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１．平成17年11月中間期の連結業績（平成17年６月１日～平成17年11月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月中間期 4,299 232.2 332 － 712 －

16年11月中間期 1,294 △8.1 △273 － △324 －

17年５月期 3,598 △1,012 △1,058

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年11月中間期 422 － 4,545 58 4,154 97

16年11月中間期 △1,424 － △141,481 59 － －

17年５月期 △3,764 △288,959 83 － －

（注）①持分法投資損益 17年11月中間期 △0百万円 16年11月中間期 △3百万円 17年５月期 2百万円

②期中平均株式数 (連結) 17年11月中間期 92,886株 16年11中間期 10,068株 17年５月期 13,028株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 14,216 8,040 56.6 74,578 99

16年11月中間期 7,377 2,054 27.8 132,487 10

17年５月期 6,057 1,392 23.0 64,625 33

（注）期末発行済株式数（連結） 17年11月中間期 107,810株 16年11月中間期 15,505株 17年５月期 21,550株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年11月中間期 △460 △5,057 4,774 1,679

16年11月中間期 △333 △798 2,004 1,408

17年５月期 46 △1,387 3,118 2,324

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 10社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ５社　 （除外） ２社 持分法（新規） －社　 （除外） １社

２．平成18年５月期の連結業績予想（平成17年６月１日～平成18年５月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 10,620 1,880 1,720

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　15,953円79銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の43ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社及び子会社10社（平成17年11月30日現在）で構成されております。当社が純粋持株会社と

してコンテンツ事業、流通事業、ファイナンス事業及びIT事業の４事業を中核事業とするグループ内子会社の経営管

理、資金調達及びグループ全体の情報の共有化等を行っております。

　コンテンツ事業では㈱アーティストフィルムが映像作品の企画・販売、㈱アーティストハウスパブリッシャーズ及

び㈱翔年社が出版、㈱ＢＢＭＣが音楽及び映像作品の企画・販売、㈱ジーワンがテレビ番組製作を行っており、流通

事業では㈱ツートップがＣＤ・ビデオ・ＤＶＤの２次流通、㈱ミュージックランドが楽器の販売を行っています。ファ

イナンス事業では㈱アーティストハウスインベストメント及びArtist House Investment Asia Limitedが上場及び未

上場有価証券への投資を行っており、IT事業では㈱アーティストハウスソリューションズがシステム構築・サポート

及びソフトウェア販売を行っております。

　当社グループの事業内容及び主な関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

 

(2）事業系統図および出資比率（平成17年11月30日現在）

 

名称 住所 資本金
議決権の
所有割合

主要な事業の内容

㈱アーティストフィル

ム
東京都渋谷区 10百万円 100.0％

洋画・邦画のビデオ・DVD製造・販売及び邦画・洋

画のプロデュース・製作出資

㈱アーティストハウス

パブリッシャーズ
東京都渋谷区 316百万円 100.0％

国内外の著作物の出版権獲得

書籍の企画・編集・出版及び販売

㈱ＢＢＭＣ 東京都渋谷区 23百万円 52.0％

PC・携帯電話向けのポータルサービス

音楽レーベル支援

音楽・映像ソフトの企画

㈱翔年社 東京都渋谷区 40百万円 66.0％
シニア向けエンターテイメント商品の企画開発

各出版物（書籍及び映像）の製作・販売

 ㈱ジーワン  東京都港区 12百万円 100.0% 

テレビ番組の企画・制作

CMの企画・制作

映像ソフト、音声ソフトの企画・制作

 ㈱ツートップ 東京都渋谷区 10百万円 100.0% ビデオ・DVDの二次流通
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名称 住所 資本金
議決権の
所有割合

主要な事業の内容

 ㈱ミュージックラン

ド
東京都新宿区 36百万円 67.5% 楽器の販売

 ㈱アーティストハウ

スインベストメント
東京都渋谷区 100百万円 95.0% 金融・投資事業

 Artist House 

Investmnet Asia 

Limited 

Hong Kong 0.2百万円 100.0% 金融・投資事業

  ㈱アーティストハウ

スソリューションズ
東京都渋谷区 10百万円 100.0% 

 システム構築・サポート

ソフトウェア販売

（注）１．㈱ツートップについては平成17年６月１日に株式交換により株式を取得し、㈱ミュージックランドについて

は平成17年７月５日に現金買収により株式を取得し、㈱ジーワンについては平成17年11月15日に株式交換に

より株式を取得したため、連結の範囲に含めております。

２．㈱アーティストハウスソリューションズについては平成17年８月22日に設立し、Artist House Investment 

Asia Limitedについては平成17年10月５日に設立したため、連結の範囲に含めております。

３．㈱ブロードバンドミュージックコミュニケーションズについては平成17年７月26日に㈱ＢＢＭＣに商号変更

を行っております。

４．㈱ワイズポリシー及び㈱クロスワープについては平成17年７月29日に保有株式を全て売却したため連結の範

囲から除外しております。

 

(3）事業別セグメントの売上高推移及び構成比

名称 名称
平成17年５月期

中間
平成18年５月期

中間
平成17年５月期

通期

コンテンツ事業

㈱アーティストフィルム

㈱アーティストハウスパブリッシャーズ

㈱ＢＢＭＣ

㈱翔年社

㈱ジーワン

1,085,693千円

（83.9%） 

1,939,567千円

（45.1％）

3,078,501千円

（85.5％）

流通事業
㈱ツートップ

㈱ミュージックランド

－千円

（0.0％）

2,359,700千円

（54.9％）

－千円

（0.0％）

IT事業 ㈱アーティストハウスソリューションズ
208,783千円

（16.1％）

380千円

（0.0％）

520,372千円

（14.5％）

ファイナンス事業

 

㈱アーティストハウスインベストメント

Artist House Investment Asia Limited

－千円

（0.0％）

-千円

（0.0％）

－千円

（0.0％）

（注）事業区分につきましては、従来「映像事業」、「出版事業」、「Ｅコマース事業」及び「その他」の４事業に区

分しておりましたが、当連結会計年度より「コンテンツ事業」、「流通事業」、「ファイナンス事業」及び「Ｉ

Ｔ事業」の４区分に変更しております。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社はユーザーに「感動」を与えることを信念とし、コンテンツ事業（出版や映像、音楽などの版権ビジネス）、

流通事業、ファイナンス事業及びIT事業を４つの中核事業と位置づけております。Ｍ＆Ａによるビジネスの拡大をは

かり、グループ内に取り込んだ企業と既存の事業でアイデアを共有することによるシナジーも活用し、企業価値を最

大化することを経営方針としております。

　コンテンツ事業では、グループ外から取得した版権やグループ内で発案したアイデアからいかに利益を上げるかが

重要な経営課題の一つとなっております。流通事業ではユーザーが真に欲する商品を的確に把握し販売することが重

要な経営課題の一つとなっております。ファイナンス事業ではいかに成長性のある銘柄を発掘し投資するかが重要な

経営課題の一つとなっており、また、IT事業ではいかにコンテンツ事業および流通事業の効率化に寄与できるかが重

要な経営課題の一つとなっております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題の一つと位置づけております。

　当社単体では配当可能利益の計上がないため現在まで利益配当を行えておりませんが、平成17年５月期の特別損失

計上および事業内容の見直し以降、利益体質への転換を進めております。早期に利益配当を実施できる体制へ移行す

る方針であります。

　なお、当社グループの事業および商品をより深くご理解いただくため、株主優待制度を導入させていただいており

ます。

　今後も株主の皆様方に報いるために、業績の向上に努め、企業価値の増大を図ってまいります。

(3）投資単位引下げに関する考え方及び方針

　投資単位の引下げは、株式の流動性の向上および株主数増加、個人投資家による資本参加の促進および株式市場の

活性化のために有効な手段であると認識しております。

　平成17年７月11日開催の当社取締役会における決議に基づき、平成17年９月30日をもって当社普通株式１株を４株

に分割しております。

(4）目標とする経営指標

　当社では業績予想として、売上高、経常利益、当期純利益を公表しております。平成17年５月期において、特別損

失を計上したことから、利益を計上できる体質に早急に改善することが至上命題となっております。従いまして、当

社は、営業利益、経常利益、および当期利益を、経営判断を行う上での重要な指標と位置づけております。また、経

営の効率性を判断する基準として１株当り利益も重要な指標と位置づけております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　平成17年６月より新年度を迎え、アーティストハウスは新生アーティストハウスグループとして生まれ変わりまし

た。ユーザーに対し広く深い「感動」を与える総合エンターテインメントグループを目指しております。

◇ニッチ集中型から事業ポートフォリオ型モデルへの転換

　平成17年５月期まではコンテンツ（主に出版、映像、音楽などの版権）事業に特化したニッチ集中型のグループ経

営をしておりましたが、収益性を改善し、成長性を確保するために、ニッチ集中型から事業ポートフォリオ型のグルー

プモデルへ転換しております。

　即ち、出版、映像、音楽などの版権を購入し商品化するだけでなく、Ｍ＆Ａにより新たにグループ内からアイデア

発案できる会社を取り込み、そのアイデアをグループ企業で最大限に売上および利益に転換してしていくことを推進

しております。また、Ｍ＆Ａにより流通事業を運営する会社を買収し、コンテンツ事業で製作した商品の流通の強化

をはかっております。さらに、ＩＴ事業を担う会社がコンテンツ事業およひ流通事業に対しシステム構築・サポート

を行うことで、グループ内シナジーの拡大を図ってまいります。ファイナンス事業では上場および未上場有価証券へ

の投資とともに、コンテンツ制作のためのファンド組成も目指しております。

◇持株会社が強化する機能

　グループ全体の経営戦略を立案し、グループ全体でのシナジー効果の拡大および収益の最大化を図ります。

　各事業会社が効率よくスピードをあげて付加価値の高いサービスを提供できるよう、情報の共有化と人材育成イ

　ンフラを整えます。
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◇グループ内の各事業会社の在り方

　個々の企業では、会計上の利益および営業キャッシュ・フローの拡大を目標としております。即ち、グループ企業

間のシナジーの最大化を図ることは勿論のこと、個々のグループ企業が単体で利益および営業キャッシュフローを拡

大することを重視しております。

(6）会社の対処すべき課題

　当社グループでは事業ポートフォリオの拡大が進んでおり、各事業で優秀な人材を確保・維持することが、当社グ

ループの各事業を成長軌道に乗せるために必要であり、経営の重要な課題と認識しております。当社では人材確保の

対策として、また、経営への参画意識・士気向上のためストックオプション制度を導入しております。今後につきま

しても、当社グループの業績と連動するインセンティブプランを実施し、社員のモチベーション向上及び人材の確保

に努めてまいります。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は株主の皆様を中心に全てのステークホルダーの方々を重視し、健全で透明性が高く、事業環境の変化に迅

速かつ的確に対応できる経営体制の構築に取組んでおります。

　そのため、情報開示を充実し、企業倫理や企業経営の健全性、適法性を高め、企業価値を高めることを基本方針

としております。

②　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等

◇取締役会

　経営方針、法定事項、その他経営に関する重要な事項を決定するため、毎月１回定時取締役会を開催しておりま

す。また、迅速な経営の意思決定のために随時、臨時取締役会を開催しております。

◇監査役会

　当社は監査役制度を採用しております。監査役会は３名（うち２名が社外監査役）で構成されており、取締役会

と同様に毎月１回実施しております。監査役は定時取締役会へ毎回出席し、取締役の職務執行を監視しております。

◇業務執行・監視体制

　当社は持株会社制を導入しており、当社のみならずグループ全体の業務執行の監視を行う体制を構築する必要が

あります。その為、当社の役員（非常勤監査役を除く）、グループ各社の代表取締役、並びに経営管理部門長によ

る経営会議を毎週開催しております。この体制により各社の業務執行を相互に監視し、グループ全体のコーポレー

ト・ガバナンスの充実を図っております。

◇内部監査体制

　専属の内部監査部署はないため、外部監査を活用しております。

◇弁護士・税理士等その他第三者の状況

　顧問契約を締結している弁護士、税理士、司法書士等より必要に応じてアドバイスを受けております。

－ 5 －



③　会計監査の状況

当社の会計監査業務はあずさ監査法人が行っており、業務執行社員は公認会計士酒井弘行、岡山賢治、田島祥朗の３

名であります。また、監査業務に係わる補助者の人数は８名であり、その構成は公認会計士２名、会計士補６名となっ

ております。

④　社外取締役及び社外監査役との関係

当社の取締役には現在、社外取締役はおりません。

監査役につきましては、鵜高利行、榊原正人は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１

項に定める社外監査役の要件を満たしております。社外監査役と当社との人的関係、資本関係またはその他利害関係

はございません。

⑤　コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当社は設立からの社歴も浅く、事業環境の変化に迅速に対応した機動的な経営判断が必要となるために、経営の

意思決定を行うための議論の場を数多く設けることを心がけております。具体的には取締役会を月１回以上開催し、

また、当社の役員（非常勤監査役を除く）、グループ各社の代表取締役、並びに経営管理部門長による経営会議を

毎週開催し、迅速かつ機動的な経営の意思決定がなされる体制を心がけてまいりました。

(8）親会社等に関する基本方針

　当社には、親会社は存在しませんが、平成17年11月末時点で10社の連結対象子会社があります。当該子会社と当社

の間で役員の兼務があります。

　また、当社は当該連結対象子会社の経営管理業務（経理業務・総務業務等）を請け負っておりますが、その経営管

理業務に対する報酬は市場相場を勘案し、適正な価格にて取引を行っております。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　①当期の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資の拡大や雇用の回復など改善傾向にはありますが、原油の高

騰や米国経済の景気減速懸念等の影響により、依然として不安定な状況が続いております。

　このような環境の中、当連結会計年度を『事業拡大』の年と位置付け、当中間期では第三者割当増資および新株予

約権発行による資金調達、Ｍ＆Ａ、事業業務提携の推進等、収益力の強化に繋がる施策を推進してまいりました。

　この結果、当中間期の業績は、売上高4,299百万円（前年同期比232.2％増）、営業利益332百万円（前年同期は273

百万円の損失）、経常利益712百万円（前年同期は324百万円の損失）、中間純利益は422百万円（前年同期は1,424百

万円の損失）となりました。

②事業の種類別セグメント

（コンテンツ事業）

　出版事業では「あるある性格診断ＢＯＯＫ」「きみに読む物語　もうひとつの愛の奇跡」「やさぐれぱんだ」な

ど１０タイトルをリリースし、映像事業では「オペラ座の怪人」「きみに読む物語」など５タイトルをリリースい

たしました。音楽配信事業においては、「Winter/Reflections(Boys Ⅱ Men)」などをリリースいたしました。映像

事業での「オペラ座の怪人」「きみに読む物語」のヒット、出版事業での業務提携先への販売増加等により売上高

および営業利益で前年同期を上回る結果となりました。

　この結果、売上高1,939百万円（前年同期比78.6％増）、営業利益149百万円（前年同期は160百万円の損失）とな

りました。なお、平成17年11月15日に株式交換により買収した㈱ジーワンの損益は平成17年12月分から連結するた

め、コンテンツ事業には含まれておりません。

（流通事業）

　平成17年６月に㈱ツートップを、平成17年７月に㈱ミュージックランドを買収したことにより、流通事業が新た

に当グループのコア事業となりました。㈱ツートップではＣＤ・ＤＶＤ・ビデオの２次流通（中古流通）を、㈱

ミュージックランドでは店舗での楽器の小売を行っております。

　当中間期では、売上高2,359百万円、営業利益452百万円となりました。

（ファイナンス事業）

　㈱アーティストハウスインベストメントでの上場・未上場有価証券への投資事業を行っております。また、平成　

17年10月にArtist House Investment Asia Limitedを設立しておりますが、平成17年11月末時点での投資実績はあ　

りませんので売上高は発生しておりませんが、営業損失として13百万円を計上しております。

（ＩＴ事業）

 平成17年㈱クロスワープがＥコマース事業を行っておりましたが、平成17年７月に保有全株式を売却したことによ

りＩＴ事業の規模が縮小しております。平成17年８月にデジタル配信・Eコマース・マーケティング事業を行う会社

として㈱アーティストハウスソリューションズを設立し、関係会社の通販事業（MODD事業）推進およびソフトウェ

アの販売を推進しておりますが、設立後間もないため未だ利益を出すまでには至っておりません。

　この結果、売上高0百万円（前年同期比99.8％減）、営業損失8百万円（前年同期比79.3％減）となりました。

(2）財政状態

　当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ645百万円減少し、1,679百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
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＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は460百万円（前年同期比38.2％増）となりました。これ

は主に売上債権および未収入金の増加、仕入債務の減少によるものであります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は5,057百万円（前年同期比533.3％増）となりました。

これは主に第三者割当増資引受等による有価証券証券取得による支出3,858百万円、貸付による支出831百万円により

資金の減少があったことによるものであります。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は4,774百万円（前年同期比138.2％増）となりました。

これは主に第三者割当増資3,500百万円および新株予約権行使による増資1,088百万円があったことによるものであり

ます。

平成17年５月中間期 平成18年５月中間期 平成17年５月期

自己資本比率（％） 27.8 56.6 23.0

時価ベースの自己資本比率（％） 74.2 212.6 150.8

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(3）通期の見通し

　当社は平成17年６月１日より新年度を迎え「New Artist House Group」としてスタートしました。当連結会計年度

では、コンテンツ事業におけるヒット作品の発生、Ｍ＆Ａにより連結に取り込んだ子会社の利益貢献および既存事業

とのシナジー効果により、当期純利益は1,720百万円となる予定であります。

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 円　銭

通期 10,620 1,880 1,720 15,953.79

（※）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々

な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合があります。
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４．当社の事業内容等に関する特別記載事項
　平成18年５月期中間期末現在において、当社グループの事業展開その他の事項に関して、投資者の判断に重要な影

響を及ぼす可能性があると認識しているリスク要因を以下に記載いたします。

(1）コンテンツ事業に関するリスク

①　委託販売制度について

　当社グループが営む出版事業においては、出版業界の慣行に従い、委託販売制度を採用しております。同制度は、

卸売会社を通じて書店に出版物が配本された後、約定期間内に限り商品の売れ行きに応じて返品を受け入れる事を

販売条件とするものであります。これは卸売会社との取引では配本された時点で売上が計上されますが、返品され

た分は逆に卸売会社に対して後で返金しなければならない仕組みであります。そのため当社グループでは、会計上、

売上を計上する時点で、返品見込数量を見積りその売買利益相当額を返品調整引当金として計上することにより、

売上と返品後の実態とのギャップが極力少なくなるよう努めております。

　しかしながら、返品見込数量を大きく上回るようなことも考えられ、そのような場合には当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

②　再販売価格維持制度について

　当社グループの主力製品である書籍の小売価格については、独占禁止法第23条に規定する著作物として、再販売

価格の決定・維持についての独占禁止法の適用除外を受けております。つまり定価販売しか許されないため、在庫

を値引き販売するなどの行為が制限されております。これは我が国の文化の普及など文化水準の維持を図っていく

上で不可欠なものとして、同一価格で全国的に広範囲に普及される体制を維持するため同法の規定で例外的に定価

販売が認められているものであります。当社の販売委託先から卸売会社または小売店への取引価格の決定に際して

は、定価に対する掛け率によっております。

　公正取引委員会は平成13年３月23日付の「著作物再販制度の取扱について」にて、同制度を廃止した場合の影響

等についての検討結果を発表しております。それによりますと「競争政策の観点からは同制度を廃止し、著作物の

流通において競争が促進されるべきであると考える。」としながらも、「なお同制度の廃止について国民的合意が

形成されるに至っていない状況にある。」と指摘し、「当面同制度を存置することが相当であると考える。」とし

ております。ただ、「公正取引委員会としては、今後とも著作物再販制度の廃止について国民的合意が得られるよ

う努力を傾注する」としており、同制度の廃止論議は今後も継続されるものと考えられます。

　仮に、再販売価格維持制度がなくなった場合、出版業界全体としては相当の影響があると思われますが、それを

予測する事は困難であります。

③　権利獲得から商品化に関するリスク

　当社グループが行う事業は、権利の買付けや獲得が業績に大きく影響を与えます。そのために当社グループにおき

ましては、出版事業は、海外のスカウトと呼ばれる情報提供者と独占契約を締結しております。他事業におきまして

もグループのネットワークを活用し、情報の入手経路を広げるように努力しておりますが、何らかの要因で権利の獲

得が十分に行えなくなった場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

　また、獲得した権利を商品化した際に、予想した程、消費者の需要がなかった場合には当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。

④　映像事業における製作の遅れなどについて

　映画製作現場を取り巻く環境下において、天災や人災など予想しがたい事態が起きた場合、あるいは俳優や製作

スタッフに体調不良等のような予測できない事情が発生した場合、製作スケジュールの大幅な遅れにつながる事が

考えられます。そのような場合、映画の興行延期などにつながり当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。

⑤　為替変動について

　国際映像事業及び映画配給事業は、海外との取引が多いため、契約時と入出金時の為替相場の変動により、為替

差損益が生じる可能性があります。このようなリスクに対して、先物予約やオプション取引等の為替ヘッジ手段の

導入も検討していきたいと考えております。しかしながら為替ヘッジ導入前に大きな為替変動が起きた場合には、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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(2）Ｍ＆Ａについて

　当社グループでは業容の拡大を図る手段としてＭ＆Ａを経営の重要課題として位置付けています。Ｍ＆Ａを行う際

は、国内外を問わず、その対象企業の財務内容や契約関係について綿密なデューデリジェンスを行うことにより、合

併によるリスクを極力回避するよう努めています。しかし、買収先企業が価値算定時に期待した利益を計上出来ない

場合やＭ＆Ａ後に偶発債務の発生や未認識債務などが発生した場合には当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。

(3）投資事業について

　当社グループはキャピタルゲインの獲得や投資先企業の中長期的な企業価値の向上を目指して事業拡大を目指して

おりますが、多額の先行投資を要し、対象企業を取り巻く事業環境の変化や投資先内部の経営変化により、その投資

資金の回収スケジュールに影響を受けることから、期待した利益をあげられる保証はありません。

(3）社歴並びにグループ各事業の業歴が浅いことについて

　当社グループは設立からの社歴が浅いため、期間ごとの業績を比較するのに必要な財務数値等のデータを十分に得

られず、過年度の経営成績だけでは今後の当社グループの業績見通しを推察するのに十分とはいえない事が考えられ

ます。今後、事業環境が大きく変化した場合、当社グループの経営方針及び事業計画等の変更を余儀なくされる可能

性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(4) 知的財産に関するリスク

　当社グループは、エンターテイメントの領域における各種権利の発掘とそれを加工販売することを主たる事業の一

つとしています。出版・映像・音楽など各事業に係る各種権利の発掘には、原作者、監督、実演家、カメラマン、作

詞家、作曲家等の著作権や著作隣接権、権利元の商標権や出版権など様々な知的財産権が関係しております。当社グ

ループは事業を展開するにあたり、知的財産権を侵害することがないよう努めており、当中間連結会計期間末におい

て、知的財産権侵害に関する訴訟等を起こされたことはありません。しかし、出版・映像・音楽などに係る当社グルー

プの事業行為が、多種多様な知的財産権にどのように関係してくるのか、その全てを想定し事前に対応することは困

難であります。

　このため当社グループの意に反し、知的財産権を侵害する事態を発生させる事により、権利元からの使用差し止め

もしくは損害賠償の請求を受けるなどの可能性があることを否定できません。このような場合当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

(5）共同製作などについて

　映画製作を行う場合、製作にかかる費用が多額となる事が多いことや、収益確保が容易ではないことから、他の製

作会社と費用分担を含む共同製作契約を結ぶことがあります。当社グループでは、パートナーである製作会社との協

力関係を維持・継続できるように努めておりますが、何らかの理由により当該企業との信頼関係が悪化するなどした

場合、当該企業からの協力を得られなくなることにより、費用負担や権利関係などに変更が生じる可能性があります。

　また映画製作の他、出版やビデオ・DVD販売の事業推進にあたり、キャッシュ・フローの改善と事業リスクの分散を

目的に、当社グループは外部企業と共同で「任意組合契約」に基づくファンドを組成し、製作費などを調達すること

があります。版権のライセンスなど各種使用権に係る損益を、組合出資者間で分配しておりますが、事業の収益状況

によっては当社グループの出資分を回収できないことも考えられ、その場合、当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。
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(6）人的関係と人材確保について

　当社グループが営んでおりますエンターテイメント業界では、人的関係が取引の成否に重要な影響を及ぼす可能性

があります。当社グループでは取引先との人的関係の維持・強化に万全を尽くしておりますが、当社グループ及び取

引先における人材流出や人事異動などにより人的関係に支障が生じた場合には、当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。

　また優秀な人材を確保することが、当社グループの各事業を成長軌道に乗せるために必要であり、当社グループ経

営の重要な課題と認識しております。当社では人材確保の対策として、また、経営への参画意識・士気向上のためス

トックオプション制度を導入しております。今後につきましても、当社グループの業績と連動する公正なインセンティ

ブプランを実施し、社員のモチベーション向上及び人材の確保に努めてまいりますが、当社グループの求める人材が

十分に確保できない場合においても当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(7）競合について

　当社グループは、コンテンツ・流通・ファイナンス・ITという異なる事業分野を、同じポリシー、同じマネジメン

トの下、一体となって事業展開している国内では稀な企業グループであり、同様の経営形態をもつ企業は極めて少な

いものと認識しております。個別の事業ごとには同業他社と競合しますが、事業の推進にあたりグループ内における

個別の事業会社それぞれが提携することで、事業機会を拡大するとともに競合他社及び新規参入者とは差別化が図れ

るものと判断しております。

　当社グループは、このように個別の事業が提携・連携する特徴を活かして収益の確保に努めておりますが、競合が

激化した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(8）内部管理体制について

　当社グループは、平成17年11月30日現在、従業員数は40名と組織が小さいですが、事業規模の拡大にともない現在

の内部管理体制では対処できなくなる可能性があります。当社グループではこのような事態に対処すべく、今後、内

部管理体制の拡充を図ってまいります。

(9）経営成績について

　最近３年間の経営成績を記載すると以下のようになります。

 （単位：千円、％）

単　　体 連　　結

平成16年
５月期通期

平成17年
５月期通期

平成18年
５月期中間

平成16年
５月期通期

平成17年
５月期通期

平成18年
５月期中間

売上高 285,368 394,339 117,483 2,918,877 3,598,873 4,299,648

売上総利益

（売上総利益率）

99,832

(35.0)

101,553

(25.8)

△20,116

(△17.1)

874,011

(30.0)

93,852

(2.6)

1,325,035

(30.8)

経常利益又は経常損失（△）

（経常利益率）

△84,963

(△29.8)

△232,036

(△58.8)

9,801

(8.3)

52,129

(1.8)

△1,058,471

(△29.4)

712,323

(16.6)

当期純利益又は当期純損失

（△）

（当期純利益率）

28,850

(△10.1)

△3,260,754

(△826.9)

330,189

(281.1)

36,295

(1.2)

△3,764,568

(△104.6)

422,128

(9.8)

　平成16年10月８日に出版事業のリストラクチャリングを中心とした事業構造改革を決議し、実施いたしました。そ

の結果、約37億円の特別損失を計上し、平成17年５月期連結会計期間の売上高は3,598百万円、経常損失1,058百万円、

当期純損失3,764百万円となりました。
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(10）キャッシュ・フローについて

　最近３年間の連結キャッシュ・フローの推移は以下のとおりであります。

 （単位：千円）

連　　　　結

平成16年５月期通期 平成17年５月期通期 平成18年５月期中間

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,852,354 46,642 △460,603

投資活動によるキャッシュ・フロー 187,580 △1,387,120 △5,057,345

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,831,137 3,118,027 4,774,237

現金及び現金同等物の期末残高 534,968 2,324,585 1,679,380

　平成18年５月期中間期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に売上債権、未

収入金の増加による減少、仕入債務の減少による減少、、Ｍ＆Ａにおける有価証券取得による減少、短期貸付金の増

加による減少、第三者割当増資及び株式発行による増加等により前連結会計年度末に比べ645百万円減少し、1,679百

万円となりました。

　Ｍ＆Ａによる買収、第三者割当増資、新株予約権発行行使による調達を行っているため、投資活動によるキャッ

シュ・フローはマイナスに、財務活動によるキャッシュ・フローはプラスになりやすくなっております。

(11）資金調達について

　当社グループは営業活動に必要な資金の調達を、金融機関からの借り入れによる間接金融と、第三者割当増資や新

株予約権等の直接金融にて行っておりますが、金利上昇や株式市況の変動により、当社グループの資金調達動向や業

績に影響を及ぼす可能性があります。

(12）プロジェクト管理と収益の平準化について

　当社グループはエンターテイメントの領域における権利の発掘を行い、その権利を使用または販売して収益をあげ

ております。権利を発掘し、買い付けるには先行投資が必要となる他、権利を使用して書籍、ビデオ、DVDなどの製品

にする際には製造コストが、さらに販売する際には宣伝コストがかかってきます。こうした先行投資に際しては事前

のマーケティングに注力することで最大限にリスクヘッジすることを心がけておりますが、消費者動向の変化などに

より予想した収益を下回るプロジェクトが発生する場合があります。そのため、当社グループではひとつのプロジェ

クトに対して投資と利益計画を集中させる事を避け、並行して複数のプロジェクトを進める事で収益の平準化を図っ

ております。

(13）新株予約権及びストックオプションの発行について

　当社グループ事業へ貢献する士気を高め、会社への忠誠心を高める事を目的に、商法第280条ノ20及び21に基づいて

当社及び子会社の取締役・従業員等に対して、新株予約権方式によりストックオプションを付与しております。また、

機動的な資金調達を図ることを目的に、Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limitedに対して、新株予約

権を発行しております。当中間会計期間末現在において、これらストックオプションの目的たる株式の総数は9,568株

であり新株予約権の目的たる株式の総数は当中間期末における行使価格273,000円を参考に算出致しますと40,293.04

株であり、当該株式数は発行済株式総数の46.24％に相当しております。

　従って、新株引受権又は新株予約権が行使される場合、投資家により所有されている株式価値が希薄化する可能性

があります。

(14）配当を実施していないことについて

　当社単体では配当可能利益の計上がないため現在まで利益配当を行えておりませんが、平成17年５月期の特別損失

計上および事業内容の見直し以降、利益体質への転換を進めております。また、利益配当を実施できる体制へ移行す

る方針であります。
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５．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成16年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月30日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※２ 1,408,153 1,709,384 2,324,585

２　受取手形及び売掛金  788,080 1,712,894 977,347

３　たな卸資産 3,097,359 836,543 920,919

４ 短期貸付金 － 732,343 84,742

５　その他 767,034 873,282 489,614

貸倒引当金 △11,873 △24,678 △200,687

流動資産合計 6,048,753 82.0 5,839,769 41.1 4,596,522 75.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１       

 （1）土地 ※２ －  1,604,880  －  

 （2）その他 ※２ 19,517  224,863  23,612  

 有形固定資産合計  19,517 0.3 1,829,743 12.9 23,612 0.4

２　無形固定資産

（1）映像コンテンツ 379,815 296,148 385,657

（2）連結調整勘定 － 1,424,325 －

（3）その他 376,162 132,698 94,001

無形固定資産合計 755,977 10.2 1,853,172 13.0 479,658 7.9

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 － 4,087,316 354,669

（2）長期滞留債権等 442,376 449,079 454,376

(3）その他  509,145 564,732 561,654

貸倒引当金 △398,424 △407,262 △412,545

投資その他の資産合計 553,097 7.5 4,693,865 33.0 958,155 15.8

固定資産合計 1,328,593 18.0 8,376,780 58.9 1,461,426 24.1

資産合計 7,377,346 100.0 14,216,550 100.0 6,057,948 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成16年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月30日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛金 1,693,374 870,421 1,343,277

２　短期借入金 ※２ 345,926 1,308,472 230,000

３　一年内返済予定
　　長期借入金

※２ 681,408 566,000 668,568

４　一年内償還予定社債 364,000 404,000 364,000

５　返品調整引当金 55,118 53,917 78,698

６　返品損失引当金 53,946 29,812 79,069

７　その他 577,742 949,260 840,279

流動負債合計 3,771,516 51.1 4,181,884 29.4 3,603,893 59.5

Ⅱ　固定負債

１　社債 804,000 540,000 622,000

２　長期借入金 ※２ 747,363 668,566 412,379

３　繰延税金負債  － 392,254 2,727

４　退職給付引当金  － 9,894 －

５　役員退職慰労引当金  － 109,500 －

固定負債合計 1,551,363 21.1 1,720,215 12.1 1,037,106 17.1

負債合計 5,322,879 72.2 5,902,099 41.5 4,640,999 76.6

（少数株主持分）

少数株主持分 254 0.0 274,089 1.9 24,272 0.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,742,647 23.6 4,888,441 34.4 2,590,247 42.8

Ⅱ　資本剰余金 1,496,283 20.3 3,900,346 27.5 2,343,883 38.7

Ⅲ　利益剰余金 △1,186,471 △16.1 △779,229 △5.5 △3,545,242 △58.5

 Ⅳその他有価証券評価差額金 1,752 0.0 31,192 0.2 3,786 0.0

 Ⅴ為替換算調整勘定 － － 6 0.0 － －

 Ⅵ 自己株式 － － △397 △0.0 － －

資本合計 2,054,212 27.8 8,040,361 56.6 1,392,675 23.0

負債、少数株主持分
及び資本合計

7,377,346 100.0 14,216,550 100.0 6,057,948 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,294,477 100.0 4,299,648 100.0 3,598,873 100.0

Ⅱ　売上原価 1,117,957 86.4 2,999,394 69.8 3,446,627 95.8

売上総利益 176,520 13.6 1,300,253 30.2 152,246 4.2

返品調整引当金戻入額 20,304 1.6 78,698 1.8 20,304 0.6

返品調整引当金繰入額 55,118 4.2 53,917 1.2 78,698 2.2

差引売上総利益 141,706 11.0 1,325,035 30.8 93,852 2.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 415,280 32.1 992,164 23.1 1,106,648 30.7

営業利益又は
営業損失（△）

△273,574 △21.1 332,870 7.7 △1,012,796 △28.1

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 731 6,651 3,382

２　受取配当金 59 967 95

３　持分法投資利益 － － 2,956

４　還付消費税 1,979 － －

５　デリバティブ評価益 2,683 134,917 2,042

６　投資有価証券売却益 9,986 29,065 62,769

７　アドバイザリー業務収
入

－   240,000   －   

８　その他 83 15,523 1.2 27,119 438,721 10.2 9,450 80,696 2.2

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 26,868 26,304 49,449

２　新株発行費 13,629 20,009 17,534

３　持分法投資損失 3,654 653 －

４　コミットメントライン
関連費用

6,788 － 6,955

５　社債発行費 3,300 － －

６　金融支払手数料 7,789 7,799 15,148

７　為替差損 4,437 125 －

８　その他 13 66,482 5.2 4,377 59,268 1.3 37,285 126,372 3.5

経常利益又は
経常損失（△）

△324,533 △25.1 712,323 16.6 △1,058,471 △29.4
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１　貸倒引当金戻入益 1,492   －   －   

２　固定資産売却益 ※２ － 1,492 0.1 2,162 2,162 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 ※３ 1,508 11,310 1,950

２　固定資産売却損 ※４ － 892 －

３　貸倒引当金繰入額 109,724 － 112,445

４　関係会社株式売却損  － 36,676 －

５　出資金売却損  2,055 － 2,055

６　映像使用権の償却方法
変更等に伴う前期損益
修正損

 － － 912,839

７　事業構造改善損 ※５ 846,497   －   1,307,622   

８　事業撤退損失 ※６ 85,839 1,045,624 80.7 － 48,879 1.1 269,839 2,606,752 72.4

税金等調整前中間
（当期）純利益
又は純損失（△）
 

△1,368,665 △105.7 665,606 15.5 △3,665,224 △101.8

法人税、住民税
及び事業税

1,291 142,991 6,271

法人税等調整額 55,294 56,585 4.4 71,308 214,300 5.0 99,632 105,903 2.9

少数株主利益又は損失
（△）

815 0.1 29,177 0.7 △6,560 △0.1

中間（当期）純利益
又は純損失（△）

△1,424,436 △110.0 422,128 9.8 △3,764,568 △104.6
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(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 477,537 2,343,883 477,537

Ⅱ　資本剰余金増加高

１　増資による
新株式の発行

1,047,597  2,298,194  1,895,197  

２　株式交換による
増加高

－ 1,047,597 1,602,152 3,900,346 － 1,895,197

Ⅲ　資本剰余金減少高

１　欠損金補填による資
本準備金取崩額

－ 2,069,037 －

２　欠損金補填による
その他資本剰余金
取崩額

28,850 28,850 274,846 2,343,883 28,850 28,850

Ⅳ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

1,496,283 3,900,346 2,343,883

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 213,114 △3,545,242 213,114

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　中間純利益 － 422,128 －

２　欠損金補填による資
本準備金取崩額

－ 2,069,037 －

３　欠損金補填による
　　その他資本剰余金
　　取崩額

28,850 28,850 274,846 2,766,012 28,850 28,850

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　中間(当期)純損失 1,424,436 － 3,764,568

２　役員賞与 4,000  －  4,000  

３　合併による利益剰余
金の減少高

－ 1,428,436 － － 18,638 3,787,207

Ⅳ　利益剰余金
中間期末（期末）残高

△1,186,471 △779,229 △3,545,242
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益又は純損失
（△）

△1,368,665 665,606 △3,665,224

減価償却費 20,111 196,883 335,898

連結調整勘定償却額 41,397 13,335 355,121

貸倒引当金の増加額又は減少額(△) 359,016 8,639 585,667

返品調整引当金の増加額
又は減少額(△)

88,760 △74,038 137,463

受取利息及び受取配当金 △790 △7,618 △3,477

支払利息 26,868 26,304 49,449

新株発行費 13,629 20,009 17,534

社債発行費 3,300 － 3,300

コミットメントライン関連費用 6,788 － 6,955

固定資産売却益 － △2,162 －

固定資産除却損 1,508 11,310 1,950

固定資産売却損 － 892 －

出資金売却損 2,055 － －

デリバティブ評価益 △2,683 △134,917 △2,402

投資組合収益(△)又は損失 － △2,056 25,157

持分法投資損益 3,654 653 △2,956

投資有価証券売却損益 △9,986 △28,900 △62,769

関係会社株式売却損 － 36,676 －

売上債権の増加額(△)又は減少額 268,205 △346,767 80,727

長期滞留債権等の増加額 △398,863 － △412,718

仕入債務の増加額又は減少額(△) △394,735 △735,525 △744,832

たな卸資産の増加額(△)又は減少額 1,036,019 284,715 3,212,459

未収入金の増加額(△)又は減少額 △58,582 △266,468 34,102

前渡金の増加額(△)又は減少額 27,430 104,454 △74,981

前受金の増加額又は減少額（△） － △141,624 139,014

その他 40,865 △31,993 108,251

役員賞与の支払額 △4,000 － △4,000

小計 △298,693 △402,592 119,691

利息及び配当金の受取額 790 4,715 3,477

利息の支払額 △21,275 △27,149 △47,839

法人税等の支払額 △13,929 △35,577 △28,687

営業活動によるキャッシュ・フロー △333,107 △460,603 46,642
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前中間連結会計期間
（自 平成16年６月１日
至 平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8,781 △35,072 △16,714

有形固定資産の売却による収入 － － 210

無形固定資産の売却による収入 － 792 －

無形固定資産の取得による支出 △227,300 △304,098 △540,787

投資有価証券の取得による支出 △139,564 △3,858,575 △1,137,299

投資有価証券の売却による収入 5,271 231,764 902,983

関係会社株式の取得による支出 － △319,204 △37,500

新規投資案件に関する支出 － △400,000 －

新規関連会社の株式取得による支出 △6,800 － △3,400

関係会社株式売却による収入 － 98,575 －

貸付による支出 △304,095 △831,816 △400,777

貸付金の回収による収入 1,324 355,234 98,724

敷金保証金差入による支出 － △57,234 －

敷金保証金返還による収入 － 53,706 －

出資金の払込による支出 △109,979 － △249,629

その他 △8,631 8,584 △2,929

投資活動によるキャッシュ・フロー △798,556 △5,057,345 △1,387,120

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額
又は純減少額(△)

△1,137,904 1,020,320 △1,253,830

長期借入れによる収入 1,100,000 － 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △246,724 △729,090 △594,548

株式の発行による収入 2,081,565 4,585,489 3,772,860

少数株主からの払込による収入 － － 26,800

社債の発行による収入 296,700 － 296,700

社債の償還による支出 △82,000 △202,000 △264,000

新株予約権の発行による収入 － 99,914 41,000

その他 △6,788 △397 △6,955

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,004,848 4,774,237 3,118,027

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
又は減少額(△)

873,184 △743,712 1,777,549

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 534,968 2,324,585 534,968

Ⅵ　合併による現金及び現金同等物の増加高 － － 12,067

Ⅶ　新規連結子会社の取得に伴う現金同等物の
増加高

－ 98,506 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,408,153 1,679,380 2,324,585
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

　当社グループは、当中間連結会計期

間において1,424,436千円と多額の中

間純損失を計上し、また営業キャッ

シュ・フローもマイナス額は縮小傾向

にありますが、前中間連結会計期間に

引き続き333,107千円のマイナスと

なっております。

　当該状況は継続企業としての前提に

重要な疑義を抱かせるものではありま

すが、当中間連結会計期間において計

上した大幅な損失については、経営基

盤強化の一環として、出版事業のリス

トラクチャリング、版権開発事業から

の撤退等を行ったことによる一時的な

ものであります。

　当社グループは当該状況を解消すべ

く、平成16年6月及び10月に合計20億

円の第三者割当増資を行い、自己資本

の充実及び財務体制の強化を図ってお

ります。

　又、営業キャッシュ・フローにつき

ましても、事業計画に従って映像事業

及びＥコマース事業を中心に業容を拡

大して資金回収を進め、改善してまい

ります。

　中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重

要な疑義の影響を中間連結財務諸表に

は反映しておりません。

　当社グループは、当中間連結会計期

間において△460,603千円と重要な

マイナスの営業キャッシュ・フロー

を計上しております。

　当該状況は、継続企業としての前提

に重要な疑義を抱かせるものであ

ります。

　当中間連結会計期間のマイナスの営

業キャッシュ・フローは、主に第２四

半期連結会計期間の売上に対する売上

債権及び未収金の回収が第３四半期連

結会計期間以降の入金予定となってい

るものが多く、当中間連結会計期間末

における売上債権及び未収金が増加し

たことにより生じたものであります。

　当社グループは当該状況を解消す

べく、連結子会社２社の売却による不

採算事業の整理を実施するとともに、

株式会社ツートップ及び株式会社

ミュージックランドを連結子会社とし、

収益獲得の拡大及び売上債権・未収金

の早期回収に努めることにより、営業

キャッシュ・フローの改善を計画して

おります。

　中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重

要な疑義の影響を中間連結財務諸表に

は反映しておりません。

　当社グループは、当連結会計年度に

おいて3,764,568千円と多額の当期純

損失を計上しております。

　当該状況は継続企業としての前提に

重要な疑義を抱かせるものでありま

す。

　当連結会計年度において計上した大

幅な損失については、経営基盤強化の

一環として、出版事業のリストラク

チャリング、版権開発事業からの撤退、

映像使用権の会計処理の変更等を行っ

たことによる一時的なものであります。

　当社グループは、当該状況を解消す

べく、財務体質強化のため当連結会計

年度において3,686,395千円の第三者

割当増資を実施するとともに、子会社

の売却等不採算事業の整理を実施して

おります。その一方で、平成17年６月

１日に株式交換により㈱ツートップを、

平成17年７月５日には株式取得により

㈱ミュージックランドを連結子会社と

し、パッケージソフト卸売事業及び楽

器販売事業に参入し、新たな利益獲得

機会の拡大を計画しております。

　また、抜本的な経営体質強化策を計

画しており、今後、株主をはじめとす

る関係者の承認を求め、これらを順次

実施してまいります。

　連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な

疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数

 4社

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数

 10社

１　連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数

 ７社

(2)主要な連結子会社の名称

㈱アーティストハウス

パブリッシャーズ

㈱アーティストフィルム

㈱クロスワープ

㈱ワイズポリシー

　　　　　㈱ワイズポリシーは、平成

16年6月1日に㈲シネマ・パリ

ジャンより社名変更及び株式

会社に変更しております。

(2)主要な連結子会社の名称

㈱アーティストハウス

パブリッシャーズ

㈱アーティストフィルム

㈱BBMC

㈱ツートップ 

㈱アーティストハウスインベス

トメント 

㈱翔年社

㈱ミュージックランド

㈱アーティストハウスソリュー

ションズ

㈱ジーワン

Artist House Investment Asia　

Limited

　上記の内、㈱ミュージックラ

ンドについては、当中間連結会

計期間において株式を取得し、

㈱ツートップ及び㈱ジーワンに

ついては当中間連結会計期間に

おいて株式交換により株式を取

得したため、連結の範囲に含め

ております。

　また、㈱アーティストハウス

ソリューションズ及びArtist 

House Investment Asia　

Limitedについては、当中間連

結会計期間において新たに設立

し持分を取得したため、連結の

範囲に含めております。

　なお、㈱ワイズポリシー及び

㈱クロスワープについては、当

中間連結会計期間に保有株式を

全て売却したため、連結の範囲

から除外しております。

　㈱ブロードバンドミュージッ

クコミュニケーションズは、平

成17年７月26日付けで㈱BBMCに

商号変更を行っております。

(2）主要な連結子会社の名称

㈱アーティストハウス

パブリッシャーズ

㈱アーティストフィルム

㈱クロスワープ

㈲ワイズポリシー

㈱ブロードバンドミュージック

コミュニケーションズ

㈱アーティストハウス

インベストメント

㈱翔年社

　上記の内、㈱ブロードバンド

ミュージックコミュニケーショ

ンズ、㈱アーティストハウスイ

ンベストメント及び㈱翔年社に

ついては、当連結会計年度にお

いて新たに設立し持分を取得し

たため、連結の範囲に含めてお

ります。

　なお、㈱ワイズポリシーは、

平成16年６月１日に㈲シネマ・

パリジャンより社名変更し、株

式会社に変更しております。

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社の数

２社

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社の数

１社

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社の数

２社
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

(2)主要な持分法適用関連会社の名称

㈱ファントム・フィルム

㈱ブロードバンドミュージック

コミュニケーションズ

　㈱ブロードバンドミュージッ

クコミュニケーションズについ

ては、当中間連結会計期間にお

いて新たに設立されて持分を取

得したことにより、持分法の適

用範囲に含めております。

(2)主要な持分法適用関連会社の名称

㈱BBバート

　持分法適用会社であった㈱

ファントム・フィルムは、当中

間連結会計期間に保有株式を全

て売却したため、持分法適用会

社から除外しております。

(2)主要な持分法適用関連会社の名称

㈱ファントム・フィルム

㈱BBバート

　㈱BBバートについては、当連

結会計年度において新たに設立

されて持分を取得したことによ

り、持分法の適用範囲に含めて

おります。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致しております。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　連結子会社のうち㈱ミュージッ

クランドの中間決算日は８月31

日、㈱ジーワンの中間決算日は

９月30日であります。

 中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同決算日現在の中間

財務諸表を使用しております。

ただし、中間連結決算日との間

に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

おります。

３　連結子会社の決算日等に関する事

項

連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

４　会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合

及びこれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

時価のないもの

同左

②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

同左

②デリバティブ

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

③たな卸資産

（イ）製品

移動平均法による原価法

③たな卸資産

（イ）製品

同左

③たな卸資産

（イ）製品

同左

（ロ）商品

　　　―

（ロ）商品

個別法による原価法

（ロ）商品

　　　　―

（ハ）映像使用権

　営業の用に供した時点より

償却月数24ヶ月の定額法に基

づき償却しております。

（ハ）映像使用権

見積回収期間(1年）にわたり、

会社所定の償却率によって償却

しております。

（追加情報）

　従来、映像使用権につきまし

ては、24ヶ月の定額法による償

却方法を採用しておりましたが、

前連結会計年度下期から見積回

収期間（1年）にわたり、会社

所定の償却率によって償却する

方法に変更いたしました。

　なお、前中間連結会計期間は

変更後の基準によった場合に比

べ、営業損失及び経常損失はそ

れぞれ83,129千円少なく、税金

等調整前中間純損失は944,758

千円少なく計上されております。

（ハ）映像使用権

見積回収期間（1年）にわた

り、会社所定の償却率によって

償却しております。

（会計処理方法の変更）

　従来、映像使用権につきまし

ては、24ヶ月の定額法による償

却方法を採用しておりましたが、

当連結会計年度から見積回収期

間（1年）にわたり、会社所定

の償却率によって償却する方法

に変更いたしました。

　今回、経営基盤強化の一環と

して、映像使用権の見積回収期

間及び償却方法の見直しを行う

ために、過去の販売実績の収

集・分析を行いました。

　その結果、回収期間の短期化

及び販売収益が一定の期間に集

中しやすい傾向が見受けられま

した。

　当該変更は、上記見直しの結

果を踏まえ、期間損益をより適

正化するために行ったものであ

ります。

この結果、従来の方法に比較し

て、映像使用権の評価方法につ

いて期首から同一の会計処理方

法を適用した場合の影響額

861,628千円を特別損失として

計上し、営業損失及び経常損失

はそれぞれ45,954千円減少し、

税金等調整前当期純損失は

815,674千円増加しておりま

す。

　なお、当中間連結会計期間に

おきましては統計的データの収

集及び整備が不十分だったため、

当該変更の決定及び実施は当下

半期に行っており、当中間連結

会計期間においては、従来の基

準によっております。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

よって、当中間連結会計期間

は、変更後の基準によった場合

に比べ、営業損失及び経常損失

はそれぞれ83,129千円少なく、

税金等調整前中間純損失は

944,758千円少なく計上されて

おります。

　また、セグメント情報に与え

る影響は「セグメント情報」に

記載しております。

（ニ）出版権

　営業の用に供した時点及び

その翌月にそれぞれ20％ずつ

償却し、残り60％を34ヶ月の

定額法に基づき償却しており

ます。

（ニ）出版権

同左

（ニ）出版権

同左

（ホ）仕掛品

個別法による原価法

（ホ）仕掛品

同左

（ホ）仕掛品

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物　　　　　10～15年

車両運搬具　　４～６年

工具器具備品　４～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　主として定率法によっており

ます。

　主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物　　　　　８～60年

車両運搬具　　２～６年

工具器具備品　４～18年

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物　　　　　10～15年

車両運搬具　　４～６年

工具器具備品　４～15年

②　無形固定資産

　　　（ソフトウェア）

　　　　 自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

②　無形固定資産

　　　（ソフトウェア）

同左 

②　無形固定資産

（ソフトウェア）

　　　　同左

　　　 (映像コンテンツ)

　　　　　映像コンテンツには、製作

出資による映像コンテンツの

取得原価及び外部購入による

映像使用権の取得原価を含め

ており、見積回収期間（２年）

にわたり、会社所定の償却率

によって償却しております。

　　　 (映像コンテンツ)

映像コンテンツには、製作出

資による映像コンテンツの取得

原価及び外部購入による映像使

用権の取得原価を含めており、

作品毎の取得原価の金額を過去

の実績に基づいて、劇場上映権、

ビデオ化権及びテレビ放映権等

に分類し、それぞれの権利行使

による収益獲得時に一括償却し

ております。ただし、自社でビ

デオ・DVDを販売する場合は、

見積回収期間(1年)にわたり、

会社所定の償却率によって償却

しております。

（映像コンテンツ）

映像コンテンツには、製作出

資による映像コンテンツの取得

原価及び外部購入による映像使

用権の取得原価を含めており、

作品毎の取得原価の金額を過去

の実績に基づいて、劇場上映権、

ビデオ化権及びテレビ放映権等

に分類し、それぞれの権利行使

による収益獲得時に一括償却し

ております。ただし、自社でビ

デオ・DVDを販売する場合は、

見積回収期間（1年）にわたり、

会社所定の償却率によって償却

しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報）

従来、映像コンテンツにつきま

しては、見積回収期間（２年）

にわたり、会社所定の償却率に

よって償却しておりましたが、

前連結会計年度下期から劇場上

映権、ビデオ化権及びテレビ放

映権等に分類し、それぞれの権

利行使による収益獲得時に一括

して償却し、自社でビデオ・

DVDを販売する場合は、見積回

収期間（１年）にわたり、会社

所定の償却率により償却する方

法に変更しております。

　なお、前中間連結会計期間は

変更後の基準によった場合に比

べ、営業損失及び経常損失及び

税金等調整前中間純損失はそれ

ぞれ117,883千円少なく計上さ

れております。

なお、当中間連結会計期間に

おいては、統計的データの収集

及び整備が不十分だったため、

「見積回収期間(２年)にわたり、

会社所定の償却率によって償

却」するという基準によってお

りましたが、下半期において合

理的に見積もることが可能と

なったため、償却方法の変更の

決定及び実施をしております。

　そのため、当中間連結会計期

間においては、変更後の基準に

よった場合に比べ、営業損失、

経常損失及び税金等調整前中間

純損失はそれぞれ117,883千円

少なく計上されております。 

(出版コンテンツ)

出版コンテンツには、自社企

画による出版コンテンツの取

得原価及び外部購入による出

版権の取得原価を含めており、

見積回収期間（３年）にわた

り、会社所定の償却率によっ

て償却しております。

(出版コンテンツ)

 同左

(出版コンテンツ)

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては、貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　返品調整引当金

一部の連結子会社は製品の返

品による損失に備えるため、将

来の返品見込額の売買利益相当

額を計上しております。

②　返品調整引当金

同左

②　返品調整引当金

　　　同左
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

(会計処理の変更)

　従来、返品調整引当金につき

ましては期末の売掛債権を基礎

として返品見込額の売買利益相

当額を計上しておりましたが、

当中間連結会計期間より、各作

品毎の返品見込数量を見積もっ

てその売買利益相当額を計上す

る方法に変更いたしました。

　この変更は、販売点数の増加

及び販売形態の多様化に伴い、

売掛債権を基礎とするよりも返

品見込数量を基礎として引当額

を算定するほうがより適切に期

間損益を表示すると判断したこ

とによるものであります。

　この変更により、従来と同様

の方法によった場合と比べて、

売上総利益は47,330千円減少し、

営業損失、経常損失及び税金等

調整前中間純損失はそれぞれ

47,330千円増加しております。

－ (会計処理の変更)

　従来、返品調整引当金につき

ましては期末の売掛債権を基礎

として返品見込額の売買利益相

当額を計上しておりましたが、

当連結会計年度より、各作品毎

の返品見込数量を見積もってそ

の売買利益相当額を計上する方

法に変更いたしました。

　この変更は、販売点数の増加

及び販売形態の多様化に伴い、

売掛債権を基礎とするよりも返

品見込数量を基礎として引当額

を算定するほうがより適切に期

間損益を表示すると判断したこ

とによるものであります。

　この変更により、従来と同様

の方法によった場合と比べて、

営業損失、経常損失及び税金等

調整前当期純損失は74,162千円

増加しております。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は「セグメント情報」に

記載しております。

③　返品損失引当金

一部の連結子会社は製品の返

品による損失に備えるため、将

来の返品見込額の全額を計上し

ております。

③　返品損失引当金

同左

③　返品損失引当金

同左

④　退職給付引当金

　一部の連結子会社は従業員の

退職給付に備えるため、中間連

結会計期間末における自己都合

退職による要支額を計上してお

ります。

⑤　役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社は役員の退

職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく中間連結会計期間

期末要支額を計上しております。

（4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

（4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

同左

（4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

(5)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

(5)重要なリース取引の処理方法

同左

(5)重要なリース取引の処理方法

同左

（6）重要なヘッジ会計の方針

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理及び金利ス

ワップについて特例処理の要件

を満たしている場合は特例処理

を採用しております。

（6）重要なヘッジ会計の方針

①　ヘッジ会計の方法

同左

（6）重要なヘッジ会計の方針

①　ヘッジ会計の方法

　　　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）金利スワップ

（ヘッジ対象）借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　同左

③　ヘッジ方針

　　　金利変動リスクを回避するた

め、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

　　　　　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計と、ヘッジ手段

のキャッシュ・フロー変動の累

計を比較し、その変動額の比率

によって有効性を評価しており

ます。

　　　ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　　同左

 (7)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(7)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

(7)その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

②　任意組合に関する会計処理

　組合の最近の事業報告書又は

中間事業報告書の財産及び損益

の状況に基づいて、組合の資

産・負債・収益・費用を当社の

持分割合に応じて計上しており

ます。

②　任意組合に関する会計処理

同左

②　任意組合に関する会計処理

同左

③　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しており

ます。

③　連結納税制度の適用

同左

③　連結納税制度の適用

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左
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会計処理の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

（映像使用権及び出版権等の計上区分

の変更）

従来、映像使用権及び出版権等の権利

につきましては、たな卸資産として計

上しておりましたが、当中間連結会計

期間より取得したコンテンツに係る権

利については無形固定資産として計上

する方法に変更いたしました。

この変更は、従来はビデオ化権や日

本国内における出版権等、コンテンツ

固有の著作権から派生する権利を取得

するケースが殆どであり、権利の利用

による売上の計上と費用の認識の対応

関係が比較的明確であったものが、映

像事業においては映像使用権の取得の

みならず製作出資や配給権、ビデオ化

権及びテレビ放映権等を含んだオール

ライツの取得の推進、出版事業におい

ては出版権の取得のみならず出版物の

企画への取り組みを推進するとともに、

当該コンテンツが有する権利を複数の

事業及び媒体で横断的、有機的に利用

する方針を明確化したことから、たな

卸資産として認識するよりも、無形固

定資産として認識して減価償却を通じ

て権利の利用に基づく売上の計上と対

応させることがより適切な処理である

と判断したことによるものであります。

この変更による損益への影響はあり

ませんが、従来と同様の方法によった

場合と比べて、たな卸資産は410,297

千円減少し、無形固定資産は同額増加

しております。また営業キャッシュ・

フローは221,410千円増加し、投資

キャッシュ・フローは同額減少してお

ります。

　　　　　　　　－ （映像使用権及び出版権等の計上区分

の変更）

従来、映像使用権及び出版権等の権利

につきましては、たな卸資産として計

上しておりましたが、当連結会計年度

より、取得したコンテンツに係る権利

については無形固定資産として計上す

る方法に変更いたしました。

この変更は、従来はビデオ化権や日

本国内における出版権等、コンテンツ

固有の著作権から派生する権利を取得

するケースが殆どであり、権利の利用

による売上の計上と費用の認識の対応

関係が比較的明確であったものが、映

像事業においては映像使用権の取得の

みならず製作出資や配給権、ビデオ化

権及びテレビ放映権等を含んだオール

ライツの取得の推進、出版事業におい

ては、出版権の取得のみならず出版物

の企画への取り組みを推進するととも

に、当該コンテンツが有する権利を複

数の事業及び媒体で横断的、有機的に

利用する方針を明確化したことから、

たな卸資産として認識するよりも、無

形固定資産として認識して減価償却を

通じて権利の利用に基づく売上の計上

と対応させることがより適切な処理で

あると判断したことによるものであり

ます。

この変更による損益への影響はあり

ませんが、従来と同様の方法によった

場合と比べて、たな卸資産は408,508

千円減少し、無形固定資産は同額増加

しております。また営業キャッシュ・

フローは529,922千円増加し、投資

キャッシュ・フローは同額減少してお

ります。

 　　　　　　　－ （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

 　　　　　　　－
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日

至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

（中間連結貸借対照表）

　「長期滞留債権等」は前中間連結会計期間末は、投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当連結中間会計期間末において資産の総額の100分の5を超

えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「長期滞留債権等」の金

額は、12,705千円であります。

（中間連結貸借対照表）

１.「短期貸付金」は前中間連結会計期間末は、流動資産

　の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結中

間会計期間末において資産の総額の100分の5を超えたため

区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「短期貸付金」の金額は、

85,397千円であります。

２.「投資有価証券」は前中間連結会計期間末は、投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の5を超

えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「投資有価証券」の金額

は、59,898千円であります。

３．「証券取引法等の一部を改正する法律」（第97号）が

平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１日より適用

となったこと、及び「金融商品会計に関する実務指針」

（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付で改

正されたことに伴い、当中間連結会計期間から投資事業有

限責任組合及びそれに類する組合への出資を「投資有価証

券」に計上する方法に変更しております。なお、当中間連

結会計期間末の「投資有価証券」に含まれる当該出資の額

は238,260千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動によるキャッシュ・フローの「出資金の払込に

よる支出」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲

記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「出資金の払込による支出」は△1,000千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増加額

又は減少額（△）」は、前中間連結会計期間は「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「前受金の増加額又は減少額（△）」は18,228千円であり

ます。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

 ────── １．当社は、平成17年11月４日開催の当社取締役会におい

て、平成18年２月８日開催予定の臨時株主総会に、資本の

欠損の填補のため、下記のとおり資本の減少について付議

することを決議いたしました。

(1)資本減少の方法

払戻しを行わない無償の減資

(2)減少する資本の額

資本金916,870千円

(3)減少する発行済株式数

なし

(4)減資のスケジュール

取締役会決議日 平成17年11月４日

臨時株主総会基準日 平成17年11月30日

臨時株主総会開催日 平成18年２月８日

債権者異議申述公告 平成18年２月９日

債権者異議申述最終期日 平成18年３月９日

減資の効力発生日 平成18年３月10日

 ２．当社は、平成18年１月19日開催の当社取締役会におい

て、下記新株予約権の発行（平成17年12月21日発行決議）

の一旦中止を決議いたしました。

(1)新株予約権の名称

㈱アーティストハウスホールディングス第10回新株

予約権

(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式 4,120株（新株予約権1個につき1株）

(3)新株予約権の発行総数

4,120個

(4)新株予約権の発行価額

1個につき25,400円

(5)新株予約権の発行価額総額

104,648,000円

(6)募集の方法

第三者割当の方法による

(7)新株予約権の行使に際して払込むべき金額

1個につき279,600円（１株につき279,600円）

(8)新株予約権の行使に際して払込むべき金額の総額

1,151,952千円

(9)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額

1個につき305,000円（1株につき305,000円）

(10)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の

総額

1,256,600千円
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成16年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月30日）

前連結会計年度末
（平成17年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却

累計額
17,932千円

※１　有形固定資産の減価償却

累計額
 177,701千円

※１　有形固定資産の減価償却

累計額
  22,310千円

※２　　　　　　　　　― ※２担保に供している資産及びこれに対応す

る債務

　(イ)担保に供している資産

預金 30,004千円

建物 132,045千円

土地 1,604,880千円

計 1,766,930千円

　(イ)上記に対応する債務

短期借入金 7,500千円

一年内長期借入金 195,680千円

長期借入金 476,220千円

計 679,400千円

※２　　　　　　　―

　 ３   当社グループは、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行３行と当座貸

越契約及び貸出コミットメントライン契

約を締結しております。

　　　　当中間連結会計期間末における借入未

実行残高は次のとおりであります。

　 ３   当社グループは、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行２行と当座貸

越契約を締結しております。

　　　　当中間連結会計期間末における借入未

実行残高は次のとおりであります。

　 ３   当社グループは、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行２行と当座貸

越契約を締結しております。

　　　　当連結年度末における借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントラインの総

額

800,000千円

借入金実行残高 －

差引額 800,000千円

当座貸越極度額 110,000千円

借入金実行残高 100,000千円

差引額 10,000千円

当座貸越極度額

 

400,000千円

借入金実行残高    －千円

差引額   400,000千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 5,598千円

給与手当 85,843千円

役員報酬 45,678千円

貸倒引当金繰入額 7,139千円

給与手当 146,634千円

役員報酬 61,215千円

役員退職慰労引当

金繰入額

750千円

業務委託費 220,718千円

貸倒引当金繰入額 8,262千円

販売手数料 30,902千円

給与手当 166,074千円

役員報酬 99,980千円

業務委託費 129,565千円

※２　　　　　　　　－ ※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。　　　　　　　

※２　　　　　　　　－

 ソフトウェア 2,162千円 

  

  

  

 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりで 

 あります。

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。　　　　　　　

 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりで 

 あります。

建物附属設備 1,431千円

工具器具備品 77千円

建物附属設備    9,156千円

工具器具備品 2,153千円

建物 1,431千円

工具器具備品    518千円

 ※４　　　　　　　　－ ※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。　　　　　　

※４　　　　　　　－

 電話加入権 892千円 

  

※５　事業構造改善損の内訳は次のとおりで

あります。

 ※５　　　　　　　－ ※５　事業構造改善損の内訳は次のとおりで

あります。

たな卸資産評価損 503,389千円

貸倒引当金繰入額 229,422千円

返品損失引当金繰入額 89,044千円

連結調整勘定償却額 24,640千円

たな卸資産評価損 602,055千円

貸倒引当金繰入額 241,422千円

返品損失引当金繰入額 137,926千円

連結調整勘定償却額 326,219千円

※６　事業撤退損失の内訳は次のとおりであ

ります。

 ※６　　　　　　　－ ※６　事業撤退損失の内訳は次のとおりであ

ります。

前渡金評価損 46,301千円

貸倒引当金繰入額 39,537千円

前渡金評価損   46,301千円

貸倒引当金繰入額   39,537千円

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金勘定 1,408,153千円

現金及び現金同等物 1,408,153千円

現金及び預金勘定  1,709,384千円

預金期間が3ヶ月を超え

る定期預金

30,004千円

 現金及び現金同等物 1,679,380千円

現金及び預金勘定 2,324,585千円

現金及び現金同等物 2,324,585千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得
価格
相当額
(千円)

減価
償却
累計額
相当額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具
備品

2,851 427 2,423

車両
運搬具

5,607 4,276 1,330

合計 8,458 4,704 3,754

取得
価格
相当額
(千円)

減価
償却
累計額
相当額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具
備品

4,057 2,569 1,487

合計 4,057 2,569 1,487

取得
価格
相当額
(千円)

減価
償却
累計額
相当額
(千円)

期末
残高
相当額
(千円)

工具器具
備品

2,851 712 2,138

車両
運搬具

5,607 5,211 396

合計 8,458 5,924 2,534

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,934千円

１年超 1,948千円

合計 3,882千円

１年内      829千円

１年超    703千円

合計      1,533千円

１年内      966千円

１年超      1,672千円

合計      2,639千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 1,639千円

減価償却費相当額 1,445千円

支払利息相当額 201千円

支払リース料    168 千円

減価償却費相当額   　　142 千円

支払利息相当額 13 千円

支払リース料      3,269千円

減価償却費相当額      2,878千円

支払利息相当額    373千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数として、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　利息相当額の各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成16年11月30日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 3,348 6,156 2,807

その他 1,231 1,442 210

計 4,580 7,598 3,018

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 52,300

当中間連結会計期間末（平成17年11月30日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 200,585 257,259 56,674

その他 10,746 10,286 △460

計 211,332 267,546 56,214

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,575,357

投資事業組合 238,260

新株予約権 3,000

－ 35 －



前連結会計年度（平成17年５月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 32,365 38,879 6,513

その他 － － －

計 32,365 38,879 6,513

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 112,000

投資事業組合 199,984

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成16年11月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 オプション取引 147,950 1,140 1,140

金利 スワップ取引 200,000 △780 △780

合計 347,950 360 360

(注)　へッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

当中間連結会計期間末（平成17年11月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 1,901,700 1,842,267 △59,432

金利 スワップ取引 500,000 △12,904 △12,904

合計 2,401,700 1,829,363 △72,336

(注)　へッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

前連結会計年度末（平成17年5月31日現在）

　当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年６月１日　至平成16年11月30日）

映像事業
（千円）

出版事業
（千円）

Ｅコマース事
業

（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又
は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
988,552 96,859 208,783 282 1,294,477 － 1,294,477

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 3,467 4,348 － 7,816 (7,816) －

計 988,552 100,326 213,132 282 1,302,294 (7,816) 1,294,477

営業費用 950,402 299,440 256,579 － 1,506,422 61,629 1,568,052

営業利益又は営業損失(△) 38,150 △199,113 △43,447 282 △204,127 (69,446) △273,574

　（注）　１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1)映像事業………………ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、洋画配給、邦画製作及び国際映画製作

(2)出版事業………………書籍の製作・出版・販売

(3)Ｅコマース事業………ネット通販サイトの構築・運営、デジタルメディアによるＰＲ・マーケティング

事業、携帯端末向けへのコンテンツ配信サービス事業

(4)その他…………………ＣＤの制作・販売、キャラクター開発及び関連商品のライセンス販売

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は72,468千円であり、その主なものは管

理部門の費用及び全社経費等であります。

４．事業区分の変更

　事業区分につきましては、従来「映像事業」、「出版事業」、「音楽事業」、「Ｅコマース事業」及び

「版権開発事業」の５事業に区分しておりましたが、当中間連結会計期間より「映像事業」、「出版事

業」、「Ｅコマース事業」及び「その他」の４区分に変更しております。

　この変更は「音楽事業」及び「版権開発事業」の事業撤退に伴い、金額が僅少となったため、この２事

業をまとめて「その他」としたものであります。

　なお、当中間連結会計期間における「音楽事業」の売上高は282千円、営業利益は282千円であり、「版

権開発事業」の売上高及び営業利益は該当ありません。

５．会計処理の変更

　返品調整引当金につきましては、従来、期末の売掛債権を基礎として返品見込額の売買利益相当額を計

上しておりましたが、当中間連結会計期間より、各作品毎の返品見込数を見積もってその売買利益相当額

を計上する方法に変更いたしました。

　この変更は、販売点数の増加及び販売形態の多様化に伴い、売上債権を基礎とするよりも返品見込数量

を基礎として引当額を算定するほうがより適切に期間損益を表示すると判断したことによるものであります。

　この変更により、従来と同様の方法によった場合と比べて、売上総利益は47,330千円減少し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前中間純損失はそれぞれ47,330千円増加しております。
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当中間連結会計期間（自平成17年６月１日　至平成17年11月30日）

（単位：千円）

コンテンツ事業
（千円）

流通事業
（千円）

ファイナンス
事業

（千円）

ＩＴ事業
（千円）

計
（千円）

消去又
は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
1,939,567 2,359,700 － 380 4,299,648 － 4,299,648

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,430 － － 19,863 21,294 (21,294) －

計 1,940,998 2,359,700 － 20,243 4,320,942 (21,294) 4,299,648

営業費用 1,791,101 1,907,136 13,299 29,228 3,740,765 226,012 3,966,777

営業利益又は営業損失(△) 149,897 452,564 △13,299 △8,984 580,177 (247,306) 332,870

　（注）　１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1)コンテンツ事業………………書籍の製作・出版・販売、ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、映画制作出

資及び映像企画製作、音楽コンテンツのデジタル配信及び音楽企画製作等

(2)流通事業………………………楽器販売、映像パッケージ等の二次流通等

(3)ファイナンス事業……………投資事業組合への出資を通じた株式売買及び有価証券の売買、その他金融・

投資事業等

(4)ＩＴ事業………………………eコマース、Ｗｅｂ開発・マーケティング、及びソフトウェアの開発・製造・

販売等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は323,962千円であり、その主なものは管

理部門の費用及び全社経費等であります。

４．事業区分の変更

　事業区分につきましては、従来「映像事業」、「出版事業」、「Ｅコマース事業」及び「その他」の４

事業に区分しておりましたが、当連結会計年度より「コンテンツ事業」、「流通事業」、「ファイナンス

事業」及び「ＩＴ事業」の４区分に変更しております。

　この変更は、当社グループが前連結会計年度に子会社の売却等不採算事業の整理を実施するとともに、

当中間連結会計期間より株式会社ツートップ、株式会社ミュージックランド、株式会社アーティストハウ

スソリューションズ、Artist House Investment Asia　Limited、株式会社ジーワンの５社が当社グループ

に加わったことにより、事業構造が大きく転換したことを契機に、各事業の実態及び収益構造を適切に開

示し、事業の種類別セグメント情報の有効性をより高めるために行ったものであります。

　なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を当中間連結会計期間において用いた

事業区分の方法により区分すると次のようになります。

　前中間連結会計期間（自平成16年６月１日　至平成16年11月30日）

（単位：千円）

コンテンツ事業
（千円）

流通事業
（千円）

ファイナンス
事業

（千円）

ＩＴ事業
（千円）

計
（千円）

消去又
は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
1,085,693 － － 208,783 1,294,477 － 1,294,477

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,477 － － 4,348 5,826 (5,826) －

計 1,087,171 － － 213,132 1,300,304 (5,826) 1,294,477

営業費用 1,247,852 － － 256,579 1,504,432 63,619 1,568,052

営業利益又は営業損失(△) △160,680 － － △43,447 △204,127 (69,446) △273,574
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　前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

（単位：千円）

コンテンツ事業
（千円）

流通事業
（千円）

ファイナンス
事業

（千円）

ＩＴ事業
（千円）

計
（千円）

消去又
は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
3,078,501 － － 520,372 3,598,873 － 3,598,873

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
3,013 － － 25,139 28,152 (28,152) －

計 3,081,514 － － 545,511 3,627,025 (28,152) 3,598,873

営業費用 3,840,090 － 4,832 534,928 4,379,851 231,818 4,611,669

営業利益又は営業損失(△) △758,575 － △4,832 10,583 △752,825 (259,971) △1,012,796

　前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

（単位：千円）

映像事業
（千円）

出版事業
（千円）

Ｅコマース事
業

（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又
は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する

売上高
2,424,209 615,099 520,372 39,192 3,598,873 － 3,598,873

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 293,463 25,139 － 318,602 (318,602) －

計 2,424,209 908,562 545,511 39,192 3,917,475 (318,602) 3,598,873

営業費用 2,895,937 1,144,686 534,928 94,748 4,670,300 (58,631) 4,611,669

営業利益又は営業損失(△) △471,727 △236,124 10,583 △55,556 △752,825 (259,971) △1,012,796

　（注）　１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1)映像事業………………ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、洋画配給、邦画製作及び国際映画製作

(2)出版事業………………書籍の製作・出版・販売

(3)Ｅコマース事業………ネット通販サイトの構築・運営、デジタルメディアによるＰＲ・マーケティング事

業、携帯端末向けへのコンテンツ配信サービス事業

(4)その他事業……………ＣＤの制作・販売、キャラクター開発及び関連商品のライセンス販売、金融投資事

業等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は264,408千円であり、その主なものは管

理部門の費用及び全社経費等であります。

４．事業区分の変更

　事業区分につきましては、従来「映像事業」、「出版事業」、「音楽事業」、「Eコマース事業」及び

「版権事業」の５つの区分にしておりましたが、当連結会計年度より、「映像事業」、「出版事業」、

「Eコマース事業」及び「その他」に変更しております。

　この変更は「音楽事業」及び「版権開発事業」の事業撤退に伴い、金額はが僅少となったためであります。

　なお、当連結会計年度における「音楽事業」の売上高は36,906千円、営業損失△53,009千円であり、「版

権開発事業」の売上高及び営業利益は該当ありません。
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 ５．会計処理の変更

 （返品調整引当金）

　「会計処理の変更」に記載のとおり、返品調整引当金については、従来、期末の売掛債権を基礎として

返品見込額の売買利益相当額を計上しておりましたが、当連結会計年度より、各作品毎の返品見込数を見

積もってその売買利益相当額を計上する方法に変更いたしました。

　この変更は、販売点数の増加及び販売形態の多様化に伴い、売上債権を基礎とするよりも返品見込数量

を基礎として引当額を算定するほうがより適切に期間損益を表示すると判断したことによるものであります。

　この変更により、従来と同様の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の出版事業の営業損失は

74,162千円増加しております。

（映像使用権の償却方法）

　映像使用権につきましては、当連結会計年度より、24ヶ月の定額法による償却方法から、見積回収期間

（１年）にわたり、会社所定の償却率によって償却する方法に変更しております。

　この変更により、従来と同様の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の映像事業の営業損失は

45,954千円減少しております。

 （映像使用権及び出版等の計上区分の変更）

　映像使用権及び出版権等の権利につきましては、従来たな卸資産として計上しておりましたが、当連結

会計年度より、取得したコンテンツに係る権利については無形固定資産として計上する方法に変更してお

ります。

　この変更により、従来と同様の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の原価償却費は映像事業で

260,712千円増加し、出版事業は48,131千円増加しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年６月１日　至平成16年11月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成17年６月１日　至平成17年11月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成16年６月１日　至平成16年11月30日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成17年６月１日　至平成17年11月30日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

１株当たり純資産額 132,487.10円

１株当たり中間純損失141,481.59円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
   －円

１株当たり純資産額 74,578.99円

１株当たり中間純利益 4,544.58円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
  4,154.97円

１株当たり純資産額 64,625.33円

１株当たり当期純損失288,959.83円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
   －円

　なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの1株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

　当社は平成17年9月30日付で１株に

つき4株の株式分割を行っております。

当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たり情報について

は、それぞれ以下のとおりとなります。

　なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの1株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

前中間連結会計期間 前連結会計年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

33,121.78円 16,156.33円 

 1株当たり中間純損失 1株当たり当期純損失

35,370.40円 72,239.96円 

 潜在株式調整後１株当

たり中間純損失

 潜在株式調整後１株当

たり当期純損失

－ － 

（注）　１株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日)

前連結会計年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

1株当たり中間純利益

又は中間（当期）純損失
   

中間純利益

又は中間（当期）純損失（△）（千円）
△1,424,436 422,128 △3,764,568

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

　(うち利益処分による役員賞与金) (－) (－) (－)

普通株式に係る中間純利益

又は中間（当期）純損失（△）(千円）
△1,424,436 422,128 △3,764,568

期中平均株式数（株） 10,068 92,886 13,028

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益

普通株式増加数（株） － 8,710 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株

当たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権4種類（新株

予約権の個数1,434個）

及び新株引受権1種類

（新株予約権の目的とな

る株式数30株）。

新株予約権２種類（新株

予約権の個数1,200　　

個）

新株予約権６種類

（新株予約権個数

3,064個）及び新株引

受権１種類（新株予

約権の目的となる株

式数30株）。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

１.　当社は平成16年11月24日開催の取締役会

において、当社全額出資による子会社を設

立することを決議いたしました。詳細は次

の通りであります。

(1)その旨及び目的

エンターテイメント事業と金融事業の融

合の促進を図るため

(2)設立する会社の名称・事業内容・規模

　　名称:㈱アーティストハウス

インベストメント

　　事業内容:エンターテイメントコンテ

ンツなど知的財産権に係る

ファイナンススキームの組

成・運用・管理

　　規模:資本金100,000,000円

(3)設立の時期

　　平成16年12月1日

(4)取得する株式の数、取得価額及び取得

　 後の持分比率

株式数:2,000株

取得価額:100,000,000円

持分比率:100%

１.　当社は平成17年11月８日開催の取締役会

決議に基づき、グローバルなエンターテイ

メントビジネスを展開させるべく、海外エ

ンターテイメントコンテンツの企画・製

作・販売を行なう㈱Ｆouの普通株式200株

を平成17年12月１日に株式交換により取得

し、同社を完全子会社といたしました。

　 この株式交換に伴い当社普通株式2,400

株を新規発行し、㈱Fouの株主に割当てを

行いました。株式交換比率は同社株１株に

つき当社株12株であります。なお、この新

株発行による当社の資本金の増加はありま

せん。

１． 当社は平成17年４月26日開催の取締役会

決議に基づき、映像等パッケージソフト二

次流通事業への参入するべく、当該卸売事

業を展開する㈱ツートップを平成17年６月

１日付にて株式交換し、同社を完全子会社

といたしました。

この株式交換に伴い当社普通株式760株を

新規発行し、㈱ツートップの株主に割当て

を行いました。株式交換比率は同社株1株

につき当社株3.8株であります。なお、こ

の新株発行による当社の資本金の増加はあ

りません。

２.　当社は平成16年12月8日開催の取締役会

において、株式会社シニアコミュニケー

ションとの共同出資による子会社を設立す

ることを決議いたしました。詳細は次の通

りであります。

(1)その旨及び目的

当社グループが有する“総合的なエン

ターテイメント提供力やネットワーク”と

㈱シニアコミュニケーションが有する“シ

ニアマーケットを専門とした事業展開の中

で培われたノウハウ等”を活かし、書籍や

映像といった大人のためのエンターテイメ

ントコンテンツを提供していくため。

(2)設立する会社の名称、事業内容、規模

　　名称:㈱翔年社

　　事業内容:シニア向けエンターテイメ

ント商品の開発・販売

　　規模:資本金40,000,000円

(3)設立の時期

平成16年12月24日

(4)取得する株式の数、取得価額及び取得

　 後の持分比率

株式数:528株

取得価額:26,400,000円

持分比率:66%

２.　当社は平成17年10月20日開催の取締役会

決議に基づき平成17年11月７日に発行して

いる第７回新株予約権につき、平成17年12

月15日までに権利行使が完了し、資本金及

び資本準備金が増加いたしました。内容は

以下のとおりであります。

　(1)発行株式数：普通株式3,785.19株

　(2)増加した資本金：504,170千円

　(3)増加した資本準備金：504,170千円

　(4)新株の配当起算日：平成17年12月1日

２． 当社は平成17年６月29日開催の取締役会

決議に基づき、音楽関連事業の拡大を計る

べく、楽器販売事業を行う㈱ミュージック

ランドの普通株式48,600株（発行済株式総

数72,000株）を平成17年７月５日に

416,250千円にて取得し、同社を子会社と

いたしました。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

３.当社は平成16年12月20日開催の取締役会に

おいて、株式会社ブロードバンドミュー

ジックコミュニケーションズの第三者割当

を引受けることを決議いたしました。詳細

は次の通りであります。

(1)その旨及び目的

　　同社を当社子会社とするため

(2)第三者割当増資先の名称、事業内容、規

模

　名称:㈱ブロードバンドミュージック

　　　　　コミュニケーションズ

(3)引受の時期

平成16年12月21日

(4)引受株数、引受金額、引受後の持分比率

株式数:150株

取得価額:7,500,000円

持分比率:52%

３.　当社は平成17年10月20日開催の取締役会

決議に基づき平成17年11月７日に発行して

いる第８回新株予約権につき、平成18年１

月17日までに以下の権利行使があり、資本

金及び資本準備金が増加いたしました。内

容は以下のとおりであります。

　(1)発行株式数：普通株式数3,239.08株

　(2)増加した資本金：504,166千円

　(3)増加した資本準備金：504,166千円

　(4)新株の配当起算日：平成17年12月1日

 ３．当社は平成17年７月11日開催の取締役会

において、株式の流動性の向上及び株主数

の増加、個人投資家による資本参加及び株

式市場の活性化のため、平成17年９月30日

(金曜日)付をもって、次のとおり株式分割

による新株式を発行することを決議してお

ります。

(1）分割により増加する株式数

　普通株式として、平成17年８月11日(木

曜日)最終の発行済株式数に３を乗じた株

式数となります。

 (2）分割の方法

　平成17年８月11日(木曜日)最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載又は記録された

株主、並びに端株原簿に記載又は記録され

た端株主の所有株式数を１株につき４株の

割合をもって分割いたします。

(3）効力発生日

 　　　平成17年９月30日(金曜日)

(4）配当起算日

　　　 平成17年６月１日(水曜日)

(5）その他、この株式の分割に必要な事項

は、今後の取締役会において決定いたいま

す。

　　 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前連結会計年度における１株当

たり情報及び当期首に行われたと仮定した

場合の当連結会計年度における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額

 40,823円56銭

１株当たり純資産額

 16,156円33銭

１株当たり当期純利益

金額

 988円60銭

１株当たり当期純利益

金額

 △72,239円96銭

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益金額

935円89銭

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益金額

－

４.　当社は平成17年12月21日開催の取締役会

においてLehman Brothers Commercial

Corporation Asia Limited向けに発行して

おりました第８回新株予約権及び第９回新

株予約権の買入消却を決議し、買入消却を

行っております。同時に同社向けに第11回

新株予約権の発行をすることを決議し、平

成18年１月24日に発行いたしました。その

概要は次の通りであります。

　　第８回新株予約権

(1)買入消却個数：800個

(2)消却方法：１個あたり41,660円を支払

う方法による。

　　第９回新株予約権

(1)買入消却個数：1,000個

(2)消却方法：１個あたり41,660円を支払

う方法による。

４． 当社は平成17年７月25日開催の取締役会

において、子会社である㈱ワイズポリシー

について、当社が所有する同社株式及び同

社に対する債権を譲渡することを決議し、

平成17年７月29日付で沖田敦氏に譲渡いた

しました。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

　　第11回新株予約権

(1)新株予約権の総数：1,000個

(2)新株予約権の発行価額：1個当り

41,700円

(3)発行価額の総額：41,700,000円

(4)目的となる株式の種類：当社普通　株

式

(5)目的となる株式数：新株予約権の数

に500万円を乗じ、下記の行使価額で

除した数

(6)第11回新株予約権1個の行使に際して

払込をなすべき額は、行使請求に係る

新株予約権の数に500万円を乗じた額

とする。

(7)第11回新株予約権の行使に際して払込

をなすべき1株あたりの金額（以下「行

使価額」という。）は、当初、32万

5,000円とする。

(8)行使価額は、第11回新株予約権発行の

翌暦週以降の毎週最終取引日（以下、

「修正日」という。）の翌取引日以降、

修正日までの各3連続取引日（修正日

当日を含み、売買高加重平均価格のな

い日を除く。）の株式会社東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引

の売買高加重平均価格の単純平均値

の90%で呼値の刻み未満を切捨てた金

額に修正される。但し、行使価額は97

万5,000円（下記(9)により、行使価額

と同様に調整される。）を上回らず、

16万2,500円（下記(9)により、行使価

額と同様に調整される。）を下回らな

いものとする。

(9)当社は、第11回新株予約権の発行後、

当社普通株式の時価を下回る発行価額

又は処分価額をもって当社普通株式を

新たに発行又は当社の有する当社普通

株式を処分する場合には、次に定める

算式をもって行使価額を調整する。な

お、次の算式において、「既発行株式

数」は当社の発行済普通株式総数から、

当社が保有する当社普通株式を控除し

た数とする。

    調整後行使価額＝調整前行使価額×

(既発行株式数＋(新発行・処分株式数

×１株当たりの発行・処分価額)/時

価)/（既発行株式数＋新発行・処分株

式数）

    また、当社は、当社普通株式の分割・

併合、又は時価を下回る価額をもって

当社普通株式に転換される証券若しく

は転換できる証券又は当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権若しくは

新株予約権付社債を発行する場合等に

も適宜転換価額を調整する。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

(10)行使期間：2006年1月12日から2009年

1月11日（いずれも日本時間）まで。

但し、第11回新株予約権の全部が消却

される場合には、消却される第11回新

株予約権については、消却のための通

知に記載された消却期日の前営業日ま

で。また、当社は、一定の日を、当該

日の7日前までに第11回新株予約権者

に通知することにより、転換のための

非営業日として指定することができる。

ただし、かかる非営業日は連続10営業

日を超えてはならない。

(11)その他の行使条件：第11回新株予約

権の一部行使はできない。

   　発行価額のうち資本へ組入れる

額： 第11回新株予約権の行使により

発行する株式の発行価格のうちの資本

組入額は、当該発行価格に0.5を乗じ

た額とし、その結果1円未満の端数を

生じる場合は、その端数を切り上げた

額とする。

   　第11回新株予約権の譲渡に関する事

項：該当なし

(12)新株予約権の発行方法：第三者割当

の方法により全ての第11回新株予約権

をLehman Brothers Commercial 

Corporation Asia Limitedに割り当て

る方法による。

５.　当社は平成17年12月21日付け取締役会で

買収・投資資金に充当するため以下の借入

をすることを決議し、平成17年12月22日に

借入をいたしました。

(1)借入先の名称：

サンライズファイナンス㈱

(2)借入金額、借入条件

借入金額：2,000,000千円

借入期間：平成17年12月22日～平成18年12

月22日

利率：１ヶ月Libor+1.0%

その他条件：第11回新株予約権が行使され

た場合は、払込金額で期限前返済をする

 ５. 当社は平成17年７月25日開催の取締役会

において、子会社である㈱クロスワープに

ついて、当社が所有する同社株式を譲渡す

ることを決議し、平成17年７月29日付でピ

ナクル匿名組合ロックポイント(営業者ピ

ナクル株式会社)に譲渡いたしました。

６.　当社は平成18年１月24日開催の取締役会

において、以下の借入れをすることを決議

し、平成18年１月24日に借入をいたしまし

た。

(1)その旨及び目的

買収資金に充当するため

(2)借入先の名称

　 ㈱なが多

(3)借入金額、借入条件

借入金額：1,150,000千円

借入期間：平成18年１月24日～平成18年３

月27日（期日一括返済）

利率:4.00%
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前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

７.　当社は平成18年１月16日開催の取締役会

において、高額商品オークション事業に参

入するためAntiquorum S.A.（本社スイ

ス・ジュネーブ）および同社の関係会社２

社のそれぞれ50.0％分の株式を当社が譲り

受ける旨の基本合意を締結することを決議

いたしました。詳細は次の通りであります。

(1)株式取得の相手方の名称

名称：Habsburg Holding Ltd.

(2)買収する会社の名称、事業内容、規模

名称：Antiquorum S.A., Antiquorum 

Auctioneers, INC., C2C Time, Inc.

事業内容:時計オークション事業

規模:株主資本187百万円

(3)株式取得の時期

平成18年1月

(4)取得する株式の数、取得価額及び取得

後の持分比率

株式数:1,050株

取得価額:30百万ドル

持分比率:50%

(5)支払資金の資金調達及び支払方法

調達方法：サンライズファイナンス㈱から

の借入及び㈱なが多からの借入

８.　当社は平成18年１月30日開催の取締役会

において、第三者割当増資を実施すること

を決議いたしました。詳細は次の通りであ

ります。

(1)発行する株式の種類および数

普通株式15,650株

(2)発行価額：１株につき191,000円

(3)発行総額：2,989,150千円

(4)発行価額のうち資本へ組入れる額：

１株につき95,500円

(5)発行のスケジュール

申込期間：平成18年２月８日～平成18年２

月14日

払込期日：平成17年２月15日

配当起算日：平成17年12月１日

(6)資金使途：短期借入金の返済

９.　当社子会社であるArtist House 

Investment Asia Limitedは、平成17年12

月９日開催の取締役会において㈱ビジネス

バンクコンサルティングの第三者割当増資

を引受を決議し、実施いたしました。詳細

は次の通りであります。

(1)事業内容： 人事・会計に特化したビジネ

スコンサルティング、ソリューションコン

サルティング、Corporate Advisory 

Service及び総合人材育成サービス

(2)規模：資本金257百万円

(3)取得株式の種類：普通株式

(4)取得株式数：128,500 株

(5)取得価額：499,865千円

(6)取得後の持分比率：5.21％
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６．仕入、生産及び販売の状況

(1）仕入実績

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

コンテンツ事業 382,187 95.5 － － 26,212 100.0

流通事業 － － 1,465,644 100.0 － －

IT事業 18,105 4.5 － － － －

金融事業 － － － － － －

合計 400,292 100.0 1,465,644 100.0 26,212 100.0

(2）販売実績

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

コンテンツ事業 1,085,694 83.9 1,939,567 45.1 3,078,501 85.5

流通事業 － － 2,359,700 54.9 － －

IT事業 208,783 16.1 380 0.0 520,372 14.5

金融事業 － － － － － －

合計 1,294,477 100.0 4,299,648 100.0 3,598,873 100.0
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