売却益				K61125000#		*		　　固定資産除売却損益（△は益）

																		2704000		投資有価証券売却損				K61125000#		*		　　固定資産除売却損益（△は益）

																		2705000		有形固定資産処分損				K61126000#		*		　　有形固定資産除却損

																		2706000		有形固定資産売却損				K61127000#		*		　　有形固定資産除売却損益（△は益）

																		2707000		無形固定資産売却損				K61127000#		*		　　有形固定資産除売却損益（△は益）

																		2708000		無形固定資産売却益				K61127000#		*		　　有形固定資産除売却損益（△は益）

																		2709000		無形固定資産処分損				K61128000#		*		　　ゴルフ会員権評価損

																		2709100		出資金損失				K61129000#		*		　　会員権評価損

																		2709110		出資金収入				K61129100#		*		　　保険解約返戻金

																		2709150		投資事業損失				K61130000#		*		　　たな卸資産評価損

																		2709155		投資事業収入				K61130100#		*		　　受取補償金

																		2709160		映画投資損失				K61130200#		*		　　助成金収入

																		2709165		映画投資収入				K61131000#		*		　　持分変動損益（△は益）

																		2709166		保険精算金収入				K61131000#		*		　　持分変動損益（△は益）

																		2709200		長期前払費用除却損				K61131300#		*		　　受取和解金

																		2709300		会員権評価損				K61131600#		*		　　預け金の増減額（△は増加）

																		2709301		会員権売却益				K61132000#		*		　　前受金の増減額（△は減少）

																		2709302		会員権売却損				K61133000#		*		　　前払年金費用の増減額（△は増加）

																		2709400		貸倒損失（営業外債権				K61134000#		*		　　未収入金の増減額（△は増加）

																		2711000		売上債権の増減額				K61135000#		*		　　未払金の増減額（△は減少）

																		2712000		たな卸資産の増減額				K61136000#		*		　　未払費用の増減額（△は減少）

																		2713000		仕入債務の増減額				K61137000#		*		　　未払消費税等の増減額（△は減少）

																		2713500		前受金の増減額				K61137100				　　未払又は未収消費税等の増減額

																		2714000		未払消費税等の増減額				K61138000#		*		　　その他の流動資産の増減額（△は増加）

																		2714100		消費税振替相殺項目				K61139000#		*		　　その他の流動負債の増減額（△は減少）

																		2714200		未払又は未収消費税等の増減額				K61140000#		*		　　その他の固定負債の増減額（△は減少）

																		2715000		未払金の増減額				K61141000#		*		　　その他の資産の増減額（△は増加）

																		2716000		預り保証金の増減額				K61142000#		*		　　その他の負債の増減額（△は減少）

																		2720000		役員賞与の支払額				K61143000				　　固定資産処分損益（△は益）

																		2720001		役員賞与支払（少持）				K61143010				　　長期前払費用償却額

																		2721000		少数株主負担役賞支払				K61143020				　　出資金損失

																		2730000		持分変動損				K61143030				　　投資事業損失

																		2731000		持分変動益				K61143040				　　映画投資損失

																		2900000		その他主たる営業活動				K61143050				　　映画投資収入

																		2900001		時価税効果照合項目				K61143060				　　保険精算金収入

																		2900002		期首調整額相殺項目				K61143070				　　預り保証金の増減額（△は減少）

																		2900003		その他振替相殺項目				K61190000#		*		　　その他

																		2900004		少数株主持分増減項目				K611Z0000#		*		　　小計

																		2900005		連調勘定償却照合項目				K61201000#		*		　　利息及び配当金の受取額

																		2900008		固定資産振替相殺項目				K61202000#		*		　　利息の支払額

																		2900009		貸倒引当金純増減額				K61203000#		*		　　法人税等の支払額

																		2901000		その他流動資産の増減				K61204000#		*		　　法人税等の還付額

																		2902000		その他固定資産の増減				K61205000#		*		　　法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

																		2902100		その他投資等の増減				K61206000#		*		　　補償金の受取額

																		2903000		その他流動負債の増減				K61206300#		*		　　助成金の受取額

																		2904000		その他固定負債の増減				K61207000#		*		　　和解金の受取額

																		9000000		主たる営業活動フロー				K61290000#		*		　　その他

																		3010000		利息及び配当金受取額				K61Z00000#		*		　　営業活動によるキャッシュ・フロー

																		3011000		利息の支払額				K62000000#		*		　投資活動によるキャッシュ・フロー

																		3012000		法人税等の支払額又は還付額（△は支払）				K62001000#		*		　　有価証券の取得による支出

																		3900000		その他営業活動フロー				K62002000#		*		　　有価証券の売却による収入

																		9010000		営業活動によるフロー				K62003000#		*		　　有形固定資産の取得による支出

																		4010000		定期預金の預入				K62004000#		*		　　有形固定資産の売却による収入

																		4011000		定期預金の払出				K62005000#		*		　　投資有価証券の取得による支出

																		4012000		定期預金純増減額				K62006000#		*		　　投資有価証券の売却による収入

																		4020000		有価証券の取得				K62007000#		*		　　貸付けによる支出

																		4021000		有価証券の売却				K62007000#		*		　　貸付けによる支出

																		4022000		有価証券純増減額				K62008000#		*		　　貸付金の回収による収入

																		4030000		有形固定資産の取得				K62008000#		*		　　貸付金の回収による収入

																		4031000		有形固定資産の売却				K62009000#		*		　　有価証券の償還による収入

																		4032000		有形固定資産純増減額				K62010000#		*		　　投資有価証券の償還による収入

																		4033000		無形固定資産取得				K62011000#		*		　　投資有価証券の売却及び償還による収入

																		4034000		無形固定資産売却				K62011000#		*		　　投資有価証券の売却及び償還による収入

																		4034100		無形固定資産純増減額				K62012000#		*		　　無形固定資産の取得による支出

																		4035000		長期前払費用取得				K62013000#		*		　　固定資産の取得による支出

																		4036000		長期前払費用売却				K62013000#		*		　　固定資産の取得による支出

																		4036100		長期前払費用純増減額				K62014000#		*		　　固定資産の売却による収入

																		4037000		出資金払込による支出				K62014000#		*		　　固定資産の売却による収入

																		4038000		出資金返戻による収入				K62014100#		*		　　資産除去債務の履行による支出

																		4038100		出資金純増減額				K62015000#		*		　　定期預金の増減額（△は増加）

																		4039000		ゴルフ会員権取得支出				K62015000#		*		　　定期預金の増減額（△は増加）

																		4039100		ゴルフ会員権売却収入				K62015000#		*		　　定期預金の増減額（△は増加）

																		4039200		ゴルフ会員権純増減額				K62016000#		*		　　定期預金の預入による支出

																		4040000		投資有価証券の取得				K62017000#		*		　　定期預金の払戻による収入

																		4041000		投資有価証券の売却				K62018000#		*		　　子会社株式の取得による支出

																		4041100		投資有価証券の償還				K62019000#		*		　　関係会社株式の取得による支出

																		4041110		投資有価証券払戻収入				K62020000#		*		　　長期貸付けによる支出

																		4042000		投資有価証券純増減額				K62021000#		*		　　長期貸付金の回収による収入

																		4110000		短期貸付金の実行				K62021500#		*		　　投資事業組合からの分配による収入

																		4111000		短期貸付金の回収				K62022000#		*		　　差入保証金の差入による支出

																		4112000		短期貸付金純増減額				K62023000#		*		　　差入保証金の回収による収入

																		4115000		超短期貸付金純増減額(CMS)				K62024000#		*		　　敷金及び保証金の差入による支出

																		4120000		長期貸付金の実行				K62025000#		*		　　敷金及び保証金の回収による収入

																		4121000		長期貸付金の回収				K62026000#		*		　　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

																		4122000		長期貸付金純増減額				K62026600				　　連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

																		4123000		非連結子会社に対する貸付による支出				K62027000#		*		　　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

																		4124000		非連結子会社に対する貸付の回収による収入				K62028000#		*		　　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

																		4810000		関係会社株式取得支出				K62029000#		*		　　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

																		4811000		関係会社株式売却収入				K62029100				　　未使用

																		4811100		関係会社株式純増減額				K62030000#		*		　　その他の支出

																		4812000		連子株式追加取得支出				K62031000#		*		　　その他の収入

																		4813000		連子株式売却収入				K62032000				　　無形固定資産の取得による支出

																		4813050		連子株式払戻収入				K62033000				　　無形固定資産の売却による収入

																		4813100		連結子会社株式純増減				K62033001				　　無形固定資産の売却による収入

																		4814000		連子株式取得支出				K62034000				　　子会社の清算による収入

																		4815000		連変更ない子会社株式取得支出				K62035000				　　保険積立金の積立による支出

																		4816000		連変更伴う子会社株式売却支出				K62036000				　　保険積立金の解約による収入

																		4817000		連変更伴う子会社株式売却収入				K62036010				　　長期前払費用取得

																		4818000		非連結子会社株式の取得による支出				K62036020				　　長期前払費用売却

																		4820000		破産更生債権貸付増減				K62036030				　　投資有価証券払戻収入

																		4821000		敷金保証金の増加額				K62036040				　　短期貸付けによる支出

																		4821001		敷金保証金の減少額				K62036050				　　短期貸付金の回収による収入

																		4822000		保険積立金の増加額				K62036060				　　関係会社株式の売却による収入

																		4822001		保険積立金の減少額				K62036070				　　破産更生債権貸付増減

																		4823000		映画投資の増加額				K62037000				　　非連結子会社株式の取得による支出

																		4823001		映画投資の減少額				K62090000#		*		　　その他

																		4900000		その他投資活動フロー				K620Z0000#		*		　　投資活動によるキャッシュ・フロー

																		4900001		建仮勘定振替照合項目				K63000000#		*		　財務活動によるキャッシュ・フロー

																		4900002		貸付長短振替照合項目				K63001000#		*		　　短期借入れによる収入

																		4900003		投資資本消去照合項目				K63002000#		*		　　短期借入金の返済による支出

																		4910000		その他投資活動純増減				K63003000#		*		　　長期借入れによる収入

																		2900007		投資等振替相殺項目				K63004000#		*		　　長期借入金の返済による支出

																		9020000		投資活動によるフロー				K63005000#		*		　　社債の発行による収入

																		9040000		フリーキャッシュフロー				K63006000#		*		　　社債の償還による支出

																		5010000		短期借入れによる収入				K63007000#		*		　　株式の発行による収入

																		5011000		短期借入金の返済				K63008000#		*		　　自己株式の取得による支出

																		5012000		短期借入金純増減額				K63009000#		*		　　配当金の支払額

																		5013000		超短期借入金純増減額(CMS)				K63010000#		*		　　短期借入金の純増減額（△は減少）

																		5020000		ファイナンス･リース債務の返済				K63011000#		*		　　非支配株主からの払込みによる収入

																		5030000		長期借入れによる収入				K63011100#		*		　　非支配株主への払戻による支出

																		5031000		長期借入金の返済支出				K63012000#		*		　　非支配株主への配当金の支払額

																		5032000		長期借入金純増減額				K63013000#		*		　　リース債務の返済による支出

																		5032100		非連結子会社からの借入による収入				K63014000#		*		　　ファイナンス・リース債務の返済による支出

																		5032200		非連結子会社からの借入返済による支出				K63014100#		*		　　セール・アンド・リースバックによる収入

																		5040000		社債の発行による収入				K63015000#		*		　　自己株式の売却による収入

																		5041000		社債の償還による支出				K63015500				　　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

																		5042000		社債の償還純増減額				K63016000#		*		　　☓未使用

																		5100001		新株予約権の行使による株式の発行による収入				K63016100#		*		　　連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

																		5100000		新株予約権発行収入				K63017000				　　新株予約権の発行による収入

																		5110000		株式の発行による収入				K63090000#		*		　　その他

																		5110100		資本勘定純増減額				K630Z0000#		*		　　財務活動によるキャッシュ・フロー

																		5111000		少株への株式発行収入				K64000000#		*		　現金及び現金同等物に係る換算差額

																		5120000		株式の払戻支出				K65000000#		*		　現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

																		5121000		少株への株式払戻支出				K66000000#		*		　現金及び現金同等物の残高

																		5122000		連変更ない子会社株式取得支出(財務)				K66001000#		*		　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

																		5130000		自己株式の取得				K66002000#		*		　連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

																		5130010		連子自己株式の取得				K66003000				　被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高

																		5131000		自己株式の売却				K66004000				　取得企業の現金及び現金同等物の期首残高

																		5132000		自己株式純増減額				K66005000				　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

																		5200000		配当金の支払				K66006000				　連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

																		5201000		配当金支払(親会社)				K67000000#		*		　現金及び現金同等物の残高

																		5202000		配当金支払(少数株主)

																		5900000		その他財務活動フロー

																		5900001		借入長短振替照合項目

																		5900002		債権債務消去照合項目

																		5900003		セール・アンド・リースバックによる収入

																		5910000		その他財務活動純増減

																		9030000		財務活動によるフロー

																		9900000		現金同等物の換算差額

																		9990000		明細間不一致等

																		9910000		現金同等物の増減額

																		9920000		現金同等物期首残高

																		9940000		非連子新規連結増加額

																		9941000		株式分割承継増加額

																		9950000		連結除外減少額

																		9960000		合併による増加額

																		9960001		連子決算期変更増減

																		9970001		グループ内配当勘定

																		9970002		グループ内調整

																		9930000		現金同等物期末残高







Financial Results by Segment

40

FYE Mar. 2021
Actual Actual YoY % YoY

Net sales 19,809 21,674 1,864 9.4%

Operating income (loss) △ 440 582 1,023 ー
(Operating margin) ー 2.7%
Operating income (loss) before 
goodwill amortization △ 440 587 1,028 ー

Net sales 46,973 42,080 △ 4,892 △10.4%

Operating income (loss) △ 2,223 1,726 3,949 ー
(Operating margin) ー 4.1%
Operating income (loss) before 
goodwill amortization △ 818 3,399 4,217 ー

Net sales 21,006 17,639 △ 3,366 △16.0%

Operating income 2,046 1,740 △ 305 △14.9%
(Operating margin) 9.7% 9.9%
Operating income before 
goodwill amortization 2,046 1,776 △ 270 △13.2%

Net sales △ 1,063 △ 1,211 △ 147 ー

Operating loss △ 466 △ 631 △ 164 ー

Net sales 86,727 80,184 △ 6,543 △7.5%

Operating income (loss) △ 1,084 3,417 4,502 ー
Operating income before goodwill 
amortization 320 5,131 4,811 1501.9%

Production Services

Imaging Systems &
Solutions

Other

Consolidated total

FYE Mar. 2022

Content Creation

(Million Yen)


マスタ

		2021				当期 トウキ				前年同期（PL） ゼンネン ドウキ				2期前（PL） キ マエ ゼンキ				前期（BS） ゼンキ キ				PL		BS				EBITDA参照用列番号 サンショウヨウ レツバンゴウ

		↑更新 コウシン				2021/06累計四半期		6102021406		2020/06累計四半期-過年度遡及		9932020406		2019/06累計四半期-過年度遡及		9932019406		2021/03年次決算-過年度遡及		9932021503		1Q		1Q末 マツ		映像コンテンツ事業		2

						2021/09累計四半期		6102021309		2020/09累計四半期-過年度遡及		9932020309		2019/09累計四半期-過年度遡及		9932019309		2021/03年次決算-過年度遡及		9932021503		2Q		2Q末 マツ		映像制作サービス事業		3

						2021/12累計四半期		6102021412		2020/12累計四半期-過年度遡及		9932020412		2019/12累計四半期-過年度遡及		9932019412		2021/03年次決算-過年度遡及		9932021503		3Q		3Q末 マツ		映像システム事業		4

						2022/03年次決算		6002022503		2021/03年次決算-過年度遡及		9932021503		2020/03年次決算-過年度遡及		9932020503		2021/03年次決算-過年度遡及		9932021503				末 マツ				5

						1		2		3		4		5		6		7		8





						数式 スウシキ

						FX







セグメント別

																														



																								2020/03年次決算-過年度遡及		2021/03年次決算-過年度遡及		2021/03年次決算-過年度遡及		2022/03年次決算		←四半期ごとに選択 シハンキ センタク

		202003		202103		202103		202203						18		セグメント組替種別 クミカエ シュベツ								9932020503		9932021503		9932021503		6002022503

		のれん明細より メイサイ												15																								円単位 エン タンイ

		2020年3月期		2020年度		2021年3月期通期		2021年度										（単位：円）						2020年3月期		2020年度 ネンド		2021年3月期通期		2021年度 ネンド								分析		←更新 コウシン

		のれん明細202003		のれん明細202103		のれん明細202103		のれん明細202203						セグメントコード										実績		実績		実績		実績		VS2020		前年増減額 ゼンネン ゾウゲン ガク		増減比 ゾウゲン ヒ

														870				映像コンテンツ事業				売上高		26,205,594,184		19,809,860,235		19,809,860,235		21,674,190,107		△ 4,531,404,077		1,864,329,872		9.4%

																						営業利益/損失		△ 359,560,084		△ 440,895,249		△ 440,895,249		582,216,785		941,776,869		1,023,112,034		ー						1		0		1				0		利益 リエキ

								OLMグループ小計														（営業利益率）		ー		ー		ー		2.7%																				1		利益/損失 リエキ ソンシツ

								(4,914,699)														のれん等償却前営業利益/損失		△ 359,560,084		△ 440,895,249		△ 440,895,249		587,131,484		946,691,568		1,028,026,733		ー						1		0		1				2		損失 ソンシツ

														997						映像制作サービス事業
（国内） コクナイ		売上高		25,189,354,226		23,546,980,847		23,546,980,847		25,626,702,179		437,347,953		2,079,721,332		8.8%

		WMグループ小計																				営業利益/損失		393,559,685		△ 201,720,325		△ 201,720,325		1,719,562,166		1,326,002,481		1,921,282,491		ー						1		0		1

		イマジカアロベイス		IDSグループ小計		IDSグループ小計 ショウケイ		IDSグループ小計														（営業利益率）		1.6%		ー		ー		6.7%

		(35,504,341)		(41,612,328)		(41,612,328)		(32,206,285)														のれん等償却前営業利益/損失		429,064,026		△ 160,107,997		△ 160,107,997		1,751,768,451		1,322,704,425		1,911,876,448		ー						1		0		1

		SDIグループ小計		IMAGICA Lab.グループ小計		IMAGICA Lab.グループ小計		IEMSグループ小計						998						映像制作サービス事業
（海外） カイガイ		売上高		22,660,115,561		23,616,445,903		23,616,445,903		16,583,663,073		△ 6,076,452,488		△ 7,032,782,830		△29.8%

		無形固定資産 計		SDI		SDI		Pixe														営業利益/損失		△ 780,008,274		△ 2,021,728,326		△ 2,021,728,326		6,538,575		786,546,849		2,028,266,901		ー						1		0		1

				Pixe		Pixe		PPC														（営業利益率）		ー		ー		ー		0.0%

				PPC		PPC																のれん等償却前営業利益/損失		289,502,607		△ 658,221,030		△ 658,221,030		1,647,809,732		1,358,307,125		2,306,030,762		ー						1		0		1

		(1,069,510,881)		(1,363,507,296)		(1,363,507,296)		(1,641,271,157)						998						映像制作サービス事業
（国内・海外セグメント間取引分）		売上高		△ 126,153,624		△ 189,476,531		△ 189,476,531		△ 129,378,323		△ 3,224,699		60,098,208		ー

		※在外会社の明細はroundで整数に調整している ザイガイカイシャ メイサイ セイスウ チョウセイ																				営業損失		0		0		0		0		0		0		ー						1		1		2

																						のれん等償却前営業損失		0		0		0		0		0		0		ー						1		1		2

														720				映像制作サービス事業				売上高		47,723,316,163		46,973,950,219		46,973,950,219		42,080,986,929		△ 5,642,329,234		△ 4,892,963,290		△10.4%

																						営業利益/損失		△ 386,448,589		△ 2,223,448,651		△ 2,223,448,651		1,726,100,741		2,112,549,330		3,949,549,392		ー						1		0		1

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		4.1%

																						のれん等償却前営業利益/損失		718,566,633		△ 818,329,027		△ 818,329,027		3,399,578,183		2,681,011,550		4,217,907,210		ー						1		0		1

		(1,105,015,222)		(1,405,119,624)		(1,405,119,624)		(1,673,477,442)						300				映像システム事業				売上高		21,975,543,074		21,006,771,675		21,006,771,675		17,639,986,970		△ 4,335,556,104		△ 3,366,784,705		△16.0%

																						営業利益		2,758,172,215		2,046,577,507		2,046,577,507		1,740,806,761		△ 1,017,365,454		△ 305,770,746		△14.9%						0		0		0

																						（営業利益率）		12.6%		9.7%		9.7%		9.9%

								PTグループ小計														のれん等償却前営業利益		2,758,172,215		2,046,577,507		2,046,577,507		1,776,470,031		△ 981,702,184		△ 270,107,476		△13.2%						0		0		0

								(35,663,270)										その他				売上高		△ 1,813,748,796		△ 1,063,331,538		△ 1,063,331,538		△ 1,211,006,803		602,741,993		△ 147,675,265		ー

		(1,105,015,222)		(1,405,119,624)		(1,405,119,624)		(1,714,055,411)														営業損失		△ 660,442,093		△ 466,994,148		△ 466,994,148		△ 631,352,818		29,089,275		△ 164,358,670		ー						1		1		2

																0		連結合計				売上高		94,090,704,625		86,727,250,591		86,727,250,591		80,184,157,203		△ 13,906,547,422		△ 6,543,093,388		△7.5%

																0						営業利益/損失		1,351,721,449		△ 1,084,760,541		△ 1,084,760,541		3,417,771,469		2,066,050,020		4,502,532,010		ー						1		0		1

																△ 0						のれん等償却前営業利益		2,456,736,671		320,359,083		320,359,083		5,131,826,880		2,675,090,209		4,811,467,797		1501.9%						0		0		0

																↑検証 ケンショウ



																		（単位：円）						2020年3月期		2020年度		2021年3月期通期		2021年度								分析		←更新 コウシン

														セグメントコード										実績		実績		実績		実績		VS2020		前年増減額		増減比

														998				映像制作サービス事業
（海外）				売上高		22,660,115,561		23,616,445,903		23,616,445,903		16,583,663,073		△ 6,076,452,488		△ 7,032,782,830		△29.8%

																						営業利益/損失		△ 780,008,274		△ 2,021,728,326		△ 2,021,728,326		6,538,575		786,546,849		2,028,266,901		ー						1		0		1

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		0.0%

																						のれん等償却前営業利益/損失		289,502,607		△ 658,221,030		△ 658,221,030		1,647,809,732		1,358,307,125		2,306,030,762		ー						1		0		1

						Pixelogic Holdings, LLC		Pixelogic Holdings, LLC		21062		9400000		720						IMGI（Pixelogic）		売上高		0		2,798,191,996		2,798,191,996		15,091,094,762		15,091,094,762		12,292,902,766		439.3%

						Pixe		Pixe				9792000										営業利益/損失		△ 11,316,688		△ 425,285,385		△ 425,285,385		59,698,372		71,015,060		484,983,757		ー						1		0		1

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		0.4%

						(340,930,270)		(1,401,874,633)														のれん等償却前営業利益		△ 11,316,688		△ 84,355,115		△ 84,355,115		1,461,573,005		1,472,889,693		1,545,928,120		ー						0		0		0

														720						SDI		売上高										0		0		ー

																						営業損失										0		0		ー						1		1		2

																						（営業利益率）		ー		ー		ー

																						のれん等償却前営業利益										0		0		ー						1		1		2

										21063				720						PPC		売上高								1,496,301,713		1,496,301,713		1,496,301,713		ー

																						営業利益								186,236,727		186,236,727		186,236,727		ー						0		0		0

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		12.4%

																						のれん等償却前営業利益								186,236,727		186,236,727		186,236,727		ー						0		0		0

								PPC Creative Limited						720						セグメント内消去 ナイ ショウキョ		売上高								△ 3,733,402		△ 3,733,402		△ 3,733,402		ー

								PPC														営業損失								△ 239,396,524		△ 239,396,524		△ 239,396,524		ー						1		1		2

																						のれん等償却前営業損失								0		0		0		ー						1		1		2

								(239,396,524)

								PPC償却は連結処理なので、セグ内消去に含める ショウキャク レンケツ ショリ ナイ ショウキョ フク																														百万円未満切捨 ヒャクマンエン ミマン キ ス

																		(Million Yen)						2020年3月期		FYE Mar. 2021		2021年3月期通期		FYE Mar. 2022								分析

																								実績		Actual		実績		Actual		VS2020		YoY		% YoY

																		Content Creation				Net sales		26,205		19,809		19,809		21,674		△ 4,531		1,864		9.4%

																						Operating income (loss)		△ 359		△ 440		△ 440		582		941		1,023		ー

																						(Operating margin)		ー		ー		ー		2.7%

																						Operating income (loss) before goodwill amortization		△ 359		△ 440		△ 440		587		946		1,028		ー

																				映像制作サービス事業
（国内） コクナイ		売上高		25,189		23,546		23,546		25,626		437		2,079		8.8%

																						営業利益/損失		393		△ 201		△ 201		1,719		1,326		1,921		ー

																						（営業利益率）		1.6%		ー		ー		6.7%

																						のれん等償却前営業利益/損失		429		△ 160		△ 160		1,751		1,322		1,911		ー

																				映像制作サービス事業
（海外） カイガイ		売上高		22,660		23,616		23,616		16,583		△ 6,076		△ 7,032		△29.8%

																						営業利益/損失		△ 780		△ 2,021		△ 2,021		6		786		2,028		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		0.0%

																						のれん等償却前営業利益/損失		289		△ 658		△ 658		1,647		1,358		2,306		ー

																				映像制作サービス事業
（国内・海外セグメント間取引分）		売上高		△ 126		△ 189		△ 189		△ 129		△ 3		60		ー

																						営業損失		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー						0		0		0

																						のれん等償却前営業損失		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー						0		0		0

																		Production Services				Net sales		47,723		46,973		46,973		42,080		△ 5,642		△ 4,892		△10.4%

																						Operating income (loss)		△ 386		△ 2,223		△ 2,223		1,726		2,112		3,949		ー

																						(Operating margin)		ー		ー		ー		4.1%

																						Operating income (loss) before goodwill amortization		718		△ 818		△ 818		3,399		2,681		4,217		ー

																		Imaging Systems &
Solutions				Net sales		21,975		21,006		21,006		17,639		△ 4,335		△ 3,366		△16.0%

																						Operating income		2,758		2,046		2,046		1,740		△ 1,017		△ 305		△14.9%

																						(Operating margin)		12.6%		9.7%		9.7%		9.9%

																						Operating income before goodwill amortization		2,758		2,046		2,046		1,776		△ 981		△ 270		△13.2%

																		Other				Net sales		△ 1,813		△ 1,063		△ 1,063		△ 1,211		602		△ 147		ー

																						Operating loss		△ 660		△ 466		△ 466		△ 631		29		△ 164		ー

																		Consolidated total				Net sales		94,090		86,727		86,727		80,184		△ 13,906		△ 6,543		△7.5%

																						Operating income (loss)		1,351		△ 1,084		△ 1,084		3,417		2,066		4,502		ー

																						Operating income before goodwill amortization		2,456		320		320		5,131		2,675		4,811		1501.9%





																		（単位：百万円）						2020年3月期		2020年度		2021年3月期通期		2021年度								分析

																								実績		実績		実績		実績		VS2020		前年増減額		増減比

																		映像制作サービス事業
（海外）				売上高		22,660		23,616		23,616		16,583		△ 6,076		△ 7,032		△29.8%

																						営業利益/損失		△ 780		△ 2,021		△ 2,021		6		786		2,028		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		0.0%

																						のれん等償却前営業利益/損失		289		△ 658		△ 658		1,647		1,358		2,306		ー

																				IMGI（Pixelogic）		売上高		ー		2,798		2,798		15,091		15,091		12,292		439.3%

																						営業利益/損失		△ 11		△ 425		△ 425		59		71		484		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		0.4%

																						のれん等償却前営業利益		△ 11		△ 84		△ 84		1,461		1,472		1,545		ー

																				SDI・PPCなど		売上高		22,660		20,818				1,492		△ 21,167		△ 19,324

																						営業損失		△ 769		△ 1,596				△ 53		715		1,544

																						（営業利益率）

																						のれん等償却前営業利益		300		△ 574				186		△ 114		761

																				SDI		売上高										ー		ー		ー

																						営業損失										ー		ー		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー

																						のれん等償却前営業利益										ー		ー		ー

																				PPC		売上高								1,496		1,496		1,496		ー

																						営業利益								186		186		186		ー

																						（営業利益率）		ー		ー		ー		12.4%

																						のれん等償却前営業利益								186		186		186		ー

																				セグメント内消去 ナイ ショウキョ		売上高								△ 3		△ 3		△ 3		ー

																						営業損失								△ 239		△ 239		△ 239		ー

																						のれん等償却前営業損失								ー		ー		ー		ー











PL

										2021/03年次決算-過年度遡及		2022/03年次決算										末

										9932021503		6002022503

																円単位 エン タンイ

								（単位：円）　		2020年度		2021年度						←更新 コウシン

										実績		実績		前年増減額		前年増減比

								売上高		86,727,250,591		80,184,157,203		△ 6,543,093,388		△7.5%

								売上総利益		20,582,908,251		23,386,800,823		2,803,892,572		13.6%

								(売上総利益率)		23.7%		29.2%

								営業利益/損失		△ 1,084,760,541		3,417,771,469		4,502,532,010		ー						1		0		1				0		利益 リエキ

								(営業利益率)		ー		4.3%																		1		利益/損失 リエキ ソンシツ

								経常利益/損失		△ 1,343,575,880		3,934,471,404		5,278,047,284		ー						1		0		1				2		損失 ソンシツ

								(経常利益率)		ー		4.9%

								 特別利益		7,138,428,155		1,301,107,052		△ 5,837,321,103		△81.8%

								 特別損失		2,240,013,057		2,037,265,342		△ 202,747,715		△9.1%

		のれん明細 メイサイ						税金等調整前当期純利益		3,554,839,218		3,198,313,114		△ 356,526,104		△10.0%						0		0		0

		のれん明細202103		のれん明細202203				親会社株主に帰属する当期純利益		3,454,638,023		2,729,718,916		△ 724,919,107		△21.0%						0		0		0

		のれん + 無形固定資産 計		のれん + 無形固定資産 計

		(1,405,119,624)		(1,714,055,411)				(参考)のれん等償却前営業利益		320,359,083		5,131,826,880		4,811,467,798		1501.9%

		0		(0)				　※のれん等償却前営業利益＝営業利益＋のれん償却＋商標権他無形固定資産償却



																百万円未満切捨 ヒャクマンエン ミマン キ ス

								（単位：百万円）　		2020年度		2021年度

										実績		実績		前年増減額		前年増減比

								売上高		86,727		80,184		△ 6,543		△7.5%

								売上総利益		20,582		23,386		2,803		13.6%

								(売上総利益率)		23.7%		29.2%

								営業利益/損失		△ 1,084		3,417		4,502		ー

								(営業利益率)		ー		4.3%

								経常利益/損失		△ 1,343		3,934		5,278		ー

								(経常利益率)		ー		4.9%

								 特別利益		7,138		1,301		△ 5,837		△81.8%

								 特別損失		2,240		2,037		△ 202		△9.1%

								税金等調整前当期純利益		3,554		3,198		△ 356		△10.0%

								親会社株主に帰属する当期純利益		3,454		2,729		△ 724		△21.0%



								(参考)のれん等償却前営業利益		320		5,131		4,811		1501.9%

								　※のれん等償却前営業利益＝営業利益＋のれん償却＋商標権他無形固定資産償却







BS

										末

								2021/03年次決算-過年度遡及		2022/03年次決算

								9932021503		6002022503

														円単位 エン タンイ

				（単位：円）　 エン				2021年3月期末		2022年3月期末		前期比		主な増減要因		←更新 コウシン

				資産の部		流動資産		30,440,836,223		41,066,808,949		10,625,972,726

						　うち現預金		6,908,657,184		6,420,308,347		△ 488,348,837

						固定資産		30,005,354,151		32,317,511,154		2,312,157,003

						　うちのれん		12,048,747,948		11,482,801,835		△ 565,946,113

						資産合計		60,446,190,374		73,384,320,103		12,938,129,729

				負債・純資産の部		流動負債		22,117,359,606		32,278,892,349		10,161,532,743

						　うち短期借入金		7,402,726,675		4,170,485,569		△ 3,232,241,106

						固定負債		8,495,895,425		7,079,990,194		△ 1,415,905,231

						　うち長期借入金		5,384,905,181		4,019,743,359		△ 1,365,161,822

						負債合計		30,613,255,031		39,358,882,543		8,745,627,512

						株主資本		27,149,326,902		29,963,804,161		2,814,477,259

						その他包括利益累計額		301,538,369		1,185,458,405		883,920,036

						新株予約権		11,484,467		0		△ 11,484,467

						非支配株主持分		2,370,585,605		2,876,174,994		505,589,389

						純資産合計		29,832,935,343		34,025,437,560		4,192,502,217

						負債純資産合計		60,446,190,374		73,384,320,103		12,938,129,729



						ネット資金		△ 5,878,974,672		△ 1,769,920,581		4,109,054,091		（現預金－長短期借入金）

						検算→ ケンザン		0		0

														百万円未満切捨 ヒャクマンエン ミマン キ ス

				（単位：百万円）　				2021年3月期末		2022年3月期末		前期比		主な増減要因

				資産の部		流動資産		30,440		41,066		10,625		売掛金 +3,659
たな卸資産 +7,113

						　うち現預金		6,908		6,420		△ 488

						固定資産		30,005		32,317		2,312		建物および構築物 +2,383
投資有価証券　△492
関係会社株式 △710 タテモノ コウチクブツ トウシユウカショウケン

						　うちのれん		12,048		11,482		△ 565

						資産合計		60,446		73,384		12,938

				負債・純資産の部		流動負債		22,117		32,278		10,161		支払手形及び買掛金 +3,468
未払金 +611
契約負債 +5,562 キン ケイヤクフサイ

						　うち短期借入金		7,402		4,170		△ 3,232

						固定負債		8,495		7,079		△ 1,415

						　うち長期借入金		5,384		4,019		△ 1,365

						負債合計		30,613		39,358		8,745

						株主資本		27,149		29,963		2,814		（参考）自己資本

						その他包括利益累計額		301		1,185		883		2021年3月期末 　27,450 (45.4%)

						新株予約権		11		ー		△ 11		2022年3月期末　31,149 (42.4%) マツ

						非支配株主持分		2,370		2,876		505

						純資産合計		29,832		34,025		4,192

						負債純資産合計		60,446		73,384		12,938



						ネット資金		△ 5,878		△ 1,769		4,109		（現預金－長短期借入金）





のれん明細202203



		2022年03月度　のれん明細																																		2022年03月度　のれん明細

																												（単位：円) タンイ エン																																（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少										期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		減損 ゲンソン		為替換算調整勘定

		21063		PPC Creative Limited				1,064,884,220		43132		10年 ネン		651,295,258				0				(102,980,316)		(600,718,544)		52,403,602		0						21063		PPC Creative Limited				1,064		43132		10年		651		0		0		0		(102)		(600)		52		0

		21062		Pixelogic Holdings, LLC

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				11,598,761,963		44197		10年 ネン		11,308,792,916		1,243,083						(1,230,586,633)		0		1,200,214,430		11,279,663,796						21062		Pixelogic Holdings, LLC				11,598		44197		10年		11,308		1		0		0		(1,230)		0		1,200		11,279

				IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663,646,183						11,960,088,174		1,243,083		0		0		(1,333,566,949)		(600,718,544)		1,252,618,032		11,279,663,796		OK						IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663						11,960		1		0		0		(1,333)		(600)		1,252		11,279

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		33,751,860								(19,286,776)						14,465,084		OK				21057		イマジカアロベイス				96		43101		5年		33		0		0		0		(19)		0		0		14

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン		54,907,914								(12,919,509)						41,988,405		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64		44013		5年		54		0		0		0		(12)		0		0		41

				IDSグループ小計 ショウケイ				161,031,428						88,659,774		0		0		0		(32,206,285)		0		0		56,453,489								IDSグループ小計 ショウケイ				161						88		0		0		0		(32)		0		0		56

		21065		主婦の友インフォス シュフ トモ

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				17,016,649

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）		43647		5年 ネン				11,060,822

作成者: 過年度償却分控除後						(3,403,330)						7,657,492		OK				21065		主婦の友インフォス				17		43647		5年		0		11		0		0		(3)		0		0		7

		21065		主婦の友インフォス（単体） シュフ トモ タンタイ				7,556,849		44105		5年 ネン				6,801,165						(1,511,369)						5,289,796		OK				21065		主婦の友インフォス（単体）				7		44105		5年		0		6		0		0		(1)		0		0		5

				OLMグループ小計 ショウケイ				24,573,498						0		17,861,987		0		0		(4,914,699)		0		0		12,947,288								OLMグループ小計 ショウケイ				24						0		17		0		0		(4)		0		0		12

		21069		フォトニックラティス				178,316,349		44197		5年 ネン				169,400,532

作成者: 過年度償却分控除後						(35,663,270)						133,737,262		OK				21069		フォトニックラティス				178		44197		5年		0		169		0		0		(35)		0		0		133

				PTグループ小計 ショウケイ				178,316,349						0		169,400,532		0		0		(35,663,270)		0		0		133,737,262								PTグループ小計 ショウケイ				178						0		169		0		0		(35)		0		0		133

						のれん 計 ケイ		13,027,567,458						12,048,747,948		188,505,602		0		0		(1,406,351,203)		(600,718,544)		1,252,618,032		11,482,801,835										のれん 計		13,027						12,048		188		0		0		(1,406)		(600)		1,252		11,482

																		(754,451,715)																																(754)		0		0				0



		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																												（単位：円) タンイ エン																																（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少										期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		減損 ゲンソン		為替換算調整勘定

		1228115		技術資産 ギジュツシサン				807,300,000		44197		5年 ネン		766,935,000		0		0		0		(171,288,000)		0		77,220,000		672,867,000						1228115		技術資産				807		44197		5年		766		0		0		0		(171)		0		77		672

				Pixe		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		807,300,000						766,935,000		0		0		0		(171,288,000)		0		77,220,000		672,867,000										無形固定資産 計		807						766		0		0		0		(171)		0		77		672

																		(94,068,000)																																(94)		0		0				0



		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																												（単位：円) タンイ エン																																（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少										期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		減損		為替換算調整勘定

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク				1,241,307,279		43132		13年 ネン		853,601,105		0		0		0		(118,589,956)		(227,447,196)		84,587,404		592,151,357						1228110		顧客契約				1,241		43132		13年		853		0		0		0		(118)		(227)		84		592

		1223000		商標権 ショウヒョウケン				85,607,398		43132		7年 ネン		48,377,720		0		0		0		(12,992,020)		0		4,976,700		40,362,400						1223000		商標権				85		43132		7年		48		0		0		0		(12)		0		4		40

		1236000		リース公正価値				63,319,928		43132		5年 ネン		9,647,573		0		0		0		(4,834,232)		0		930,539		5,743,880						1223000		リース公正価値				63		43132		5年		9		0		0		0		(4)		0		0		5

				PPC		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		1,390,234,605						911,626,398		0		0		0		(136,416,208)		(227,447,196)		90,494,643		638,257,637										無形固定資産 計		1,390						911		0		0		0		(136)		(227)		90		638

																		(273,368,761)																																(273)		0		0				0



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		15,225,102,063						13,727,309,346		188,505,602		0		0		(1,714,055,411)		(828,165,740)		1,420,332,675		12,793,926,472										のれん + 無形固定資産 計		15,225						13,727		188		0		0		(1,714)		(828)		1,420		12,793

																		(1,121,888,476)																																(1,121)		0		0				0



		※PXL、PPC　換算明細 カンザン メイサイ																																		※PXL、PPC　換算明細



		①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																										（単位：ドル、円) タンイ エン								①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY）																								（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		USD		US$112,065,332.98		44197		10年 ネン		US$109,263,699.67		US$10,807.54						-US$11,207,528.53						US$98,066,977.88		0.80						のれん		USD		112,065		44197		10年 ネン		109,263		10		0		0		-11,207 		0		0		98,066

				技術資産 ギジュツシサン		USD		US$7,800,000.00		44197		5年 ネン		US$7,410,000.00								-US$1,560,000.00						US$5,850,000.00		OK						技術資産 ギジュツシサン		USD		7,800		44197		5年 ネン		7,410		0		0		0		-1,560 		0		0		5,850

				換算レート（USD⇒JPY）																		2022年03月度期中平均						2022年03月度期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2022年03月度期中平均						2022年03月度期末日

																						109.80						115.02																										109.80						115.02

				のれん		JPY		¥11,598,761,963		44197		10年 ネン		¥11,308,792,916		¥1,243,083						¥-1,230,586,633				¥1,200,214,430		¥11,279,663,796		OK						のれん		JPY		11,598		44197		10年 ネン		11,308		1		0		0		-1,230 		0		1,200		11,279

				技術資産 ギジュツシサン		JPY		¥807,300,000		44197		5年 ネン		¥766,935,000								¥-171,288,000				¥77,220,000		¥672,867,000		OK						技術資産 ギジュツシサン		JPY		807		44197		5年 ネン		766		0		0		0		-171 		0		77		672



		②PPC換算（GBP→JPY） カンザン																										（単位：ポンド、円) タンイ エン								②PPC換算（GBP→JPY）																								（単位：千ポンド、百万円) タンイ セン ヒャクマン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ										期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク

作成者: 作成者:
2021/2までの償却費については、SDIサブ連決で計上		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		減損		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£4,658,097.97								-£681,672.84		-£3,976,425.13				£0.00		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		4,658		0		0		0		-681 		-3,976 		0		0

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,105,000.04								-£785,000.04

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため-0.04		-£1,505,574.87				£3,814,425.13		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,105		0		0		0		-785 		-1,505 		0		3,814

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£346,000.00								-£86,000.00		£0.00				£260,000.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		346		0		0		0		-86 		0		0		260

				リース公正価値 コウセイカチ		GBP		£429,000.00		43132		5年		£68,999.95								-£31,999.95

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05		£0.00				£37,000.00		OK						リース公正価値 コウセイカチ		GBP		429		43132		5年		68		0		0		0		-31 		0		0		37

				換算レート（GBP⇒JPY）																		2022年03月度期中平均		2022年03月度期中平均				2022年03月度期末日								換算レート（GBP⇒JPY）																		2022年03月度期中平均						2022年03月度期末日

																						151.07		151.07				155.24																										151.07						155.24

				のれん		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥651,295,258				¥0		¥0		¥-102,980,316		¥-600,718,544		¥52,403,602		¥0		OK						のれん		JPY		1,039		43132		10年 ネン		651		0		0		0		-102 		-600 		52		0

				顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥853,601,105				¥0		¥0		¥-118,589,956		¥-227,447,196		¥84,587,404		¥592,151,357		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		1,241		43132		13年 ネン		853		0		0		0		-118 		-227 		84		592

				商標権 ショウヒョウケン		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥48,377,720				¥0		¥0		¥-12,992,020		¥0		¥4,976,700		¥40,362,400		OK						商標権 ショウヒョウケン		JPY		85		43132		7年 ネン		48		0		0		0		-12 		0		4		40

				リース公正価値		JPY		¥63,319,928

作成者: 作成者:
リース契約有利差異の取得価額（円貨）については、のれん等の現地通貨・円貨からレートを計算して算出。														

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）										

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）								

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		43132		5年		¥9,647,573				¥0		¥0		¥-4,834,232		¥0		¥930,539		¥5,743,880		OK						リース公正価値		JPY		63		43132		5年 ネン		9		0		0		0		-4 		0		0		5

								147.60
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のれん明細202103



		2021年03月度年次決算　のれん明細																																2021年03月度年次決算　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21047		SDI Media Group, Inc.　		既存 キゾン		9,600,983,567		42186		10年 ネン		2,355,425,404				(1,801,305,107)		0		(437,432,168)		(116,688,129)		0						21047		SDI Media Group, Inc.　		既存		9600983567		42186		10年		2355425404		0		-1801305107		0		-437432168		-116688129		0

						PPC		1,064,884,220		43132		10年 ネン		767,321,207				(649,367,659)		0		(85,273,758)		(32,679,790)		0										PPC		1064884220		43132		10年		767321207		0		-649367659		0		-85273758		-32679790		0

作成者: 作成者:
2月次でPPCをサブ連から除外

		21063		PPC Creative Limited				1,064,884,220		43132		10年 ネン		0		659,237,883		0				(7,786,976)		(155,649)		651,295,258						21063		PPC Creative Limited				1064884220		43132		10年		0		659237883		0		0		-7786976.076		-155648.9244		651295258

		21062		Pixelogic Holdings, LLC

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				11,598,761,963		44197		10年 ネン		0		11,598,761,963

作成者: IMGIののれん金額については暫定の値（1/8）

2021/01において、PPAレポートに基づいてPPA資産とのれん金額を調整。（-US$ 6,827,043.33）（2/9）						(299,270,470)		9,301,423		11,308,792,916						21062		Pixelogic Holdings, LLC				11598761963		44197		10年		0		11598761963		0		0		-299270470		9301423		11308792916

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）

				IMAGICA Lab.グループ小計 ショウケイ				23,329,513,970						3,122,746,611		12,257,999,846		(2,450,672,766)		0		(829,763,372)		(140,222,145)		11,960,088,174		OK						IMAGICA Lab.グループ小計 ショウケイ				23329513970						3122746611		12257999846		-2450672766		0		-829763372.1		-140222144.9		11960088174

		21050		ウェザーマップ				326,465,927		42156		5年 ネン		4,119,787								(4,119,787)				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21050		ウェザーマップ				326465927		42156		5年		4119787		0		0		0		-4119787		0		0

		21052		キャスター・プロ				(21,954,773)		42156		5年 ネン		(731,824)								731,824				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21052		キャスター・プロ				-21954773		42156		5年		-731824		0		0		0		731824		0		0

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		41,735,578		20,551,015						(28,534,733)				33,751,860		OK				21057		イマジカアロベイス		0		96433882		43101		5年		41735578		20551015		0		0		-28534733		0		33751860

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン				64,597,546						(9,689,632)				54,907,914		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64597546		44013		5年		0		64597546		0		0		-9689632		0		54907914

				IDSグループ小計 ショウケイ				465,542,582						45,123,541		85,148,561		0		0		(41,612,328)		0		88,659,774								IDSグループ小計 ショウケイ				465542582						45123541		85148561		0		0		-41612328		0		88659774

						のれん 計 ケイ		23,795,056,552						3,167,870,152		12,343,148,407		(2,450,672,766)		0		(871,375,700)		(140,222,145)		12,048,747,948										のれん 計		23795056552						3167870152		12343148407		-2450672766		0		-871375700.1		-140222144.9		12048747948

																		(3,462,270,611)																														-3462270611		0		0		0



		SDI　無形固定資産明細																																SDI　無形固定資産明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1223010		SDI商標権 ショウヒョウケン				2,014,915,500		42186		10年 ネン		964,593,632				(737,670,375)				(179,137,140)		(47,786,117)		0						1223010		SDI商標権				2014915500		42186		10年		964593632		0		-737670375		0		-179137140		-47786117		0

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク		既存 キゾン		3,027,780,000		42186		15年 ネン		1,572,844,622				(1,298,721,236)				(193,128,450)		(80,994,936)		0						1228110		顧客契約		既存		3027780000		42186		15年		1572844622		0		-1298721236		0		-193128450		-80994936		0

						PPC		1,241,307,279		43132		13年 ネン		991,525,762				(849,945,229)				(99,450,525)		(42,130,008)		0										PPC		1241307279		43132		13年		991525762		0		-849945229		0		-99450525		-42130008		0

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		PPC		85,607,398		43132		7年 ネン		61,359,647				(48,583,054)				(10,132,696)		(2,643,897)		0						1223000		商標権		PPC		85607398		43132		7年		61359647		0		-48583054		0		-10132696		-2643897		0

				SDI		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		6,369,610,177						3,590,323,663		0		(2,934,919,894)				(481,848,811)		(173,554,958)		0										無形固定資産 計		6369610177						3590323663		0		-2934919894		0		-481848811		-173554958		0

																		(3,590,323,663)																														-3590323663



		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228115		技術資産 ギジュツシサン				807,300,000		44197		5年 ネン		0		807,300,000		0		0		(41,659,800)		1,294,800		766,935,000						1228115		技術資産				807300000		44197		5年		0		807300000		0		0		-41659800		1294800		766935000

				Pixe		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		807,300,000						0		807,300,000		0		0		(41,659,800)		1,294,800		766,935,000										無形固定資産 計		807300000						0		807300000		0		0		-41659800		1294800		766935000

																		(40,365,000)																														-40365000



		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク				1,241,307,279		43132		13年 ネン		0		862,864,186		0		0		(9,081,555)		(181,526)		853,601,105						1228110		顧客契約				1241307279		43132		13年		0		862864186		0		0		-9081555.483		-181525.5168		853601105

		1223000		商標権 ショウヒョウケン				85,607,398		43132		7年 ネン		0		49,321,505		0		0		(925,290)		(18,495)		48,377,720						1223000		商標権				85607398		43132		7年		0		49321505		0		0		-925290		-18495		48377720

		1236000		リース契約有利差異 ケイヤク ユウリサイ				63,319,928		43132		7年 ネン		0		9,880,614		0		0		(228,467)		(4,567)		9,647,580						1223000		リース契約有利差異				63319928		43132		7年		0		9880614		0		0		-228467.1236		-4566.8764		9647580

				PPC		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		1,390,234,605						0		922,066,305		0		0		(10,235,313)		(204,587)		911,626,405										無形固定資産 計		1390234605						0		922066305		0		0		-10235312.61		-204587.3932		911626405

																		(10,439,900)																														-10439900



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		32,362,201,334						6,758,193,815		14,072,514,712		(5,385,592,660)		0		(1,405,119,624)		(312,686,890)		13,727,309,353										のれん + 無形固定資産 計		32362201334						6758193815		14072514712		-5385592660		0		-1405119624		-312686890.3		13727309353

																		(7,103,399,174)																														-7103399174





		※SDI（含むPPC）、PXL　換算明細 カンザン メイサイ																																※SDI（含むPPC）、PXL　換算明細



		①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：ポンド、ドル) タンイ								①PPC換算（GBP→USD）																						（単位：千ポンド、千ドル) タンイ セン セン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£5,339,770.84		£0.00		-£4,714,904.04				-£624,866.80				£0.00		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		5,339		0		-4,714 		0		-624 		0		0

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,900,000.04		£0.00		-£6,171,250.04				-£728,750.00				£0.00		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,900		0		-6,171 		0		-728 		0		0

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£427,000.05		£0.00		-£352,750.00				-£74,250.05				£0.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		427		0		-352 		0		-74 		0		0

				換算レート（GBP⇒USD）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日								換算レート（GBP⇒USD）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日

																						1.28				ERROR:#DIV/0!																										1.28				ERROR:#DIV/0!

				のれん		USD		US$9,503,652.12		43132		10年 ネン		US$7,003,661.98		US$0.00		-US$6,274,083.66		US$0.00		-US$798,293.93		US$68,715.61		US$0.00		OK						のれん		USD		9,503		43132		10年 ネン		7,003		0		-6,274 		0		-798 		68		0

				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		US$11,346,133.34		43132		13年 ネン		US$9,050,070.85		US$0.00		-US$8,212,031.20		US$0.00		-US$931,010.34		US$92,970.69		US$0.00		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		11,346		43132		13年 ネン		9,050		0		-8,212 		0		-931 		92		0

				商標権 ショウヒョウケン		USD		US$782,491.95		43132		7年 ネン		US$560,055.19		US$0.00		-US$469,401.49		US$0.00		-US$94,857.67		US$4,203.97		US$0.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		USD		782		43132		7年 ネン		560		0		-469 		0		-94 		4		0





		②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン								②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY）																						（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				既存 キゾン		USD		US$44,190,311.00

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		US$21,498,954.04				-US$17,403,914.08

作成者: 作成者:
のれん再配分に伴う償却額の調整				-US$4,095,039.96				US$0.00								既存 キゾン		USD		44,190

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		21,498		0		-17,403 		0		-4,095 		0		0

				PPC		USD		US$9,503,652.12		43132		10年		US$7,003,661.98		US$0.00		-US$6,274,083.66				-US$798,293.93		US$68,715.61		US$0.00								PPC		USD		9,503		43132		10年		7,003		0		-6,274 		0		-798 		68		0

				のれん　計		USD								US$28,502,616.02		US$0.00		-US$23,677,997.74		US$0.00		-US$4,893,333.89		US$68,715.61		US$0.00

作成者: 売却に伴い、連結上の末残をゼロに修正		OK						のれん　計		USD								28,502		0		-23,677 		0		-4,893 		68		0

				既存 キゾン		USD		US$25,200,000.00		42186		15年 ネン		US$14,356,011.52				-US$12,548,031.27				-US$1,807,980.25				US$0.00								既存 キゾン		USD		25,200		42186		15年 ネン		14,356		0		-12,548 		0		-1,807 		0		0

				PPC		USD		US$11,346,133.34		43132		13年		US$9,050,070.85		US$0.00		-US$8,212,031.20				-US$931,010.34		US$92,970.69		US$0.00								PPC		USD		11,346		43132		13年		9,050		0		-8,212 		0		-931 		92		0

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								US$23,406,082.37		US$0.00		-US$20,760,062.47				-US$2,738,990.59		US$92,970.69		US$0.00

作成者: 売却に伴い、連結上の末残をゼロに修正		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								23,406		0		-20,760 		0		-2,738 		92		0

				PPC		USD		US$19,418,423.57		43132		7年		US$560,055.19		US$0.00		-US$469,401.49				-US$94,857.67		US$4,203.97		US$0.00								PPC		USD		19,418		43132		7年		560		0		-469 		0		-94 		4		0

				商標権　計 ショウヒョウケン		USD								US$560,055.19		US$0.00		-US$469,401.49		US$0.00		-US$94,857.67		US$4,203.97		US$0.00								商標権　計 ショウヒョウケン		USD								560		0		-469 		0		-94 		4		0

				換算レート（USD⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日

																						106.82				103.50																										106.82				103.5

				既存 キゾン		JPY		¥5,309,465,867		42186		10年		¥2,355,425,404		¥0		¥-1,801,305,107		¥0		¥-437,432,168

作成者: 端数調整+1		¥-116,688,129		¥0		OK						既存 キゾン		JPY		5,309

作成者: 作成者:
2015年6月末：9,600,983,567
2016年3月減損：△4,305,090,540																		

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）		42186		10年		2,355		0		-1,801 		0		-437 		-116 		0

				PPC		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥767,321,207		¥0		¥-649,367,659		¥0		¥-85,273,758		¥-32,679,790		¥0								PPC		JPY		1,039		43132		10年		767		0		-649 		0		-85 		-32 		0

				のれん　計		JPY								¥3,122,746,611		¥0		¥-2,450,672,766				¥-522,705,926		¥-149,367,919		¥0		OK						のれん　計		JPY								3,122		0		-2,450 		0		-522 		-149 		0

				既存 キゾン		JPY		¥3,027,780,000		42186		15年		¥1,572,844,622				¥-1,298,721,236				¥-193,128,450		¥-80,994,936		¥0		OK						既存 キゾン		JPY		3,027		42186		15年		1,572		0		-1,298 		0		-193 		-80 		0

				PPC		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥991,525,762		¥0		¥-849,945,229				¥-99,450,525		¥-42,130,008		¥0								PPC		JPY		1,241		43132		13年		991		0		-849 		0		-99 		-42 		0

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								¥2,564,370,384		¥0		¥-2,148,666,465				¥-292,578,975		¥-123,124,944		¥0		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								2,564		0		-2,148 		0		-292 		-123 		0

				PPC		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥61,359,647		¥0		¥-48,583,054				¥-10,132,696		¥-2,643,897		¥0								PPC		JPY		85		43132		7年		61		0		-48 		0		-10 		-2 		0

				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								¥61,359,647		¥0		¥-48,583,054		¥0		¥-10,132,696		¥-2,643,897		¥0		OK						商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								61		0		-48 		0		-10 		-2 		0



		③PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン								③PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																						（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		USD		US$112,065,332.98		44197		10年 ネン		US$0.00		US$112,065,332.98						-US$2,801,633.31				US$109,263,699.67		OK						のれん		USD		112,065		44197		10年 ネン		0		112,065		0		0		-2,801 		0		109,263

				技術資産 ギジュツシサン		USD		US$7,800,000.00		44197		5年 ネン		US$0.00		US$7,800,000.00

作成者: 作成者:
PPA最終化に伴い、△180K		

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000						

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）														

作成者: 作成者:
のれん再配分に伴う償却額の調整		

作成者: 2020/06 新規連結																		-US$390,000.00				US$7,410,000.00		OK						技術資産 ギジュツシサン		USD		7,800		44197		5年 ネン		0		7,800		0		0		-390 		0		7,410

				換算レート（USD⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日

																						106.82				103.50																										106.82				103.5

				のれん		JPY		¥11,598,761,963		44197		10年 ネン		¥0		¥11,598,761,963						¥-299,270,470		¥9,301,423		¥11,308,792,916		OK						のれん		JPY		11,598		44197		10年 ネン		0		11,598		0		0		-299 		9		11,308

				技術資産 ギジュツシサン		JPY		¥807,300,000		44197		5年 ネン		¥0		¥807,300,000						¥-41,659,800		¥1,294,800		¥766,935,000		OK						技術資産 ギジュツシサン		JPY		807		44197		5年 ネン		0		807		0		0		-41 		1		766

		④PPC換算（GBP→JPY） カンザン																								（単位：ポンド、円) タンイ エン								④PPC換算（GBP→JPY）																						（単位：千ポンド、百万円) タンイ セン ヒャクマン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク

作成者: 作成者:
2021/2までの償却費については、SDIサブ連決で計上		

作成者: IMGIののれん金額については暫定の値（1/8）

2021/01において、PPAレポートに基づいてPPA資産とのれん金額を調整。（-US$ 6,827,043.33）（2/9）		

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上																為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£0.00		£4,714,904.04						-£56,806.07				£4,658,097.97		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		0		4,714		0		0		-56 		0		4,658

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£0.00		£6,171,250.08						-£66,250.04				£6,105,000.04

作成者: 端数調整+0.04（資本異動処理に合わせる）		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		0		6,171		0		0		-66 		0		6,105

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£0.00		£352,750.00						-£6,750.00				£346,000.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		0		352		0		0		-6 		0		346

				リース公正価値 コウセイカチ		GBP		£429,000.00		43132		7年 ネン		£0.00		£70,666.67						-£1,666.67				£69,000.00		OK						リース公正価値 コウセイカチ		GBP		429		43132		7年 ネン		0		70		0		0		-1 		0		69

				換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日								換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年03月度年次決算期中平均				2021年03月度年次決算期末日

																						137.08				139.82																										137.08				139.82

				のれん		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥0		¥659,237,883		¥0		¥0		¥-7,786,976		¥-155,649		¥651,295,258		OK						のれん		JPY		1,039		43132		10年 ネン		0		659		0		0		-7 		0		651

				顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥0		¥862,864,186		¥0		¥0		¥-9,081,555		¥-181,526		¥853,601,105

作成者: 端数調整-1円		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		1,241		43132		13年 ネン		0		862		0		0		-9 		0		853

				商標権 ショウヒョウケン		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥0		¥49,321,505		¥0		¥0		¥-925,290		¥-18,495		¥48,377,720		OK						商標権 ショウヒョウケン		JPY		85		43132		7年 ネン		0		49		0		0		0		0		48

				リース契約有利差異 ケイヤク ユウリサイ		JPY		¥63,319,928

作成者: 作成者:
リース契約有利差異の取得価額（円貨）については、のれん等の現地通貨・円貨からレートを計算して算出。																		

作成者: 端数調整+0.04（資本異動処理に合わせる）		

作成者: 売却に伴い、連結上の末残をゼロに修正		

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		

作成者: 売却に伴い、連結上の末残をゼロに修正		

作成者: 作成者:
2020/05償却終了												

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		

作成者: 端数調整-1円		

作成者: 端数調整+1		43132		7年		¥0		¥9,880,614		¥0		¥0		¥-228,467		¥-4,567		¥9,647,580		OK						リース契約有利差異 ケイヤク ユウリサイ		JPY		63		43132		7年 ネン		0		9		0		0		0		0		9

								147.60







&Z&F	




のれん明細202003



		2020年03月度　のれん明細																												2020年03月度　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																												（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21050		ウェザーマップ				326,465,927		42156		5年 ネン		28,838,510								(24,718,723)				4,119,787				21050		ウェザーマップ				326465927		42156		5年		28838510		0		0		0		-24718723		0		4119787

		21052		キャスター・プロ				(21,954,773)		42156		5年 ネン		(5,122,779)								4,390,955				(731,824)				21052		キャスター・プロ				-21954773		42156		5年		-5122779		0		0		0		4390955		0		-731824

				WMグループ小計 ショウケイ				304,511,154						23,715,731		0		0		0		(20,327,768)		0		3,387,963						WMグループ小計 ショウケイ				304511154						23715731		0		0		0		-20327768		0		3387963

		21053		OLM				2,104,533,954		42461		10年 ネン		0												0		2019/03一時償却 イチジ ショウキャク		21053		OLM				2104533954		42461		10年		0		0		0		0		0		0		0

		21054		OLMデジタル				452,076,349		42461		10年 ネン		0												0		2019/03一時償却 イチジ ショウキャク		21054		OLMデジタル				452076349		42461		10年		0		0		0		0		0		0		0

		21055		Sprite Animation Studios				715,279,919		42461		10年 ネン		0												0		2019/03一時償却 イチジ ショウキャク		21055		Sprite Animation Studios				715279919		42461		10年		0		0		0		0		0		0		0

				OLMグループ小計 ショウケイ				3,271,890,222						0		0		0		0		0		0		0						OLMグループ小計 ショウケイ				3271890222						0		0		0		0		0		0		0

		21047		SDI Media Group, Inc.　		既存 キゾン		9,600,983,567		42186		10年 ネン		2,840,933,189				0		0		(446,563,964)		(38,943,821)		2,355,425,404				21047		SDI Media Group, Inc.　		既存		9600983567		42186		10年		2840933189		0		0		0		-446563964		-38943821		2355425404

						PPC		1,064,884,220		43132		10年 ネン		848,190,486				0		0		(94,888,416)		14,019,137		767,321,207								PPC		1064884220		43132		10年		848190486		0		0		0		-94888416		14019137		767321207

				SDIグループ小計 ショウケイ				10,665,867,787						3,689,123,675		0		0		0		(541,452,380)		(24,924,684)		3,122,746,611						SDIグループ小計 ショウケイ				10665867787						3689123675		0		0		0		-541452380		-24924684		3122746611

		21057		イマジカアロベイス				75,882,867		43101		5年 ネン		56,912,151								(15,176,573)				41,735,578				21057		イマジカアロベイス		0		75882867		43101		5年		56912151		0		0		0		-15176573		0		41735578

						のれん 計 ケイ		14,318,152,030						3,769,751,557		0		0		0		(576,956,721)		(24,924,684)		3,167,870,152								のれん 計		14318152030						3769751557		0		0		0		-576956721		-24924684		3167870152

																		(601,881,405)																												-601881405		0		0		0



		SDI　無形固定資産明細																												SDI　無形固定資産明細

																										（単位：円) タンイ エン																												（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1223010		SDI商標権 ショウヒョウケン				2,014,915,500		42186		10年 ネン		1,163,418,753								(182,876,850)		(15,948,271)		964,593,632				1223010		SDI商標権				2014915500		42186		10年		1163418753		0		0		0		-182876850		-15948271		964593632

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク		既存 キゾン		3,027,780,000		42186		15年 ネン		1,819,180,752								(221,699,115)		(24,637,015)		1,572,844,622				1228110		顧客契約		既存		3027780000		42186		15年		1819180752		0		0		0		-221699115		-24637015		1572844622

						PPC		1,241,307,279		43132		13年 ネン		1,086,184,880								(112,902,301)		18,243,183		991,525,762								PPC		1241307279		43132		13年		1086184880		0		0		0		-112902301		18243183		991525762

		1228130		Screen技術				10,813,500		42186		3年 ネン		0												0		2018年度償却 ネンド ショウキャク		1228130		Screen技術				10813500		42186		3年		0		0		0		0		0		0		0

		1228140		Screenメンテナンス契約				288,360,000		42186		5年 ネン		0												0		2019/03売却 バイキャク		1228140		Screenメンテナンス契約				288360000		42186		5年		0		0		0		0		0		0		0

		1228120		翻訳家声優ネットワーク				254,718,000		42186		2年 ネン		0								0		0		0				1228120		翻訳家声優ネットワーク				254718000		42186		2年		0		0		0		0		0		0		0

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		Screen

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。		43,254,000		42186		5年 ネン		0												0		2019/03売却 バイキャク		1223000		商標権		Screen		43254000		42186		5年		0		0		0		0		0		0		0

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		PPC		85,607,398		43132		7年 ネン		70,853,458								(10,580,235)		1,086,424		61,359,647				1223000		商標権		PPC		85607398		43132		7年		70853458		0		0		0		-10580235		1086424		61359647

				無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		6966755677						4,139,637,843		0		0				(528,058,501)		(21,255,679)		3,590,323,663								無形固定資産 計		6966755677						4139637843		0		0		0		-528058501		-21255679		3590323663

																						(549,314,180)																												-549314180



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		21,284,907,707						7,909,389,400		0		0		0		(1,105,015,222)		(46,180,363)		6,758,193,815								のれん + 無形固定資産 計		21284907707						7909389400		0		0		0		-1105015222		-46180363		6758193815

																						(1,151,195,585)																												-1151195585





		※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ



		①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：ポンド、ドル) タンイ

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£6,021,443.71		£0.00						-£681,672.87				£5,339,770.84		OK

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£7,711,000.00		£0.00						-£810,999.96				£6,900,000.04		OK

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£503,000.01		£0.00						-£75,999.96				£427,000.05		OK

				換算レート（GBP⇒USD）																		2020年03月度期中平均				2020年03月度期末日

																						1.28				1.31

				のれん		USD		US$9,503,652.12		43132		10年 ネン		US$7,641,355.73		US$0.00						-US$870,136.78		US$232,443.03		US$7,003,661.98		OK

				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		US$11,346,133.34		43132		13年 ネン		US$9,785,449.37		US$0.00						-US$1,035,326.01		US$299,947.49		US$9,050,070.85		OK

				商標権 ショウヒョウケン		USD		US$782,491.95		43132		7年 ネン		US$638,319.44		US$0.00						-US$97,021.87		US$18,757.62		US$560,055.19		OK





		②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				既存 キゾン		USD		US$44,190,311.00

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		US$25,593,992.69								-US$4,095,038.65				US$21,498,954.04

				PPC		USD		US$9,503,652.12		43132		10年		US$7,641,355.73		US$0.00		US$0.00				-US$870,136.78		US$232,443.03		US$7,003,661.98

				のれん　計		USD								US$33,235,348.42		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$4,965,175.43		US$232,443.03		US$28,502,616.02		OK

				既存 キゾン		USD		US$25,200,000.00		42186		15年 ネン		US$16,389,015.78								-US$2,033,004.26				US$14,356,011.52

				PPC		USD		US$11,346,133.34		43132		13年		US$9,785,449.37		US$0.00						-US$1,035,326.01		US$299,947.49		US$9,050,070.85

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								US$26,174,465.15		US$0.00						-US$3,068,330.27		US$299,947.49		US$23,406,082.37		OK

				Screen

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。		USD		US$360,000.00		42186		5年 ネン		US$0.00												US$0.00		2019/03売却 バイキャク

				PPC		USD		US$19,418,423.57		43132		7年		US$638,319.44		US$0.00						-US$97,021.87		US$18,757.62		US$560,055.19

				商標権　計 ショウヒョウケン		USD								US$638,319.44		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$97,021.87		US$18,757.62		US$560,055.19

				換算レート（USD⇒JPY）																		2020年03月度期中平均				2020年03月度期末日

																						109.05				109.56

				既存 キゾン		JPY		¥5,309,465,867

作成者: 作成者:
2015年6月末：9,600,983,567
2016年3月減損：△4,305,090,540						

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		42186		10年		¥2,840,933,189				¥0		¥0		¥-446,563,964

作成者: 端数調整+1円		¥-38,943,821		¥2,355,425,404

作成者: 端数調整+1円		OK

				PPC		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥848,190,486		¥0						¥-94,888,416		¥14,019,137		¥767,321,207

				のれん　計		JPY				FX				¥3,689,123,675		¥0						¥-541,452,380		¥-24,924,684		¥3,122,746,611		OK

				既存 キゾン		JPY		¥3,027,780,000		42186		15年		¥1,819,180,752								¥-221,699,115		¥-24,637,015		¥1,572,844,622		OK

				PPC		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥1,086,184,880		¥0						¥-112,902,301		¥18,243,183		¥991,525,762

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								¥2,905,365,632		¥0						¥-334,601,416		¥-6,393,832		¥2,564,370,384		OK

				Screen

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。				

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000														

作成者: 端数調整+1円		

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。		

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。																						

作成者: 端数調整+1円		JPY		¥43,254,000		42186		5年		¥0				¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		2019/03売却 バイキャク

				PPC		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥70,853,458		¥0						¥-10,580,235		¥1,086,424		¥61,359,647

				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								¥70,853,458		¥0		¥0		¥0		¥-10,580,235		¥1,086,424		¥61,359,647		OK















&Z&F	




過去明細→





のれん明細202112



		2021年12月度　のれん明細																																2021年12月度　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21063		PPC Creative Limited				1,064,884,220		43132		10年 ネン		651,295,258				0				(76,862,021)		49,376,407		623,809,644						21063		PPC Creative Limited				1,064		43132		10年		651		0		0		0		(76)		49		623

		21062		Pixelogic Holdings, LLC

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				11,598,761,963		44197		10年 ネン		11,308,792,916		1,209,580						(911,985,928)		891,253,802		11,289,270,370						21062		Pixelogic Holdings, LLC				11,598		44197		10年		11,308		1		0		0		(911)		891		11,289

				IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663,646,183						11,960,088,174		1,209,580		0		0		(988,847,949)		940,630,209		11,913,080,014		OK						IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663						11,960		1		0		0		(988)		940		11,913

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		33,751,860								(14,465,079)				19,286,781		OK				21057		イマジカアロベイス				96		43101		5年		33		0		0		0		(14)		0		19

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン		54,907,914								(9,689,634)				45,218,280		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64		44013		5年		54		0		0		0		(9)		0		45

				IDSグループ小計 ショウケイ				161,031,428						88,659,774		0		0		0		(24,154,713)		0		64,505,061								IDSグループ小計 ショウケイ				161						88		0		0		0		(24)		0		64

		21065		主婦の友インフォス シュフ トモ

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				17,016,649

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）		43647		5年 ネン				11,060,822

作成者: 過年度償却分控除後						(2,552,499)				8,508,323		OK				21065		主婦の友インフォス				17		43647		5年		0		11		0		0		(2)		0		8

		21065		主婦の友インフォス（単体） シュフ トモ タンタイ				7,556,849		44105		5年 ネン				6,801,165						(1,133,523)				5,667,642		OK				21065		主婦の友インフォス（単体）				7		44105		5年		0		6		0		0		(1)		0		5

				OLMグループ小計 ショウケイ				24,573,498						0		17,861,987		0		0		(3,686,022)		0		14,175,965								OLMグループ小計 ショウケイ				24						0		17		0		0		(3)		0		14

		21069		フォトニックラティス				178,316,349		44197		5年 ネン				169,400,532

作成者: 過年度償却分控除後						(26,747,451)				142,653,081		OK				21069		フォトニックラティス				178		44197		5年		0		169		0		0		(26)		0		142

				PTグループ小計 ショウケイ				178,316,349						0		169,400,532		0		0		(26,747,451)		0		142,653,081								PTグループ小計 ショウケイ				178						0		169		0		0		(26)		0		142

						のれん 計 ケイ		13,027,567,458						12,048,747,948		188,472,099		0		0		(1,043,436,135)		940,630,209		12,134,414,121										のれん 計		13,027						12,048		188		0		0		(1,043)		940		12,134

																		(102,805,926)																														(102)		0		0		0



		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228115		技術資産 ギジュツシサン				807,300,000		44197		5年 ネン		766,935,000		0		0		0		(126,945,000)		58,390,800		698,380,800						1228115		技術資産				807		44197		5年		766		0		0		0		(126)		58		698

				Pixe		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		807,300,000						766,935,000		0		0		0		(126,945,000)		58,390,800		698,380,800										無形固定資産 計		807						766		0		0		0		(126)		58		698

																		(68,554,200)																														(68)		0		0		0



		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク				1,241,307,279		43132		13年 ネン		853,601,105		0		0		0		(88,512,686)		64,721,064		829,809,483						1228110		顧客契約				1,241		43132		13年		853		0		0		0		(88)		64		829

		1223000		商標権 ショウヒョウケン				85,607,398		43132		7年 ネン		48,377,720		0		0		0		(9,696,935)		3,665,255		42,346,040						1223000		商標権				85		43132		7年		48		0		0		0		(9)		3		42

		1236000		リース公正価値				63,319,928		43132		5年 ネン		9,647,573		0		0		0		(3,608,157)		729,929		6,769,345						1223000		リース公正価値				63		43132		5年		9		0		0		0		(3)		0		6

				PPC		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		1,390,234,605						911,626,398		0		0		0		(101,817,777)		69,116,247		878,924,868										無形固定資産 計		1,390						911		0		0		0		(101)		69		878

																		(32,701,530)																														(32)		0		0		0



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		15,225,102,063						13,727,309,346		188,472,099		0		0		(1,272,198,912)		1,068,137,256		13,711,719,789										のれん + 無形固定資産 計		15,225						13,727		188		0		0		(1,272)		1,068		13,711

																		(204,061,656)																														(204)		0		0		0



		※PXL、PPC　換算明細 カンザン メイサイ																																※PXL、PPC　換算明細



		①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン								①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY）																						（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		USD		US$112,065,332.98		44197		10年 ネン		US$109,263,699.67		US$10,807.54						-US$8,405,400.26				US$100,869,106.24		0.71						のれん		USD		112,065		44197		10年 ネン		109,263		10		0		0		-8,405 		0		100,869

				技術資産 ギジュツシサン		USD		US$7,800,000.00		44197		5年 ネン		US$7,410,000.00								-US$1,170,000.00				US$6,240,000.00		OK						技術資産 ギジュツシサン		USD		7,800		44197		5年 ネン		7,410		0		0		0		-1,170 		0		6,240

				換算レート（USD⇒JPY）																		2021年12月度期中平均				2021年12月度期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2021年12月度期中平均				2021年12月度期末日

																						108.50				111.92																										108.50				111.92

				のれん		JPY		¥11,598,761,963		44197		10年 ネン		¥11,308,792,916		¥1,209,580						¥-911,985,928		¥891,253,802		¥11,289,270,370		OK						のれん		JPY		11,598		44197		10年 ネン		11,308		1		0		0		-911 		891		11,289

				技術資産 ギジュツシサン		JPY		¥807,300,000		44197		5年 ネン		¥766,935,000								¥-126,945,000		¥58,390,800		¥698,380,800		OK						技術資産 ギジュツシサン		JPY		807		44197		5年 ネン		766		0		0		0		-126 		58		698



		②PPC換算（GBP→JPY） カンザン																								（単位：ポンド、円) タンイ エン								②PPC換算（GBP→JPY）																						（単位：千ポンド、百万円) タンイ セン ヒャクマン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク

作成者: 作成者:
2021/2までの償却費については、SDIサブ連決で計上		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£4,658,097.97								-£511,254.63				£4,146,843.34		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		4,658		0		0		0		-511 		0		4,146

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,105,000.04								-£588,750.07

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため-0.04				£5,516,249.97		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,105		0		0		0		-588 		0		5,516

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£346,000.00								-£64,500.03				£281,499.97		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		346		0		0		0		-64 		0		281

				リース公正価値 コウセイカチ		GBP		£429,000.00		43132		5年		£68,999.95								-£23,999.98

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05				£44,999.97		OK						リース公正価値 コウセイカチ		GBP		429		43132		5年		68		0		0		0		-23 		0		44

				換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年12月度期中平均				2021年12月度期末日								換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年12月度期中平均				2021年12月度期末日

																						150.34				150.43																										150.34				150.43

				のれん		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥651,295,258				¥0		¥0		¥-76,862,021		¥49,376,407		¥623,809,644		OK						のれん		JPY		1,039		43132		10年 ネン		651		0		0		0		-76 		49		623

				顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥853,601,105				¥0		¥0		¥-88,512,686		¥64,721,064		¥829,809,483		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		1,241		43132		13年 ネン		853		0		0		0		-88 		64		829

				商標権 ショウヒョウケン		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥48,377,720				¥0		¥0		¥-9,696,935		¥3,665,255		¥42,346,040		OK						商標権 ショウヒョウケン		JPY		85		43132		7年 ネン		48		0		0		0		-9 		3		42

				リース公正価値		JPY		¥63,319,928

作成者: 作成者:
リース契約有利差異の取得価額（円貨）については、のれん等の現地通貨・円貨からレートを計算して算出。														

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）										

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）								

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		43132		5年		¥9,647,573				¥0		¥0		¥-3,608,157		¥729,929		¥6,769,345		OK						リース公正価値		JPY		63		43132		5年 ネン		9		0		0		0		-3 		0		6

								147.60
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のれん明細202012



		2020年12月度四半期　のれん明細																														2020年12月度四半期　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21050		ウェザーマップ				326,465,927		42156		5年 ネン		4,119,787								(4,119,787)				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21050		ウェザーマップ				326465927		42156		5年		4119787		0		0		0		-4119787		0		0

		21052		キャスター・プロ				(21,954,773)		42156		5年 ネン		(731,824)								731,824				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21052		キャスター・プロ				-21954773		42156		5年		-731824		0		0		0		731824		0		0

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		41,735,578		20,551,015						(23,713,036)				38,573,557		OK				21057		イマジカアロベイス		0		96433882		43101		5年		41735578		20551015		0		0		-23713036		0		38573557

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン				64,597,546						(6,459,756)				58,137,790		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64597546		44013		5年		0		64597546		0		0		-6459756		0		58137790

				IDSグループ小計 ショウケイ				465,542,582						45,123,541		85,148,561		0		0		(33,560,755)		0		96,711,347								IDSグループ小計 ショウケイ				465542582						45123541		85148561		0		0		-33560755		0		96711347

		21047		SDI Media Group, Inc.　		既存 キゾン		9,600,983,567		42186		10年 ネン		2,355,425,404				0		0		(330,439,012)		(75,338,476)		1,949,647,916						21047		SDI Media Group, Inc.　		既存		9600983567		42186		10年		2355425404		0		0		0		-330439012		-75338476		1949647916

						PPC		1,064,884,220		43132		10年 ネン		767,321,207				0		0		(69,897,521)		(40,607,566)		656,816,120										PPC		1064884220		43132		10年		767321207		0		0		0		-69897521		-40607566		656816120

				SDIグループ小計 ショウケイ				10,665,867,787						3,122,746,611		0		0		0		(400,336,533)		(115,946,042)		2,606,464,036		OK						SDIグループ小計 ショウケイ				10665867787						3122746611		0		0		0		-400336533		-115946042		2606464036

		21062		IMGI USA

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				12,369,174,563		44197		10年 ネン		0		12,777,550,328										12,777,550,328

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）						21062		IMGI USA				12369174563		44197		10年		0		12777550328		0		0		0		0		12777550328

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）

				IMGIグループ小計 ショウケイ				12,369,174,563						0		12,777,550,328		0		0		0		0		12,777,550,328		OK						IMGIグループ小計 ショウケイ				12369174563						0		12777550328		0		0		0		0		12777550328

						のれん 計 ケイ		23,500,584,932						3,167,870,152		12,862,698,889		0		0		(433,897,288)		(115,946,042)		15,480,725,711										のれん 計		23500584932						3167870152		12862698889		0		0		-433897288		-115946042		15480725711

																		(549,843,330)																														-549843330		0		0		0



		SDI　無形固定資産明細																														SDI　無形固定資産明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1223010		SDI商標権 ショウヒョウケン				2,014,915,500		42186		10年 ネン		964,593,632								(135,321,323)		(30,852,606)		798,419,703						1223010		SDI商標権				2014915500		42186		10年		964593632		0		0		0		-135321323		-30852606		798419703

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク		既存 キゾン		3,027,780,000		42186		15年 ネン		1,572,844,622								(145,889,811)		(51,551,401)		1,375,403,410						1228110		顧客契約		既存		3027780000		42186		15年		1572844622		0		0		0		-145889811		-51551401		1375403410

						PPC		1,241,307,279		43132		13年 ネン		991,525,762								(81,517,988)		(52,517,110)		857,490,664										PPC		1241307279		43132		13年		991525762		0		0		0		-81517988		-52517110		857490664

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		PPC		85,607,398		43132		7年 ネン		61,359,647								(8,305,607)		(3,233,538)		49,820,502						1223000		商標権		PPC		85607398		43132		7年		61359647		0		0		0		-8305607		-3233538		49820502

				無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		6369610177						3,590,323,663		0		0				(371,034,729)		(138,154,655)		3,081,134,279										無形固定資産 計		6369610177						3590323663		0		0		0		-371034729		-138154655		3081134279

																						(509,189,384)																														-509189384



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		29,870,195,109						6,758,193,815		12,862,698,889		0		0		(804,932,017)		(254,100,697)		18,561,859,990										のれん + 無形固定資産 計		29870195109						6758193815		12862698889		0		0		-804932017		-254100697		18561859990

																						(1,059,032,714)																														-1059032714





		※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ																														※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ



		①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：ポンド、ドル) タンイ						①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：千ポンド、千ドル) タンイ セン セン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£5,339,770.84		£0.00						-£511,254.65				£4,828,516.18		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		5,339		0		0		0		-511 		0		4,828

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,900,000.04		£0.00						-£596,250.00				£6,303,750.04		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,900		0		0		0		-596 		0		6,303

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£427,000.05		£0.00						-£60,750.05				£366,250.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		427		0		0		0		-60 		0		366

				換算レート（GBP⇒USD）																		2020年12月度四半期期中平均				2020年12月度四半期期末日								換算レート（GBP⇒USD）																		2020年12月度四半期期中平均				2020年12月度四半期期末日

																						1.27				1.29																										1.27				1.29

				のれん		USD		US$9,503,652.12		43132		10年 ネン		US$7,003,661.98		US$0.00						-US$649,665.59		-US$145,904.52		US$6,208,091.87		OK						のれん		USD		9,503		43132		10年 ネン		7,003		0		0		0		-649 		-145 		6,208

				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		US$11,346,133.34		43132		13年 ネン		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$757,672.53		-US$187,571.63		US$8,104,826.69		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		11,346		43132		13年 ネン		9,050		0		0		0		-757 		-187 		8,104

				商標権 ショウヒョウケン		USD		US$782,491.95		43132		7年 ネン		US$560,055.19		US$0.00						-US$77,196.83		-US$11,965.15		US$470,893.21		OK						商標権 ショウヒョウケン		USD		782		43132		7年 ネン		560		0		0		0		-77 		-11 		470





		②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン						②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				既存 キゾン		USD		US$44,190,311.00

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		US$21,498,954.04								-US$3,071,279.97				US$18,427,674.07								既存 キゾン		USD		44,190

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000																																																

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）		

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結																						

作成者: 作成者:
IMGIののれんについては、暫定の金額（1/8）

2020/12月次と四半期で金額に変動あり。
四半期：12,369,174,563
月次　：12,777,550,328
差引　：△ 408,375,765
（1/20）														42186		10年 ネン		21,498		0		0		0		-3,071 		0		18,427

				PPC		USD		US$9,503,652.12		43132		10年		US$7,003,661.98		US$0.00		US$0.00				-US$649,665.59		-US$145,904.52		US$6,208,091.87								PPC		USD		9,503		43132		10年		7,003		0		0		0		-649 		-145 		6,208

				のれん　計		USD								US$28,502,616.02		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$3,720,945.56		-US$145,904.52		US$24,635,765.94		OK						のれん　計		USD								28,502		0		0		0		-3,720 		-145 		24,635

				既存 キゾン		USD		US$25,200,000.00		42186		15年 ネン		US$14,356,011.52								-US$1,355,979.29				US$13,000,032.23								既存 キゾン		USD		25,200		42186		15年 ネン		14,356		0		0		0		-1,355 		0		13,000

				PPC		USD		US$11,346,133.34		43132		13年		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$757,672.53		-US$187,571.63		US$8,104,826.69								PPC		USD		11,346		43132		13年		9,050		0		0		0		-757 		-187 		8,104

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								US$23,406,082.37		US$0.00						-US$2,113,651.82		-US$187,571.63		US$21,104,858.92		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								23,406		0		0		0		-2,113 		-187 		21,104

				PPC		USD		US$19,418,423.57		43132		7年		US$560,055.19		US$0.00						-US$77,196.83		-US$11,965.15		US$470,893.21								PPC		USD		19,418		43132		7年		560		0		0		0		-77 		-11 		470

				商標権　計 ショウヒョウケン		USD								US$560,055.19		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$77,196.83		-US$11,965.15		US$470,893.21								商標権　計 ショウヒョウケン		USD								560		0		0		0		-77 		-11 		470

				換算レート（USD⇒JPY）																		2020年12月度四半期期中平均				2020年12月度四半期期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2020年12月度四半期期中平均				2020年12月度四半期期末日

																						107.59				105.80																										107.59				105.8

				既存 キゾン		JPY		¥5,309,465,867		42186		10年		¥2,355,425,404				¥0		¥0		¥-330,439,012		¥-75,338,476		¥1,949,647,916

作成者: 端数調整+1円		

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）																								OK						既存 キゾン		JPY		5,309

作成者: 作成者:
2015年6月末：9,600,983,567
2016年3月減損：△4,305,090,540		42186		10年		2,355		0		0		0		-330 		-75 		1,949

				PPC		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥767,321,207		¥0						¥-69,897,521		¥-40,607,566		¥656,816,120								PPC		JPY		1,039		43132		10年		767		0		0		0		-69 		-40 		656

				のれん　計		JPY								¥3,122,746,611		¥0						¥-400,336,533		¥-115,946,042		¥2,606,464,036		OK						のれん　計		JPY				FX				3,122		0		0		0		-400 		-115 		2,606

				既存 キゾン		JPY		¥3,027,780,000		42186		15年		¥1,572,844,622								¥-145,889,811		¥-51,551,401		¥1,375,403,410		OK						既存 キゾン		JPY		3,027		42186		15年		1,572		0		0		0		-145 		-51 		1,375

				PPC		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥991,525,762		¥0						¥-81,517,988		¥-52,517,110		¥857,490,664								PPC		JPY		1,241		43132		13年		991		0		0		0		-81 		-52 		857

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								¥2,564,370,384		¥0						¥-227,407,799		¥-104,068,511		¥2,232,894,074		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								2,564		0		0		0		-227 		-104 		2,232

				PPC		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥61,359,647		¥0						¥-8,305,607		¥-3,233,538		¥49,820,502								PPC		JPY		85		43132		7年		61		0		0		0		-8 		-3 		49

				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								¥61,359,647		¥0		¥0		¥0		¥-8,305,607		¥-3,233,538		¥49,820,502		OK						商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								61		0		0		0		-8 		-3 		49
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		2021年09月度　のれん明細																																2021年09月度　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21063		PPC Creative Limited				1,064,884,220		43132		10年 ネン		651,295,258				0				(50,992,537)		60,929,058		661,231,779						21063		PPC Creative Limited				1,064		43132		10年		651		0		0		0		(50)		60		661

		21062		Pixelogic Holdings, LLC

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				11,598,761,963		44197		10年 ネン		11,308,792,916								(603,415,781)		757,393,473		11,462,770,608						21062		Pixelogic Holdings, LLC				11,598		44197		10年		11,308		0		0		0		(603)		757		11,462

				IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663,646,183						11,960,088,174		0		0		0		(654,408,318)		818,322,531		12,124,002,387		OK						IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663						11,960		0		0		0		(654)		818		12,124

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		33,751,860								(9,643,386)				24,108,474		OK				21057		イマジカアロベイス				96		43101		5年		33		0		0		0		(9)		0		24

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン		54,907,914								(6,459,756)				48,448,158		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64		44013		5年		54		0		0		0		(6)		0		48

				IDSグループ小計 ショウケイ				161,031,428						88,659,774		0		0		0		(16,103,142)		0		72,556,632								IDSグループ小計 ショウケイ				161						88		0		0		0		(16)		0		72

		21065		主婦の友インフォス シュフ トモ

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				17,016,649

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）		43647		5年 ネン				11,060,822

作成者: 過年度償却分控除後						(1,701,666)				9,359,156		OK				21065		主婦の友インフォス				17		43647		5年		0		11		0		0		(1)		0		9

		21065		主婦の友インフォス（単体） シュフ トモ タンタイ				7,556,849		44105		5年 ネン				6,801,165						(755,682)				6,045,483		OK				21065		主婦の友インフォス（単体）				7		44105		5年		0		6		0		0		(0)		0		6

				OLMグループ小計 ショウケイ				24,573,498						0		17,861,987		0		0		(2,457,348)		0		15,404,639								OLMグループ小計 ショウケイ				24						0		17		0		0		(2)		0		15

		21069		フォトニックラティス				178,316,349		44197		5年 ネン				169,400,532

作成者: 過年度償却分控除後						(17,831,634)				151,568,898		OK				21069		フォトニックラティス				178		44197		5年		0		169		0		0		(17)		0		151

				PTグループ小計 ショウケイ				178,316,349						0		169,400,532		0		0		(17,831,634)		0		151,568,898								PTグループ小計 ショウケイ				178						0		169		0		0		(17)		0		151

						のれん 計 ケイ		13,027,567,458						12,048,747,948		187,262,519		0		0		(690,800,442)		818,322,531		12,363,532,556										のれん 計		13,027						12,048		187		0		0		(690)		818		12,363

																		127,522,089																														127		0		0		0



		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228115		技術資産 ギジュツシサン				807,300,000		44197		5年 ネン		766,935,000		0		0		0		(83,998,200)		50,208,600		733,145,400						1228115		技術資産				807		44197		5年		766		0		0		0		(83)		50		733

				Pixe		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		807,300,000						766,935,000		0		0		0		(83,998,200)		50,208,600		733,145,400										無形固定資産 計		807						766		0		0		0		(83)		50		733

																		(33,789,600)																														(33)		0		0		0



		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク				1,241,307,279		43132		13年 ネン		853,601,105		0		0		0		(58,721,934)		80,047,326		874,926,497						1228110		顧客契約				1,241		43132		13年		853		0		0		0		(58)		80		874

		1223000		商標権 ショウヒョウケン				85,607,398		43132		7年 ネン		48,377,720		0		0		0		(6,433,233)		4,462,990		46,407,477						1223000		商標権				85		43132		7年		48		0		0		0		(6)		4		46

		1236000		リース公正価値				63,319,928		43132		5年 ネン		9,647,573		0		0		0		(2,393,756)		863,660		8,117,477						1223000		リース公正価値				63		43132		5年		9		0		0		0		(2)		0		8

				PPC		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		1,390,234,605						911,626,398		0		0		0		(67,548,922)		85,373,975		929,451,451										無形固定資産 計		1,390						911		0		0		0		(67)		85		929

																		17,825,053																														17		0		0		0



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		15,225,102,063						13,727,309,346		187,262,519		0		0		(842,347,564)		953,905,106		14,026,129,407										のれん + 無形固定資産 計		15,225						13,727		187		0		0		(842)		953		14,026

																		111,557,542																														111		0		0		0



		※PXL、PPC　換算明細 カンザン メイサイ																																※PXL、PPC　換算明細



		①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン								①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY）																						（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		USD		US$112,065,332.98		44197		10年 ネン		US$109,263,699.67								-US$5,603,267.33

作成者: 作成者:
端数調整-0.72				US$103,660,432.34		OK						のれん		USD		112,065		44197		10年 ネン		109,263		0		0		0		-5,603 		0		103,660

				技術資産 ギジュツシサン		USD		US$7,800,000.00		44197		5年 ネン		US$7,410,000.00								-US$780,000.00				US$6,630,000.00		OK						技術資産 ギジュツシサン		USD		7,800		44197		5年 ネン		7,410		0		0		0		-780 		0		6,630

				換算レート（USD⇒JPY）																		2021年09月度期中平均				2021年09月度期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2021年09月度期中平均				2021年09月度期末日

																						107.69				110.58																										107.69				110.58

				のれん		JPY		¥11,598,761,963		44197		10年 ネン		¥11,308,792,916								¥-603,415,781

作成者: 作成者:
DIVA上の値に揃えるための調整+78		¥757,393,473		¥11,462,770,608		OK						のれん		JPY		11,598		44197		10年 ネン		11,308		0		0		0		-603 		757		11,462

				技術資産 ギジュツシサン		JPY		¥807,300,000		44197		5年 ネン		¥766,935,000								¥-83,998,200		¥50,208,600		¥733,145,400		OK						技術資産 ギジュツシサン		JPY		807		44197		5年 ネン		766		0		0		0		-83 		50		733

		②PPC換算（GBP→JPY） カンザン																								（単位：ポンド、円) タンイ エン								②PPC換算（GBP→JPY）																						（単位：千ポンド、百万円) タンイ セン ヒャクマン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク

作成者: 作成者:
2021/2までの償却費については、SDIサブ連決で計上		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£4,658,097.97								-£340,836.42				£4,317,261.55		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		4,658		0		0		0		-340 		0		4,317

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,105,000.04								-£392,500.06

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため-0.04				£5,712,499.98		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,105		0		0		0		-392 		0		5,712

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£346,000.00								-£43,000.02				£302,999.98		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		346		0		0		0		-43 		0		302

				リース公正価値 コウセイカチ		GBP		£429,000.00		43132		5年		£68,999.95								-£15,999.97

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05				£52,999.98		OK						リース公正価値 コウセイカチ		GBP		429		43132		5年		68		0		0		0		-15 		0		52

				換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年09月度期中平均				2021年09月度期末日								換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年09月度期中平均				2021年09月度期末日

																						149.61				153.16																										149.61				153.16

				のれん		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥651,295,258				¥0		¥0		¥-50,992,537		¥60,929,058		¥661,231,779		OK						のれん		JPY		1,039		43132		10年 ネン		651		0		0		0		-50 		60		661

				顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥853,601,105				¥0		¥0		¥-58,721,934		¥80,047,326		¥874,926,497		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		1,241		43132		13年 ネン		853		0		0		0		-58 		80		874

				商標権 ショウヒョウケン		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥48,377,720				¥0		¥0		¥-6,433,233		¥4,462,990		¥46,407,477		OK						商標権 ショウヒョウケン		JPY		85		43132		7年 ネン		48		0		0		0		-6 		4		46

				リース公正価値		JPY		¥63,319,928

作成者: 作成者:
リース契約有利差異の取得価額（円貨）については、のれん等の現地通貨・円貨からレートを計算して算出。														

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）										

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）								

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 過年度償却分控除後						

作成者: 作成者:
端数調整-0.72		

作成者: 作成者:
DIVA上の値に揃えるための調整+78		

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		43132		5年		¥9,647,573				¥0		¥0		¥-2,393,756		¥863,660		¥8,117,477		OK						リース公正価値		JPY		63		43132		5年 ネン		9		0		0		0		-2 		0		8

								147.60
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のれん明細202009



		2020年09月度　のれん明細																														2020年09月度　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21050		ウェザーマップ				326,465,927		42156		5年 ネン		4,119,787								(4,119,787)				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21050		ウェザーマップ				326465927		42156		5年		4119787		0		0		0		-4119787		0		0

		21052		キャスター・プロ				(21,954,773)		42156		5年 ネン		(731,824)								731,824				0

作成者: 作成者:
2020/05償却終了		OK				21052		キャスター・プロ				-21954773		42156		5年		-731824		0		0		0		731824		0		0

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		41,735,578		20,551,015						(18,891,343)				43,395,250		OK				21057		イマジカアロベイス		0		96433882		43101		5年		41735578		20551015		0		0		-18891343		0		43395250

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン				64,597,546						(3,229,878)				61,367,668		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64597546		44013		5年		0		64597546		0		0		-3229878		0		61367668

				IDSグループ小計 ショウケイ				465,542,582						45,123,541		85,148,561		0		0		(25,509,184)		0		104,762,918								IDSグループ小計 ショウケイ				465542582						45123541		85148561		0		0		-25509184		0		104762918

		21047		SDI Media Group, Inc.　		既存 キゾン		9,600,983,567		42186		10年 ネン		2,355,425,404				0		0		(221,684,988)		(38,042,910)		2,095,697,506						21047		SDI Media Group, Inc.　		既存		9600983567		42186		10年		2355425404		0		0		0		-221684988		-38042910		2095697506

						PPC		1,064,884,220		43132		10年 ネン		767,321,207				0		0		(46,524,966)		(57,133,470)		663,662,771										PPC		1064884220		43132		10年		767321207		0		0		0		-46524966		-57133470		663662771

				SDIグループ小計 ショウケイ				10,665,867,787						3,122,746,611		0		0		0		(268,209,954)		(95,176,380)		2,759,360,277		OK						SDIグループ小計 ショウケイ				10665867787						3122746611		0		0		0		-268209954		-95176380		2759360277

						のれん 計 ケイ		11,131,410,369						3,167,870,152		85,148,561		0		0		(293,719,138)		(95,176,380)		2,864,123,195										のれん 計		11131410369						3167870152		85148561		0		0		-293719138		-95176380		2864123195

																		(388,895,518)																														-388895518		0		0		0



		SDI　無形固定資産明細																														SDI　無形固定資産明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1223010		SDI商標権 ショウヒョウケン				2,014,915,500		42186		10年 ネン		964,593,632								(90,784,395)		(15,579,330)		858,229,907						1223010		SDI商標権				2014915500		42186		10年		964593632		0		0		0		-90784395		-15579330		858229907

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク		既存 キゾン		3,027,780,000		42186		15年 ネン		1,572,844,622								(97,875,980)		(25,648,820)		1,449,319,822						1228110		顧客契約		既存		3027780000		42186		15年		1572844622		0		0		0		-97875980		-25648820		1449319822

						PPC		1,241,307,279		43132		13年 ネン		991,525,762								(54,259,745)		(73,987,976)		863,278,041										PPC		1241307279		43132		13年		991525762		0		0		0		-54259745		-73987976		863278041

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		PPC		85,607,398		43132		7年 ネン		61,359,647								(5,528,352)		(4,519,186)		51,312,109						1223000		商標権		PPC		85607398		43132		7年		61359647		0		0		0		-5528352		-4519186		51312109

				無形固定資産 計		無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		6369610177						3,590,323,663		0		0				(248,448,472)		(119,735,312)		3,222,139,879										無形固定資産 計		6369610177						3590323663		0		0		0		-248448472		-119735312		3222139879

																						(368,183,784)																														-368183784



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		17,501,020,546						6,758,193,815		85,148,561		0		0		(542,167,610)		(214,911,692)		6,086,263,074										のれん + 無形固定資産 計		17501020546						6758193815		85148561		0		0		-542167610		-214911692		6086263074

																						(757,079,302)																														-757079302





		※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ																														※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ



		①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：ポンド、ドル) タンイ						①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：千ポンド、千ドル) タンイ セン セン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£5,339,770.84		£0.00						-£340,836.44				£4,998,934.40		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		5,339		0		0		0		-340 		0		4,998

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,900,000.04		£0.00						-£397,500.00				£6,502,500.04		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,900		0		0		0		-397 		0		6,502

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£427,000.05		£0.00						-£40,500.05				£386,500.00		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		427		0		0		0		-40 		0		386

				換算レート（GBP⇒USD）																		2020年09月度期中平均				2020年09月度期末日								換算レート（GBP⇒USD）																		2020年09月度期中平均				2020年09月度期末日

																						1.26				1.23																										1.26				1.23

				のれん		USD		US$9,503,652.12		43132		10年 ネン		US$7,003,661.98		US$0.00						-US$429,712.44		-US$414,094.60		US$6,159,854.94		OK						のれん		USD		9,503		43132		10年 ネン		7,003		0		0		0		-429 		-414 		6,159

				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		US$11,346,133.34		43132		13年 ネン		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$501,152.17		-US$536,313.88		US$8,012,604.80		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		11,346		43132		13年 ネン		9,050		0		0		0		-501 		-536 		8,012

				商標権 ショウヒョウケン		USD		US$782,491.95		43132		7年 ネン		US$560,055.19		US$0.00						-US$51,060.79		-US$32,735.73		US$476,258.67		OK						商標権 ショウヒョウケン		USD		782		43132		7年 ネン		560		0		0		0		-51 		-32 		476





		②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン						②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				既存 キゾン		USD		US$44,190,311.00

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		US$21,498,954.04								-US$2,047,519.98				US$19,451,434.06								既存 キゾン		USD		44,190

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000						

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上																																42186		10年 ネン		21,498		0		0		0		-2,047 		0		19,451

				PPC		USD		US$9,503,652.12		43132		10年		US$7,003,661.98		US$0.00		US$0.00				-US$429,712.44		-US$414,094.60		US$6,159,854.94								PPC		USD		9,503		43132		10年		7,003		0		0		0		-429 		-414 		6,159

				のれん　計		USD								US$28,502,616.02		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$2,477,232.42		-US$414,094.60		US$25,611,289.00		OK						のれん　計		USD								28,502		0		0		0		-2,477 		-414 		25,611

				既存 キゾン		USD		US$25,200,000.00		42186		15年 ネン		US$14,356,011.52								-US$903,999.07				US$13,452,012.45								既存 キゾン		USD		25,200		42186		15年 ネン		14,356		0		0		0		-903 		0		13,452

				PPC		USD		US$11,346,133.34		43132		13年		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$501,152.17		-US$536,313.88		US$8,012,604.80								PPC		USD		11,346		43132		13年		9,050		0		0		0		-501 		-536 		8,012

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								US$23,406,082.37		US$0.00						-US$1,405,151.24		-US$536,313.88		US$21,464,617.25		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								23,406		0		0		0		-1,405 		-536 		21,464

				PPC		USD		US$19,418,423.57		43132		7年		US$560,055.19		US$0.00						-US$51,060.79		-US$32,735.73		US$476,258.67								PPC		USD		19,418		43132		7年		560		0		0		0		-51 		-32 		476

				商標権　計 ショウヒョウケン		USD								US$560,055.19		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$51,060.79		-US$32,735.73		US$476,258.67								商標権　計 ショウヒョウケン		USD								560		0		0		0		-51 		-32 		476

				換算レート（USD⇒JPY）																		2020年09月度期中平均				2020年09月度期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2020年09月度期中平均				2020年09月度期末日

																						108.27				107.74																										108.27				107.74

				既存 キゾン		JPY		¥5,309,465,867		42186		10年		¥2,355,425,404				¥0		¥0		¥-221,684,988		¥-38,042,910		¥2,095,697,506		OK						既存 キゾン		JPY		5,309

作成者: 作成者:
2015年6月末：9,600,983,567
2016年3月減損：△4,305,090,540		42186		10年		2,355		0		0		0		-221 		-38 		2,095

				PPC		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥767,321,207		¥0						¥-46,524,966		¥-57,133,470		¥663,662,771								PPC		JPY		1,039		43132		10年		767		0		0		0		-46 		-57 		663

				のれん　計		JPY								¥3,122,746,611		¥0						¥-268,209,954		¥-95,176,380		¥2,759,360,277		OK						のれん　計		JPY				FX				3,122		0		0		0		-268 		-95 		2,759

				既存 キゾン		JPY		¥3,027,780,000		42186		15年		¥1,572,844,622								¥-97,875,980		¥-25,648,820		¥1,449,319,822		OK						既存 キゾン		JPY		3,027		42186		15年		1,572		0		0		0		-97 		-25 		1,449

				PPC		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥991,525,762		¥0						¥-54,259,745		¥-73,987,976		¥863,278,041								PPC		JPY		1,241		43132		13年		991		0		0		0		-54 		-73 		863

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								¥2,564,370,384		¥0						¥-152,135,725		¥-99,636,796		¥2,312,597,863		OK						顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								2,564		0		0		0		-152 		-99 		2,312

				PPC		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥61,359,647		¥0						¥-5,528,352		¥-4,519,186		¥51,312,109								PPC		JPY		85		43132		7年		61		0		0		0		-5 		-4 		51

				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								¥61,359,647		¥0		¥0		¥0		¥-5,528,352		¥-4,519,186		¥51,312,109		OK						商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								61		0		0		0		-5 		-4 		51
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のれん明細202106



		2021年06四半期　のれん明細																																2021年06四半期　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21063		PPC Creative Limited				1,064,884,220		43132		10年 ネン		651,295,258				0				(24,882,763)		56,746,995		683,159,490						21063		PPC Creative Limited				1,064		43132		10年		651		0		0		0		(24)		56		683

		21062		Pixelogic Holdings, LLC

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）				11,598,761,963		44197		10年 ネン		11,308,792,916								(296,692,968)		774,315,421		11,786,415,369						21062		Pixelogic Holdings, LLC				11,598		44197		10年		11,308		0		0		0		(296)		774		11,786

				IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663,646,183						11,960,088,174		0		0		0		(321,575,731)		831,062,416		12,469,574,859		OK						IEMSグループ小計 ショウケイ				12,663						11,960		0		0		0		(321)		831		12,469

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		33,751,860								(4,821,693)				28,930,167		OK				21057		イマジカアロベイス				96		43101		5年		33		0		0		0		(4)		0		28

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン		54,907,914								(3,229,878)				51,678,036		OK				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64		44013		5年		54		0		0		0		(3)		0		51

				IDSグループ小計 ショウケイ				161,031,428						88,659,774		0		0		0		(8,051,571)		0		80,608,203								IDSグループ小計 ショウケイ				161						88		0		0		0		(8)		0		80

		21065		主婦の友インフォス シュフ トモ

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				17,016,649

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）		43647		5年 ネン				11,060,822

作成者: 過年度償却分控除後						(850,833)				10,209,989		OK				21065		主婦の友インフォス				17		43647		5年		0		11		0		0		(0)		0		10

		21065		主婦の友インフォス（単体） シュフ トモ タンタイ				7,556,849		44105		5年 ネン				6,801,165						(377,841)				6,423,324		OK				21065		主婦の友インフォス（単体）				7		44105		5年		0		6		0		0		(0)		0		6

				OLMグループ小計 ショウケイ				24,573,498						0		17,861,987		0		0		(1,228,674)		0		16,633,313								OLMグループ小計 ショウケイ				24						0		17		0		0		(1)		0		16

		21069		フォトニックラティス				178,316,349		44197		5年 ネン				169,400,532

作成者: 過年度償却分控除後						(8,915,817)				160,484,715		OK				21069		フォトニックラティス				178		44197		5年		0		169		0		0		(8)		0		160

				PTグループ小計 ショウケイ				178,316,349						0		169,400,532		0		0		(8,915,817)		0		160,484,715								PTグループ小計 ショウケイ				178						0		169		0		0		(8)		0		160

						のれん 計 ケイ		13,027,567,458						12,048,747,948		187,262,519		0		0		(339,771,793)		831,062,416		12,727,301,090										のれん 計		13,027						12,048		187		0		0		(339)		831		12,727

																		491,290,623																														491		0		0		0



		Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																Pixelogic　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228115		技術資産 ギジュツシサン				807,300,000		44197		5年 ネン		766,935,000		0		0		0		(41,301,000)		51,550,200		777,184,200						1228115		技術資産				807		44197		5年		766		0		0		0		(41)		51		777

						無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		807,300,000						766,935,000		0		0		0		(41,301,000)		51,550,200		777,184,200										無形固定資産 計		807						766		0		0		0		(41)		51		777

																		10,249,200																														10		0		0		0



		PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ																																PPC　無形固定資産明細 ムケイコテイシサンメイサイ

																										（単位：円) タンイ エン																														（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高												取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク				1,241,307,279		43132		13年 ネン		853,601,105		0		0		0		(28,654,470)		74,542,376		899,489,011						1228110		顧客契約				1,241		43132		13年		853		0		0		0		(28)		74		899

		1223000		商標権 ショウヒョウケン				85,607,398		43132		7年 ネン		48,377,720		0		0		0		(3,139,216)		4,160,129		49,398,633						1223000		商標権				85		43132		7年		48		0		0		0		(3)		4		49

		1236000		リース公正価値				63,319,928		43132		5年 ネン		9,647,573		0		0		0		(1,168,074)		806,529		9,286,028						1223000		リース公正価値				63		43132		5年		9		0		0		0		(1)		0		9

						無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		1,390,234,605						911,626,398		0		0		0		(32,961,760)		79,509,034		958,173,672										無形固定資産 計		1,390						911		0		0		0		(32)		79		958

																		46,547,274																														46		0		0		0



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		15,225,102,063						13,727,309,346		187,262,519		0		0		(414,034,553)		962,121,650		14,462,658,962										のれん + 無形固定資産 計		15,225						13,727		187		0		0		(414)		962		14,462

																		548,087,097																														548		0		0		0



		※PXL、PPC　換算明細 カンザン メイサイ																																※PXL、PPC　換算明細



		①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY） ムケイシサン カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン								①PXLのれん、無形資産換算（USD→JPY）																						（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		USD		US$112,065,332.98		44197		10年 ネン		US$109,263,699.67								-US$2,801,633.29

作成者: 作成者:
端数調整+0.02				US$106,462,066.38		OK						のれん		USD		112,065		44197		10年 ネン		109,263		0		0		0		-2,801 		0		106,462

				技術資産 ギジュツシサン		USD		US$7,800,000.00		44197		5年 ネン		US$7,410,000.00								-US$390,000.00				US$7,020,000.00		OK						技術資産 ギジュツシサン		USD		7,800		44197		5年 ネン		7,410		0		0		0		-390 		0		7,020

				換算レート（USD⇒JPY）																		2021年06四半期期中平均				2021年06四半期期末日								換算レート（USD⇒JPY）																		2021年06四半期期中平均				2021年06四半期期末日

																						105.90				110.71																										105.90				110.71

				のれん		JPY		¥11,598,761,963		44197		10年 ネン		¥11,308,792,916								¥-296,692,968

作成者: 作成者:
DIVA上の値に揃えるための調整-3		¥774,315,421		¥11,786,415,369		OK						のれん		JPY		11,598		44197		10年 ネン		11,308		0		0		0		-296 		774		11,786

				技術資産 ギジュツシサン		JPY		¥807,300,000		44197		5年 ネン		¥766,935,000								¥-41,301,000		¥51,550,200		¥777,184,200		OK						技術資産 ギジュツシサン		JPY		807		44197		5年 ネン		766		0		0		0		-41 		51		777

		②PPC換算（GBP→JPY） カンザン																								（単位：ポンド、円) タンイ エン								②PPC換算（GBP→JPY）																						（単位：千ポンド、百万円) タンイ セン ヒャクマン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク

作成者: 作成者:
2021/2までの償却費については、SDIサブ連決で計上		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																								売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£4,658,097.97								-£170,418.21				£4,487,679.76		OK						のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		4,658		0		0		0		-170 		0		4,487

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,105,000.04								-£196,250.05

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため-0.04				£5,908,749.99		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,105		0		0		0		-196 		0		5,908

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£346,000.00								-£21,500.01				£324,499.99		OK						商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		346		0		0		0		-21 		0		324

				リース公正価値 コウセイカチ		GBP		£429,000.00		43132		5年		£68,999.95								-£7,999.96

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05				£60,999.99		OK						リース公正価値 コウセイカチ		GBP		429		43132		5年		68		0		0		0		-7 		0		60

				換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年06四半期期中平均				2021年06四半期期末日								換算レート（GBP⇒JPY）																		2021年06四半期期中平均				2021年06四半期期末日

																						146.01				152.23																										146.01				152.23

				のれん		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥651,295,258				¥0		¥0		¥-24,882,763		¥56,746,995		¥683,159,490		OK						のれん		JPY		1,039		43132		10年 ネン		651		0		0		0		-24 		56		683

				顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥853,601,105				¥0		¥0		¥-28,654,470		¥74,542,376		¥899,489,011		OK						顧客契約 コキャク ケイヤク		JPY		1,241		43132		13年 ネン		853		0		0		0		-28 		74		899

				商標権 ショウヒョウケン		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥48,377,720				¥0		¥0		¥-3,139,216		¥4,160,129		¥49,398,633		OK						商標権 ショウヒョウケン		JPY		85		43132		7年 ネン		48		0		0		0		-3 		4		49

				リース公正価値		JPY		¥63,319,928

作成者: 作成者:
リース契約有利差異の取得価額（円貨）については、のれん等の現地通貨・円貨からレートを計算して算出。														

作成者: 作成者:
末残を理論値に揃えるため+0.05		

作成者: 2020/12追加（PixelogicをIMGIのサブ連で上げるため）										

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 作成者:
2021年4月新規連結				

作成者: 作成者:
周年引当金を含めないこととなったため修正（2021/6）								

作成者: 過年度償却分控除後		

作成者: 過年度償却分控除後						

作成者: 作成者:
端数調整+0.02		

作成者: 作成者:
DIVA上の値に揃えるための調整-3		

作成者: 作成者:
実際のDIVA上末残		43132		5年		¥9,647,573				¥0		¥0		¥-1,168,074		¥806,529		¥9,286,028		OK						リース公正価値		JPY		63		43132		5年 ネン		9		0		0		0		-1 		0		9

								147.60
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のれん明細202006



		2020年06月度四半期　のれん明細																												2020年06月度四半期　のれん明細

																										（単位：円) タンイ エン																												（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高（減損後） キシュ ザンダカ ゲンソン ゴ

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高
（減損後）		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		21050		ウェザーマップ				326,465,927		42156		5年 ネン		4,119,787								(4,119,787)				0		2020/05償却終了 ショウキャク シュウリョウ		21050		ウェザーマップ				326465927		42156		5年		4119787		0		0		0		-4119787		0		0

		21052		キャスター・プロ				(21,954,773)		42156		5年 ネン		(731,824)								731,824				0		2020/05償却終了 ショウキャク シュウリョウ		21052		キャスター・プロ				-21954773		42156		5年		-731824		0		0		0		731824		0		0

		21057		イマジカアロベイス				96,433,882

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		43101		5年 ネン		41,735,578		20,551,015						(14,069,650)				48,216,943				21057		イマジカアロベイス		0		96433882.2		43101		5年		41735578		20551015.2		0		0		-14069650		0		48216943.2

		21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク

作成者: 2020/06 新規連結				64,597,546		44013		5年 ネン				64,597,546						0				64,597,546				21064		湘南ハイテク企画 ショウナン キカク				64597546		44013		5年		0		64597546		0		0		0		0		64597546

				IDSグループ小計 ショウケイ				465,542,582						45,123,541		85,148,561		0		0		(17,457,613)		0		112,814,489						WMグループ小計 ショウケイ				465542582.2						45123541		85148561.2		0		0		-17457613		0		112814489.2

		21047		SDI Media Group, Inc.　		既存 キゾン		9,600,983,567		42186		10年 ネン		2,355,425,404				0		0		(111,507,938)		(15,602,098)		2,228,315,368				21047		SDI Media Group, Inc.　		既存		9600983567		42186		10年		2355425404		0		0		0		-111507938		-15602098		2228315368

						PPC		1,064,884,220		43132		10年 ネン		767,321,207				0		0		(23,778,574)		(46,360,250)		697,182,383								PPC		1064884220		43132		10年		767321207		0		0		0		-23778574		-46360250		697182383

				SDIグループ小計 ショウケイ				10,665,867,787						3,122,746,611		0		0		0		(135,286,512)		(61,962,348)		2,925,497,751						SDIグループ小計 ショウケイ				10665867787						3122746611		0		0		0		-135286512		-61962348		2925497751

						のれん 計 ケイ		11,131,410,369						3,167,870,152		85,148,561		0		0		(152,744,125)		(61,962,348)		3,038,312,240								のれん 計		11131410369						3167870152		85148561.2		0		0		-152744125		-61962348		3038312240

																		(214,706,473)																												-214706473		0		0		0



		SDI　無形固定資産明細																												SDI　無形固定資産明細

																										（単位：円) タンイ エン																												（単位：百万円) タンイ ヒャクマン エン

								取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高										取得価額		償却開始
年月		償却
年数		期首残高		増加		減少								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却		一時償却		償却		為替換算調整勘定

		1223010		SDI商標権 ショウヒョウケン				2,014,915,500		42186		10年 ネン		964,593,632								(45,664,710)		(6,389,372)		912,539,550				1223010		SDI商標権				2014915500		42186		10年		964593632		0		0		0		-45664710		-6389372		912539550

		1228110		顧客契約 コキャク ケイヤク		既存 キゾン		3,027,780,000		42186		15年 ネン		1,572,844,622								(49,232,119)		(10,439,208)		1,513,173,295				1228110		顧客契約		既存		3027780000		42186		15年		1572844622		0		0		0		-49232119		-10439208		1513173295

						PPC		1,241,307,279		43132		13年 ネン		991,525,762								(27,731,764)		(60,006,377)		903,787,621								PPC		1241307279		43132		13年		991525762		0		0		0		-27731764		-60006377		903787621

		1228130		Screen技術				10,813,500		42186		3年 ネン		0												0		2018年度償却 ネンド ショウキャク		1228130		Screen技術				10813500		42186		3年		0		0		0		0		0		0		0

		1228140		Screenメンテナンス契約				288,360,000		42186		5年 ネン		0												0		2019/03売却 バイキャク		1228140		Screenメンテナンス契約				288360000		42186		5年		0		0		0		0		0		0		0

		1228120		翻訳家声優ネットワーク				254,718,000		42186		2年 ネン		0								0		0		0				1228120		翻訳家声優ネットワーク				254718000		42186		2年		0		0		0		0		0		0		0

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		Screen

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。		43,254,000		42186		5年 ネン		0												0		2019/03売却 バイキャク		1223000		商標権		Screen		43254000		42186		5年		0		0		0		0		0		0		0

		1223000		商標権 ショウヒョウケン		PPC		85,607,398		43132		7年 ネン		61,359,647								(2,825,500)		(3,676,373)		54,857,774				1223000		商標権		PPC		85607398		43132		7年		61359647		0		0		0		-2825500		-3676373		54857774

						無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン ケイ		6,369,610,177						3,590,323,663		0		0				(125,454,093)		(80,511,330)		3,384,358,240								無形固定資産 計		6369610177						3590323663		0		0		0		-125454093		-80511330		3384358240

																						(205,965,423)																												-205965423



						のれん + 無形固定資産 計 ムケイ コテイ シサン		17,501,020,546						6,758,193,815		85,148,561		0		0		(278,198,218)		(142,473,678)		6,422,670,480								のれん + 無形固定資産 計		17501020546						6758193815		85148561.2		0		0		-278198218		-142473678		6422670480

																						(420,671,896)																												-420671896





		※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ																												※SDI（含むPPC）　換算明細 フク カンザン メイサイ



		①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：ポンド、ドル) タンイ				①PPC換算（GBP→USD） カンザン																								（単位：千ポンド、千ドル) タンイ セン セン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高								通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				のれん		GBP		£7,044,316.03		43132		10年 ネン		£5,339,770.84		£0.00						-£170,418.22				£5,169,352.62		OK				のれん		GBP		7,044		43132		10年 ネン		5,339		0		0		0		-170 		0		5,169

				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		£8,410,003.60		43132		13年 ネン		£6,900,000.04		£0.00						-£198,750.00				£6,701,250.04		OK				顧客契約 コキャク ケイヤク		GBP		8,410		43132		13年 ネン		6,900		0		0		0		-198 		0		6,701

				商標権 ショウヒョウケン		GBP		£580,000.24		43132		7年 ネン		£427,000.05		£0.00						-£20,250.05				£406,750.00		OK				商標権 ショウヒョウケン		GBP		580		43132		7年 ネン		427		0		0		0		-20 		0		406

				換算レート（GBP⇒USD）																		2020年06月度四半期期中平均				2020年06月度四半期期末日						換算レート（GBP⇒USD）																		2020年06月度四半期期中平均				2020年06月度四半期期末日

																						1.28				1.24																								1.28				1.24

				のれん		USD		US$9,503,652.12		43132		10年 ネン		US$7,003,661.98		US$0.00						-US$218,312.28		-US$379,189.79		US$6,406,159.91		OK				のれん		USD		9,503		43132		10年 ネン		7,003		0		0		0		-218 		-379 		6,406

				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		US$11,346,133.34		43132		13年 ネン		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$254,606.72		-US$490,882.48		US$8,304,581.65		OK				顧客契約 コキャク ケイヤク		USD		11,346		43132		13年 ネン		9,050		0		0		0		-254 		-490 		8,304

				商標権 ショウヒョウケン		USD		US$782,491.95		43132		7年 ネン		US$560,055.19		US$0.00						-US$25,941.06		-US$30,045.64		US$504,068.49		OK				商標権 ショウヒョウケン		USD		782		43132		7年 ネン		560		0		0		0		-25 		-30 		504





		②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：ドル、円) タンイ エン				②SDI（PPC含む）換算（USD→JPY） フク カンザン																								（単位：千ドル、百万円) タンイ セン ヒャクマンエン エン

						通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高								通貨 ツウカ		取得価額 シュトク カガク		償却開始
年月 ショウキャク カイシ ネンゲツ		償却
年数 ショウキャク ネンスウ		期首残高 キシュ ザンダカ		増加 ゾウカ		減少 ゲンショウ								期末残高

																		売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ																						売却 バイキャク		一時償却 イチジ ショウキャク		償却 ショウキャク		為替換算調整勘定 カワセ カンザン チョウセイ カンジョウ

				既存 キゾン		USD		US$44,190,311.00

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		US$21,498,954.04								-US$1,023,759.99				US$20,475,194.05						既存 キゾン		USD		44,190

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		42186		10年 ネン		21,498		0		0		0		-1,023 		0		20,475

				PPC		USD		US$9,503,652.12		43132		10年		US$7,003,661.98		US$0.00		US$0.00				-US$218,312.28		-US$379,189.79		US$6,406,159.91						PPC		USD		9,503		43132		10年		7,003		0		0		0		-218 		-379 		6,406

				のれん　計		USD								US$28,502,616.02		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$1,242,072.27		-US$379,189.79		US$26,881,353.96		OK				のれん　計		USD								28,502		0		0		0		-1,242 		-379 		26,881

				既存 キゾン		USD		US$25,200,000.00		42186		15年 ネン		US$14,356,011.52								-US$452,002.56				US$13,904,008.96						既存 キゾン		USD		25,200		42186		15年 ネン		14,356		0		0		0		-452 		0		13,904

				PPC		USD		US$11,346,133.34		43132		13年		US$9,050,070.85		US$0.00						-US$254,606.72		-US$490,882.48		US$8,304,581.65						PPC		USD		11,346		43132		13年		9,050		0		0		0		-254 		-490 		8,304

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								US$23,406,082.37		US$0.00						-US$706,609.28		-US$490,882.48		US$22,208,590.61		OK				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		USD								23,406		0		0		0		-706 		-490 		22,208

				Screen		USD		US$360,000.00		42186		5年 ネン		US$0.00												US$0.00		2019/03売却 バイキャク				Screen		USD		360,000		42186		5年 ネン		0		0		0		0		0		0		0

				PPC		USD		US$19,418,423.57		43132		7年		US$560,055.19		US$0.00						-US$25,941.06		-US$30,045.64		US$504,068.49						PPC		USD		19,418		43132		7年		560		0		0		0		-25 		-30 		504

				商標権　計 ショウヒョウケン		USD								US$560,055.19		US$0.00		US$0.00		US$0.00		-US$25,941.06		-US$30,045.64		US$504,068.49						商標権　計 ショウヒョウケン		USD								560		0		0		0		-25 		-30 		504

				換算レート（USD⇒JPY）																		2020年06月度四半期期中平均				2020年06月度四半期期末日						換算レート（USD⇒JPY）																		2020年06月度四半期期中平均				2020年06月度四半期期末日

																						108.92				108.83																								108.92				108.83

				既存 キゾン		JPY		¥5,309,465,867		42186		10年		¥2,355,425,404				¥0		¥0		¥-111,507,938		¥-15,602,098		¥2,228,315,368		OK				既存 キゾン		JPY		5,309

作成者: 作成者:
2015年6月末：9,600,983,567
2016年3月減損：△4,305,090,540		

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000		

作成者: 作成者:
2015年6月末：79,908,311
2016年3月減損：△35,718,000						

作成者: 作成者：
4月月次のみ更新		

作成者: 2020/06 新規連結				

作成者: 2020/06 追加取得
一体取引として扱うため、追加取得持分と追加投資額との差額についてはのれんとして計上		

作成者: 作成者:
10月期よりScreenへ変更。																																42186		10年		2,355		0		0		0		-111 		-15 		2,228

				PPC		JPY		¥1,039,733,297		43132		10年		¥767,321,207		¥0						¥-23,778,574		¥-46,360,250		¥697,182,383						PPC		JPY		1,039		43132		10年		767		0		0		0		-23 		-46 		697

				のれん　計		JPY				FX				¥3,122,746,611		¥0						¥-135,286,512		¥-61,962,348		¥2,925,497,751		OK				のれん　計		JPY				FX				3,122		0		0		0		-135 		-61 		2,925

				既存 キゾン		JPY		¥3,027,780,000		42186		15年		¥1,572,844,622								¥-49,232,119		¥-10,439,208		¥1,513,173,295		OK				既存 キゾン		JPY		3,027		42186		15年		1,572		0		0		0		-49 		-10 		1,513

				PPC		JPY		¥1,241,307,279		43132		13年		¥991,525,762		¥0						¥-27,731,764		¥-60,006,377		¥903,787,621						PPC		JPY		1,241		43132		13年		991		0		0		0		-27 		-60 		903

				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								¥2,564,370,384		¥0						¥-76,963,883		¥-70,445,585		¥2,416,960,916		OK				顧客契約　計 コキャク ケイヤク		JPY								2,564		0		0		0		-76 		-70 		2,416

				Screen		JPY		¥43,254,000		42186		5年		¥0				¥0		¥0		¥0		¥0		¥0		2019/03売却 バイキャク				Screen		JPY		43,254,000		42186		5年		0		0		0		0		0		0		0

				PPC		JPY		¥85,607,398		43132		7年		¥61,359,647		¥0						¥-2,825,500		¥-3,676,373		¥54,857,774						PPC		JPY		85		43132		7年		61		0		0		0		-2 		-3 		54

				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								¥61,359,647		¥0		¥0		¥0		¥-2,825,500		¥-3,676,373		¥54,857,774		OK				商標権　計 ショウヒョウケン		JPY								61		0		0		0		-2 		-3 		54
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CF→CF担当者別ファイルで更新

								ERROR:#N/A		2019/09累計四半期

								ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				（単位：円）　				2019年3月期　2Q		2020年3月期　2Q		←更新 コウシン

						税金等調整前当期純利益		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						減価償却費		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						のれん償却費		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						売上債権の増減額		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						たな卸資産の増減額		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						仕入債務の増減額		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						法人税等の支払額		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						営業活動によるキャッシュ・フロー		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						短期貸付けによる支出 タンキ カシツケ シシュツ		ー		△ 1,650,750,000

						短期貸付金の回収による収入 タンキ カシツケ キン カイシュウ シュウニュウ		ー		555,000,000

						有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		2,209,031		2,673,292,368

						関係会社株式の取得による支出 カンケイ カイシャ カブシキ シュトク シシュツ		△ 69,781,379		△ 3,000,456,636

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						投資活動によるキャッシュ・フロー 		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク		371,568,226		601,533,080

						長期借入金の返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△ 1,244,513,736		△ 1,240,418,780

						自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		△ 512,000,000		ー

						配当金の支払額 ハイトウキン シハラ ガク		△ 445,314,590		△ 220,266,130

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						財務活動によるキャッシュ・フロー 		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						現金および現金同等物の増減額（△は減少）		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

						現金および現金同等物の四半期末残高		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)		プロジェクトコードの桁数が不正です(不足)

										百万円未満切捨 ヒャクマンエン ミマン キ ス

				（単位：百万円）　 ヒャクマン				2019年3月期　2Q		2020年3月期　2Q

						税金等調整前当期純利益		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						減価償却費		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						のれん償却費		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						売上債権の増減額		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						たな卸資産の増減額		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						仕入債務の増減額		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						法人税等の支払額		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						営業活動によるキャッシュ・フロー		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						短期貸付けによる支出 タンキ カシツケ シシュツ		ー		△ 1,650

						短期貸付金の回収による収入 タンキ カシツケ キン カイシュウ シュウニュウ		ー		555

						有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		2		2,673

						関係会社株式の取得による支出 カンケイ カイシャ カブシキ シュトク シシュツ		△ 69		△ 3,000

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						投資活動によるキャッシュ・フロー 		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲン ガク		371		601

						長期借入金の返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		△ 1,244		△ 1,240

						自己株式の取得による支出 ジコ カブシキ シュトク シシュツ		△ 512		ー

						配当金の支払額 ハイトウキン シハラ ガク		△ 445		△ 220

						その他		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						財務活動によるキャッシュ・フロー 		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						現金および現金同等物の増減額（△は減少）		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

						現金および現金同等物の四半期末残高		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





EBITDA

		当期 トウキ

						6102021406		6102021309		6102021412		6002022503

						2021/06累計四半期		2021/09累計四半期		2021/12累計四半期		2022/03年次決算

		9792000		営業利益		(255,924,717)		431,751,813		1,938,305,918		3,417,771,469

		5900000		売上原価(減価償却費)		140,562,857		280,397,995		449,688,098		669,417,600

		5900001		売上原価(リース償却)		42,016,188		82,505,956		125,321,636		164,941,955

		6132000		減価償却費(販管)		264,532,769		563,163,104		868,310,498		1,157,733,304		※顧客契約、商標権償却含む コキャク ケイヤク ショウヒョウケン ショウキャク フク

		6132010		リース償却費（販管）		6,890,410		13,455,958		17,013,089		54,386,603

		6149800		のれん償却額		339,771,793		690,800,442		1,043,436,135		1,406,351,203								事業セグメント組替種別 ジギョウ クミカエシュベツ

		6133200		賃借料(販管)

FIERTE: PPCリース有利差異は仕訳金額を参照するため他の科目とは関数が異なる点に留意
		1168074		2393756		3608157		4,834,232		※PPC　リース有利差異 						15



				EBITDA		539,017,374		2,064,469,024		4,445,683,531		6,875,436,366



				(参考) サンコウ

						2021/06累計四半期		2021/09累計四半期		2021/12累計四半期		2022/03年次決算

				単四半期 タンシハンキ		539,017,374		1,525,451,650		2,381,214,507		2,429,752,835

				直前四半期との差額 チョクゼン シハンキ サガク		-		986,434,276		855,762,857		48,538,328

				前年同期との差額 ゼンネン ドウキ サガク		399,631,643		137,893,346		1,597,261,782		2,169,049,031

		前期 ゼンキ

						9932019406		9932019309		9932019412		9932020503

						2019/06累計四半期-過年度遡及		2019/09累計四半期-過年度遡及		2019/12累計四半期-過年度遡及		2020/03年次決算-過年度遡及

		9792000		営業利益		(681,744,008)		275,462,395		357,622,314		1,351,721,449

		5900000		売上原価(減価償却費)		160,240,511		322,183,589		492,095,082		680,003,086

		5900001		売上原価(リース償却)		88,794,565		178,770,494		272,265,469		371,797,816

		6132000		減価償却費(販管)		415,104,197		840,482,613		1,268,489,820		1,694,308,658		※顧客契約、商標権償却含む コキャク ケイヤク ショウヒョウケン ショウキャク フク

		6132010		リース償却費（販管）		10,864,396		18,088,238		25,046,580		31,599,605

		6149800		のれん償却額		146,126,070		291,588,349		432,902,484		576,956,721

		6133200		賃借料(販管)

FIERTE: PPCリース有利差異は仕訳金額を参照するため他の科目とは関数が異なる点に留意
		0		0		0		0		※PPC　リース有利差異 



				EBITDA		139,385,731		1,926,575,678		2,848,421,749		4,706,387,335









Major Topics for April to July 2021

Apr. 5, 2021
P.I.C.S.

May 26, 2021
Photron

Jun. 1, 2021
IMAGICA Entertainment

Media services

Jul. 7, 2021
IMAGICA Entertainment

Media Services, IMAGICA Lab.

The TV animation "ODD TAXI," 
planned and written by P.I.C.S., 
aired from April to June 2021 in TV 
Tokyo's late-night slot. Currently 
available on Amazon Prime Video!

*As of July 2021

Animation
Produced by 

P.I.C.S.×OLM

© P.I.C.S./Odogawa Kotsu Partners

Launched a new version of the 
learning video sharing platform 
"CLEVAS" for educational and 
training institutions that supports 
Zoom integration.

Absorbed IMAGICA SDI Studio and 
commenced operations as 
Shiodome Sound Studio

Received awards at the 25th JPPA 
AWARDS 2021, a competition for 
video and audio technology

Jul. 22, 2021
IMAGICA Entertainment

Media Services

Jun. 29, 2021
IMAGICA GROUP

Jun. 30, 2021
Imagica Digital Scape

Jul. 15, 2021
ROBOT

First in Japan! Introduced DTS: X 
system in the preview room to 
realize surround sound that 
enhances immersive feeling

Participated as the Gold Sponsor in 
the International Conference 
SIGGRAPH Asia 2021 on CGs and 
interactive technologies. Plan to 
introduce a number of examples of 
the Group's latest technologies and 
applications to the industrial field

The company has been certified as 
a Silver Partner by an international 
certification group (ISTQB) for its 
software testing.
Aiming to expand test operations 
such as games, web, and apps

Started airing the new ABEMA 
original-series drama "Sakeguse 50" 
directed by Yuki Kobayashi at 
ROBOT



Aug. 23, 2021
IMAGICA Entertainment

Sep. 27, 2021
Photron

Sep. 28, 2021
COSMO SPACE

Oct. 12, 2021
ROBOT

Launched on-line sales of "Cine 
Keep 2TM", an ammonium acid 
gas absorption agent that is 
effective in preventing film from 
being stored

Japanese 2D CAD Software "Zu-
Nan RAPIDPRO21" and "Zu-Nan 
RAPID21" were released on 
October 27th for all people 
involved in drawings

Photography and content 
direction for MIYAVI Virtual Live 
6.0 in Kyoto Kiyomizu Temple 
"MIYAVI in KIYOMIZU".

Netflix original series "Alice in 
Borderland" received the Best 
Creative Beyond Border Award at 
the Asian Contents Awards

Major Topics for August to October 2021

Aug. 11, 2021
IMAGICA EEX

Aug. 19, 2021
IMAGICA EEX

Aug. 20, 2021
COSMO SPACE

Aug. 20, 2021
IMAGICA Entertainment

Joint development with W TOKYO 
of "Virtual TGC (beta version)," an 
application that allows visitors to 
experience Tokyo Girls Collection in 
a VR space

Launched "Freelance Support" 
service to support freelancers such 
as games, videos, and the web 
creators

Produced promotional video and 
curriculum video for 
"Gochisousama Cooking School," 
an online cooking school for 
children run by chef Shinpei 
Kurihara.

Film process staff won the 50th 
(FYE Mar 2021) Excellent 
Production Technology Award 
(formerly Shibata Award) 
sponsored by the Japan Association 
of Film Television Technologies.



Major Topics for October to December 2021
Oct. 25, 2021
IMAGICA EEX
COSMO SPACE

Nov. 1, 2021
Photron

Nov. 1, 2021
IMAGICA EEX

Nov. 24, 2021
IMAGICA GROUP

Created a fashion show in the 
Metaverse era at Tokyo Girls 
Collection with its spatial 
presentation and cutting-edge 
video technology!

Acquired all shares of ISLWARE Co., 
Ltd

Implemented a new form of online 
live distribution with NTT DoCoMo 
with the aim of expanding the live 
business

Notice of Investment and Business 
Alliance in Tokyo e-Sports Gate Co., 
Ltd.

Dec. 3, 2021
ROBOT

Dec. 12, 2021
IMAGICA GROUP

Dec. 28, 2021
ROBOT

Dec. 29, 2021
IMAGICA Lab.
COSMO SPACE

ROBOT's artist Yujin creates 
animation for NHK's Minna no Uta 
"Shin-kokyu" was broadcast from 
December 2021 to January 2022.

IMAGICA GROUP "Sustainability 
Site" is newly established - Aiming 
to realize an affluent and 
sustainable society with "visual" at 
its core.

NHK's SDGs campaign characters, 
"Ao to Kii," a short animation 
featuring Ao, the water fairy, and 
Kii, the light fairy, was broadcast 
on NHK E-television.

IMAGICA Lab. and COSMO SPACE 
provide technical cooperation for 
the MIYAVI Virtual Live 6.0 in 
Kyoto Kiyomizu Temple "MIYAVI in 
KIYOMIZU", a reenactment of the 
legendary live performance in a VR 
space.

(C)Mynavi TOKYO GIRLS COLLECTION 2021 AUTUMNWINTER



Major Topics for January to March 2022

Jan. 31, 2022
Photron

Feb. 8, 2022
COSMO SPACE

Feb. 15, 2022
Imagica Digital Scape

Feb. 17, 2022
Photron

Started offering Photron Live Cloud 
Service to transmit/share images 
with high quality and low delays

Produced "NEC Networks SII 
Digital×Town" 5G Lab Contents

Imagica Digital Scape sponsored 
e-sports Grand "REALFIGHT" 
online tournament for amateur 
gamers on Feb. 26 (Sat.)

Launched SQ CAD, a new 3D CAD 
software for the production 
engineering field

Mar. 14, 2022
IMAGICA EEX

Mar. 17, 2022
IMAGICA EEX

Mar. 25, 2022
Imagica Digital Scape

Mar. 31, 2022
Photron

Launched Virtual TGC, the official 
TGC metaverse that fully recreates 
the world of Tokyo Girls Collection!

Produce cutting-edge XR arena with 
large 4-sided LED panels and full-
scale XRImaging Systems & 
Solutions!

Announced the production of the 
animated film "Tenjin". Participated 
in the "Anime no Tane 2022" 
project commissioned by the 
Agency for Cultural Affairs.

Launched FASTCAM Nova S20, a 
high-end compact high-speed 
camera



Contact for inquiries:

DISCLAIMER: 
The forward-looking statements for the current and future business periods described in this document are formulated based on 
the plans and prospects of the Group as of the date on which these materials were disclosed. Actual performance may differ from 
numerical forecasts due to the uncertainties inherent in the judgments and assumptions made, as well as possibility of future
changes that may occur in business management and internal and external circumstances.

IMAGICA GROUP Inc.
Corporate Management Department

1-14-2 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-0022, Japan

Email：ir@imagicagroup.co.jp
URL：https://www.imagicagroup.co.jp/

Twitter：https://twitter.com/IMAGICAGROUP
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