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１．平成18年５月中間期の業績（平成17年６月１日～平成17年11月30日）

(1）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 ％

18年５月中間期 117 △31.3 △206 399.1 9 －

17年５月中間期 171 12.0 △41 5.4 △35 △24.5

17年５月期 394 △171 △232

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年５月中間期 330 － 3,554 77

17年５月中間期 △1,131 － △112,391 84

17年５月期 △3,260 △250,288 21

（注）①期中平均株式数 18年５月中間期 92,886株 17年５月中間期 10,068株 17年５月期 13,028株

②会計処理の方法の変更 無

③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）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

18年５月中間期 　　　　―――――― 　　　　――――――

17年５月中間期 　　　　―――――― 　　　　――――――

17年５月期 　　　　―――――― 　　　　――――――

 

(3）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

18年５月中間期 9,637 6,803 70.6 63,102 99

17年５月中間期 4,969 2,107 42.4 135,923 62

17年５月期 3,995 1,673 41.9 77,671 60

（注）①期末発行済株式数 18年５月中間期 107,810株 17年５月中間期 15,505株 17年５月期 21,550株

②期末自己株式数 18年５月中間 1株 17年５月中間期 －株 17年５月期 －株

２．平成18年５月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 215 △380 △65 － － － －

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　0円00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60ページを参照して下さい。

－ 1 －



７．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成16年11月30日）

当中間会計期間末
（平成17年11月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（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 914,163 263,754 1,294,416

２　売掛金 147,260 90,387 124,313

３　たな卸資産 53,412 － －

４　短期貸付金 2,347,222 4,301,270 2,698,346

５　その他 ※３ 281,173 519,389 204,256

貸倒引当金 △993 △697,543 △1,462,521

流動資産合計 3,742,238 75.3 4,477,257 46.5 2,858,811 71.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１ 16,664 0.3 35,788 0.4 18,792 0.5

２　無形固定資産 117,064 2.4 15,960 0.1 14,173 0.4

３　投資その他の資産

(1)投資有価証券 － 3,574,850 70,600

(2)関係会社株式 818,299 1,237,535 700,700

(3)長期滞留債権等 － 207,657 207,657

(4)その他  439,209 252,599 288,724

貸倒引当金 △163,704 △163,704 △163,704

投資その他の資産合
計

1,093,803 22.0 5,108,937 53.0 1,103,976 27.6

固定資産合計 1,227,532 24.7 5,160,686 53.5 1,136,943 28.5

資産合計 4,969,771 100.0 9,637,943 100.0 3,995,754 100.0
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前中間会計期間末
（平成16年11月30日）

当中間会計期間末
（平成17年11月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（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　買掛金 82,490 43,952 43,952

２　短期借入金 345,100 1,300,000 230,000

３　一年内返済
予定長期借入金

 661,920 303,800 647,640

４　一年内償還予定社
債

364,000 364,000 364,000

５　その他  149,379 330,828 279,534

流動負債合計 1,602,890 32.3 2,342,581 24.3 1,565,128 39.2

Ⅱ　固定負債

１　社債 804,000 440,000 622,000

２　長期借入金  455,300 51,500 134,500

３　その他 85 728 303

固定負債合計 1,259,385 25.3 492,228 5.1 756,803 18.9

負債合計 2,862,275 57.6 2,834,809 29.4 2,321,931 58.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,742,647 35.1 4,888,441 50.7 2,590,247 64.8

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 1,221,437 2,500,699 2,069,037

２　その他資本剰余金

(1）資本準備金
減少差益

274,846 － 274,846

資本剰余金合計 1,469,283 30.1 2,500,699 26.0 2,343,883 58.7

Ⅲ　利益剰余金

１　中間(当期)未処理
損失

1,131,561 △586,681 3,260,754

利益剰余金合計 △1,131,561 △22.8 △586,681 △6.1 △3,260,754 △81.6

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

125 0.0 1,071 0.0 446 0.0

Ⅴ　自己株式 －  △397 △0.0 －  

資本合計 2,107,495 42.4 6,803,133 70.6 1,673,822 41.9

負債及び資本合計 4,969,771 100.0 9,637,943 100.0 3,995,754 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度要約損益計算書
（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 171,083 100.0 117,483 100.0 394,339 100.0

Ⅱ　売上原価 115,767 67.7 137,600 117.1 292,786 74.2

売上総利益又は総
損失（△）

55,315 32.3 △20,116 △17.1 101,553 25.8

Ⅲ　販売費
及び一般管理費

96,698 56.5 186,412 158.7 272,771 69.2

営業損失 41,382 △24.2 206,529 △175.8 171,218 △43.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 62,368 36.4 282,157 240.1 112,637 28.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 56,497 33.0 65,826 56.0 173,454 44.0

経常利益又は損失
（△）

△35,511 △20.8 9,801 8.3 △232,036 △58.8

Ⅵ　特別利益 ※３ 1,492 0.9 133,108 113.3 739 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４ 1,071,693 626.4 11,203 9.5 2,970,896 753.4

税引前中間
(当期）純利益又は
純損失（△）

△1,105,711 △646.3 131,707 112.1 △3,202,193 △812.0

法人税、住民税
及び事業税

1,269 △198,482 △263

法人税等調整額 24,579 25,849 15.1 － △198,482 △169.0 58,824 58,561 14.9

中間(当期)純利益
又は純損失（△）

△1,131,561 △661.4 330,189 281.1 △3,260,754 △826.9

前期繰越損失 － 916,870 －

中間（当期）
未処理損失

1,131,561 586,681 3,260,754
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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）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

　当社は、当中間会計期間末におけ

る有利子負債残高が2,630,320千円で

あり、中間純損失を1,131,561千円計

上した結果、自己資本に対する有利

子負債比率は前事業年度末

（253.7％）に比べて減少しているも

のの、124.8％となっており、依然高

い数値となっております。

　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

子会社のリストラクチャリング、版

権開発事業からの撤退等に伴う、投

資の評価減及び債権に対する貸倒引

当金の計上等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。

　主力事業の映像事業及び成長事業

のＥコマース事業子会社へ経営資源

を集中して、業容の拡大を進めると

共に、子会社への融資を回収して有

利子負債の削減を進めてまいります。

　中間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財務諸表には

反映しておりません。

　当社は持株会社として当社グルー

プの経営管理及び財務管理を行って

おり、当社グループは、当中間会計

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財務諸表には

反映しておりません。

　当社は、当事業年度において

3,260,754千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。

　当事業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、出版事業子会社のリス

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伴う投資の評

価減及び債権に対する貸倒引当金の

計上等による一時的なものでありま

す。

　当社は、当該状況を解消すべく、

財務体質強化のため当事業年度にお

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

日には株式交換により株式会社ツー

トップを、平成17年７月５日には株

式取得により株式会社ミュージック

ランドを子会社とし、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。

　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

疑義の影響を当財務諸表には反映し

ておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　　　 同左　

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

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

製品

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

　　　　　　 －

 

(2）たな卸資産

製品

－

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。

 

 

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、当事業年度か

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79,723千円を特別損失

として計上し、営業損失及び経常損

失はそれぞれ51,185千円減少し、税

引前当期純損失は28,537千円増加し

ております。

　。

仕掛品

個別法による原価法

 

 

仕掛品

個別法による原価法
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前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

２　固定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。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

２　固定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。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

２　固定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。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　８～10年

車両運搬具　　　　　４～６年

工具器具備品　　　　４～15年

建物　　　　　　　　８～10年

車両運搬具　　　　　６年

工具器具備品　　　　５～８年

建物　　　　　　　　８～10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

定額法によっております。

なお、主な償却方法は次のとおりであ

ります。

　 (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。

(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。

(2）無形固定資産

　　　　　同左

 

 

　 (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、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。

（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、経常損失及び税引前中間

純損失はそれぞれ99,916千円少なく

計上されております。

(2）無形固定資産

　　　　　　同左

　　　

 

　 (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、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。

なお、当中間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、下半期においてよ

り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。

　よって、当中間会計期間において

は、変更後の基準によった場合に比

べ、営業損失、経常損失及び税引前

中間純損失は99,916千円少なく計上

されております。
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前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

３　引当金の計上基準

（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　引当金の計上基準

（貸倒引当金）

同左

３　引当金の計上基準

（貸倒引当金）

同左

４　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準

 　外貨建金銭債権債務は、中間決算日の

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　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準

同左

４　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換

算基準

　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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。

５　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　リース取引の処理方法

　　　　　　　同左

５　リース取引の処理方法

同左

６　その他中間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。

６　その他中間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

６　その他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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会計処理の変更

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

（映像使用権等の計上区分の変更）

　従来、映像使用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、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を推進をするとと

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105,416

千円減少し、無形固定資産は同額増加

しております。

　　　　　　　　－

 

 

 （映像使用権等の計上区分の変更）

　従来、映像使用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、当事業年度より取得した

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、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を推進をするとと

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5,500千

円減少し、無形固定資産は同額増加し

ております。

 　　　　　　－ （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

（中間貸借対照表）

　　　　　　　　　　　　－

（中間貸借対照表）

「投資有価証券」は前中間会計期間末は、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、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は、

49,682千円であります。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成16年11月30日）

当中間会計期間末
（平成17年11月30日）

前事業年度末
（平成17年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

14,812千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

7,582千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

17,173千円

2　偶発債務

　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っております。

2　偶発債務

　次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っております。

2　偶発債務

　次の関係会社について、金融機関から

の借入及び権利購入に対し債務保証を行っ

ております。

㈱アーティストフィルム 250,000千円

合計 250,000千円

㈱アーティストフィルム

㈱ミュージックランド

49,000千円

140,000千円

合計 189,000千円

㈱アーティストフィルム    247,000千円

合計    247,000千円

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動資産のその他に含めて表示し

ております。

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

の上、流動資産のその他に含めて表示し

ております。

※３　　　　　　　　―

 

　 ４ 当社は、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。

   ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行１行と当座貸越契約を締

結しております。

　　　　当中間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。

   ４ 当社は、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。

　　　　当事業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  100,000千円

借入金実行残高  100,000千円

差引額 －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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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息

投資有価証券売却益

44,156千円

9,986千円

受取利息

投資有価証券売却益

アドバイザリー業務収

入

39,985千円

2,100千円

240,000千円

受取利息

受取債務保証料

      84,595千円

     25,979千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 24,035千円

新株発行費 11,694千円

コミットメント関連費

用
6,788千円

金融支払手数料 7,789千円

支払利息 10,096千円

新株発行費 20,009千円

金融支払手数料 6,506千円

投資組合損失 25,390千円

支払利息       38,285千円

投資組合損失      80,020千円

コミットメント関

連費用
      6,955千円

新株発行費      15,299千円

金融支払手数料       15,148千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益 1,492千円 子会社株式売却益 31,730千円

貸倒引当金戻入益 101,378千円

貸倒引当金戻入益      739千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

貸倒損失 790,000千円

貸倒引当金繰入額

関係会社株式評価損

事業撤退損失

出資金売却損

固定資産除却損

109,724千円

122,000千円

46,839千円

1,697千円

1,431千円

固定資産除却損    11,203千円

 

 

 

 

 

       

       

      

     

 

貸倒引当金繰入額    2,176,464千円

関係会社株式評価損    480,299千円

事業撤退損失    230,839千円

映像使用権の償却方

法変更等に伴う前期

損益修正損

   79,723千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 1,650千円

無形固定資産 8,057千円

有形固定資産 　　3,843千円

無形固定資産    2,213千円

有形固定資産      4,617千円

無形固定資産      110,948千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（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

─────  －

(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 262千円

減価償却費相当額 226千円

支払利息相当額 35千円

支払リース料    262千円

減価償却費相当額    226千円

支払利息相当額    35千円

(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

　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。

(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

　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。

②　有価証券

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（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 135,923.62円

１株当たり中間純損失 112,391.84円

１株当たり純資産額 63,102.99円

１株当たり中間純利益 3,554.77円

 潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
3,250.02円

１株当たり純資産額     77,671.60円

１株当たり当期純損失    250,288.21円

　なお、潜在株式調整後1株当たり中間

純利益については、潜在株式は存在す

るものの1株当たり中間純損失が計上さ

れているため、記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益については、潜在株式は存在

するものの1株当たり中間純損失が計

上されているため、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。

前中間会計期間 前事業年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

33,980.91円 19,417.90円 

 1株当たり中間純損失 1株当たり当期純損失

28,097.96円 62,572.05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)

当中間会計期間
(自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日)

前事業年度
(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）
△1,131,561 330,189 △3,260,754

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益

又は中間（当期）純損失（△）（千円）
△1,131,561 330,189 △3,260,754

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

株予約権の個数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）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前会計年度
（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）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前会計年度
（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

を引き受けることを決議いたしました。詳

細は以下のとおりであります。

(1)その旨及び目的

　同社を子会社とするため

(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

事業内容：PC、携帯電話インターネットを利

用した音楽流通事業

(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憶され

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

した場合の前事業年度における１株当たり

情報及び当期首に行われたと仮定した場合

の当事業年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額

 33,781円13銭

１株当たり純資産額

 19,417円90銭

１株当たり当期純利益

金額

 △883円15銭

１株当たり当期純利益

金額

 △62,572円05銭

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益金額

－

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）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前会計年度
（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）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前会計年度
（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)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

 

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）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前会計年度
（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

の借入および㈱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

－ 18 －


