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平成１８年３月期   第３四半期財務・業績の概況（連結）   平成１８年２月１４日 

上場会社名 セブンシーズホールディングス株式会社 （コード番号：3750 東証第二部） 

（ＵＲＬ http://www.sshd.co.jp/）  

代 表 者 役 職名 代表取締役社長 氏 名 恩田 英久  

問合せ先 役 職名 取締役管理本部財務経理部長 氏 名 岩渕 勲 （TEL：03－5225－3611） 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有 

 法人税等の計上、たな卸資産の評価、その他影響額が僅少な項目につき、一部簡便的な
処理を用いております。 

②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：有 

 連結（新規）３社 ㈱ピーアール・ライフ、㈱リンクス、㈱マーケットフォーカス 
   （除外）２社 ㈱ダイエープリントセンター、ゼィープラス・マネジメント㈱ 

 
２．平成 18 年 3 月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 
（１）経営成績（連結）の進捗状況                       （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期) 
純 利 益 

 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％

18 年 3 月期第３四半期 15,609    30.3 △58     － 577 2,837.1 133     － 

17 年 3 月期第３四半期 11,980     － 39     － 19     －  △1,010     － 

(参考)17 年 3 月期 18,298    56.0 447   △7.5 371  △27.6 △882     － 
 

 
1 株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
1 株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円     銭 円     銭

18 年 3 月期第３四半期 2.42  2.29

17 年 3 月期第３四半期 △25.57          －

(参考)17 年 3 月期 △21.62       －

(注） 18 年３月期第３四半期 17 年３月期第３四半期 17 年３月期 

①持分法投資損益 △5百万円 0 百万円 △1百万円 

②期中平均株式数     55,145,379 株 39,522,588 株 40,814,548 株 

③会計処理方法の変更 無    

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期までの当社グループの事業環境としましては、純粋持株会社化後の事業再編が本格的にス
タートしており、各事業領域において事業基盤の整備・拡大を眼下に活動いたしました。 

メディア事業におきましては、従来「セブンシーズ」を出版していたＩＬＭ（注 1）において、新たに時計
専門誌「クロノス日本版」を発売し、さらに男性月刊誌「オーシャンズ」、ファッション誌「ハーパース・
バザー日本版」の取り扱いを開始いたします。ＩＬＭがより高級誌志向へとシフトする一方でインフォレ
スト㈱および㈱カラットでは娯楽、エンターテイメントに特化した独自路線を深耕してまいりました。 

ＩＭＣ事業（注 2）におきましては新たに㈱ピーアール･ライフが加わり、従来型の広告代理店事業を発展
させた事業コンセプトとして標榜する「クリエイティブエージェンシー」への転換をはかってまいりまし
た。また、㈱リンクス、㈱マーケットフォーカスが新たにグループ入りし、マーケットリサーチを開始し
ております。 

ＩＴ事業におきましては大規模システムの設計から運用までの構築支援サービスなど受注が堅調であ
りました。また、大型案件の検収につきましても順調に推移しております。 

ビジネスソリューション事業につきましては従来のＩＳＯ取得支援に加え、情報セキュリティ関連（Ｉ
ＳＭＳ、Ｐマーク）の取得支援コンサルティングについても順調に推移しております。 

この結果、第３四半期の業績は、売上高は 15,609 百万円、経常利益は 577 百万円となり、概ね当初の
計画通りに推移し、当四半期純利益は 133 百万円となりました。 

（注 1）ＩＬＭ：㈱インターナショナル・ラグジュアリー・メディア 

      （旧会社名：㈱セブンシーズ・アンド・カンパニー） 
（注 2）ＩＭＣ事業：Integrated Marketing Communications 事業 
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（２）財政状態（連結）の変動状況 

 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 3 月期第３四半期 25,805 10,476 40.6 188.37

17 年 3 月期第３四半期         16,628           6,227         37.5       157.57

(参考)17 年 3 月期 21,557 10,089 46.8 184.18

(注） 18 年３月期第３四半期 17 年３月期第３四半期 17 年３月期 

①期末発行済株式数（連結） 55,615,195 株 39,519,491 株 54,779,310 株 

 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

18 年 3 月期第３四半期 △147 △4,851 1,251 6,625

17 年 3 月期第３四半期 223 6,736 △6,899 5,505

(参考)17 年 3 月期 △161 6,835 △1,754 10,366

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

 ① 財政状態（連結）の変動状況 

当四半期末における総資産は 25,805 百万円（前連結会計年度末比 4,248 百万円増）、負債合計は

13,827 百万円（前連結会計年度末比 3,294 百万円増）、資本合計は 10,476 百万円（前連結会計年度

末比 387 百万円増）となりました。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

    当四半期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、6,625 百万円

（前連結会計年度末比 3,741 百万円減）となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次の

とおりであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当四半期における営業活動の結果、減少した資金は 147 百万円となりました。 

    これは主に、有価証券運用益の増加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） 

    当四半期における投資活動の結果、減少した資金は 4,851 百万円となりました。 

    これは主に、投資有価証券の取得による支出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） 

    当四半期における財務活動の結果、増加した資金は 1,251 百万円となりました。 

    これは主に、短期借入金の増加および社債の発行による収入によるものであります。 
 
３．平成 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4月１日～平成 18 年 3月 31 日） 

 予 想 売 上 高        予想経常利益        予想当期純利益 
１株当たり 

予想当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 円  銭

通       期 21,000 1,000 495 9.000
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 

平成 18 年 3月期の業績予想につきましては、前回（平成 18 年 10 月 31 日）公表いたしました業績予想

に変更はありません。 
 

  ※上記の数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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 【四半期連結財務諸表】 

① 【四半期連結貸借対照表】 

  
当第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 
前第３四半期連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

(参考) 前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３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  7,922,518 6,017,045  10,857,663  

２ 受取手形及び売掛金 ※２  7,109,657 5,433,227  6,237,198  

３ 割賦売掛金    ―   35,960   ―  

４ 有価証券   1,224,364  885   ―  

５ たな卸資産   570,521 710,203  457,936

６ 繰延税金資産   66,186  76,379  51,868

７ その他   715,054 356,000  198,023

８ 返品債権特別勘定 

  引当金 
  △329,400 △268,250   △251,430

９ 貸倒引当金   △58,982  △70,071   △28,012

流動資産合計   17,219,920 66.7  12,291,381 73.9  17,523,249 81.3

Ⅱ 固定資産      

(1) 有形固定資産 ※１      

１ 建物及び構築物 ※２ 619,013 508,416  464,773   

２ 機械装置及び 

   運搬具 
 15,755 28,895  27,157 

３ 土地 ※２ 557,916 815,333  773,333 

４ その他  53,446 1,246,130 4.8 65,439 1,418,084 8.5 105,771 1,371,037 6.3

(2) 無形固定資産     

１ 連結調整勘定  1,370,013 901,463 823,404   

２ その他  99,327 1,469,341 5.7 135,532 1,036,995 6.3 56,993 880,398 4.1

(3) 投資その他の資産      

１ 投資有価証券 ※２ 4,263,147 575,382  587,247   

２ 繰延税金資産  162,311 143,433  63,267 

３ 賃貸資産 ※２ 1,036,459 757,315  749,373 

４ 破産更生債権等  106,965 87,552  86,040 

５ その他 ※２ 440,290 435,084  414,382 

６ 貸倒引当金  △138,783 5,870,392 22.8 △116,734 1,882,033 11.3   △117,861 1,782,452 8.3

固定資産合計   8,585,864 33.3 4,337,114 26.1  4,033,887 18.7

資産合計   25,805,785 100.0 16,628,495 100.0  21,557,137 100.0
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当第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 
前第３四半期連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

(参考) 前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３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 ※２  4,705,538 4,068,427  3,787,739

２ 短期借入金 ※２  4,885,266 1,705,000  3,109,250

３ 一年以内返済予定の 

  長期借入金 
※２  257,600 733,087  937,700

４ 一年以内償還予定の 

  社債 
  235,000 20,000  60,000

５ 未払法人税等   377,812 46,518  105,519

６ 賞与引当金   56,996 55,715  110,190

７ 返品調整引当金   61,900 61,387  92,221

８ 新株予約権   224,957 ―     ―

９ その他 ※２  762,525 878,820  718,061

流動負債合計   11,567,599 44.8 7,568,956 45.5  8,920,682 41.4

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   1,165,000 400,000  350,000

２ 長期借入金 ※２  539,310 1,149,908  695,482

３ 退職給付引当金   495,309 259,292  258,920

４ 連結調整勘定   13,060 20,616  15,672

５ 新株予約権   ― ―  241,351

６ その他   47,237 90,069  50,425

固定負債合計   2,259,918 8.8 1,919,886 11.6  1,611,851 7.5

負債合計   13,827,517 53.6 9,488,843 57.1  10,532,534 48.9

(少数株主持分)    

少数株主持分   1,502,054 5.8 911,929 5.5  935,577 4.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   2,459,240 9.6 500,000 3.0  2,345,000 10.9

Ⅱ 資本剰余金   8,132,554 31.5 6,162,540 37.1  8,018,314 37.2

Ⅲ 利益剰余金   △147,412 △0.6 △409,076 △2.5  △280,898 △1.3

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  34,278 0.1 14,401 0.1  7,628 0.0

Ⅴ 自己株式   △2,447 △0.0 △40,143 △0.3  △1,019 △0.0

資本合計   10,476,212 40.6 6,227,722 37.4  10,089,025 46.8

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  25,805,785 100.0 16,628,495 100.0  21,557,137 100.0
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② 【四半期連結損益計算書】 
 

  
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

(参考) 前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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   15,609,308 100.0 11,980,884 100.0  18,298,009 100.0

Ⅱ 売上原価   12,711,846 81.4 9,417,542 78.6  14,268,354 78.0

売上総利益   2,897,461 18.6 2,563,342 21.4  4,029,655 22.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 通信交通費  120,482 89,428  134,270 

２ 運賃荷造費  239,732 189,165  254,228

３ 貸倒引当金繰入額  9,019 ―  46,591

４ 役員報酬  163,815 172,350  233,236

５ 給与手当  940,054 781,318  1,137,220

６ 賞与  915 5,744  12,886 

７ 賞与引当金繰入額  119,933 65,669  92,845

８ 福利厚生費  142,690 121,282  177,411

９ 退職給付引当金繰入額  23,981 20,897  32,414

10 返品調整引当金繰入額  77,970 ―  49,298

11 租税公課  23,781 34,864  47,335

12 減価償却費  26,017 38,524  48,560

13 支払手数料  184,891 259,463  270,310 

14 賃借料  146,377 149,655  212,428 

15 連結調整勘定償却  172,629 78,067  139,074

16 その他  563,273 2,955,565 19.0 516,945 2,523,376 21.1 693,644 3,581,758 19.6

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △58,104 △0.4 39,965 0.3  447,896 2.4

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  9,769 11,186  19,380 

２ 受取配当金  7,597 6,959  6,973 

３ 賃貸収入  49,808 72,770  88,034 

４ 有価証券運用益  721,134 ―  ―

５ 持分法による投資利益  ― 1,797  ―

６ 連結調整勘定償却  2,612 20,075  25,019

７ その他  27,420 818,343 5.3 14,285 127,075 1.1 18,453 157,862 0.9

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  66,737 70,930  107,217 

２ 賃貸費用  36,035 29,813  40,279 

３ 持分法による投資損失  5,828 ―  1,382 
４ 新株発行費  105 38,677  51,868 
５ その他  74,096 182,803 1.2 7,959 147,380 1.2 33,238 233,988 1.3

経常利益   577,435 3.7 19,660 0.2  371,770 2.0

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※１ ― 699  1,828 

２ 投資有価証券売却益  487 1,000  11,876

３ 貸倒引当金戻入  ― 35,898  69,878 

４ 営業譲渡益  ― 102,676  97,314 

５ その他  ― 487 0.0 5 140,279 1.2 118,246 299,144 1.6

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産売却損 ※２ ― 884  28,788 

２ 固定資産処分損 ※３ 3,052 4,426  52,364 

３ 投資有価証券評価損  ― 334,372  334,372 

４ 貸倒引当金繰入額  ― 48,619  48,619 

５ 特別退職金 ※４ ― 27,487  46,574 

６ 連結調整勘定償却  ― 551,589  551,589 

７ その他  18,094 21,147 0.1 639 968,018 8.1 3,211 1,065,520 5.8
税金等調整前四半期純 
利益又は税金等調整前 
四半期(当期)純損失(△) 

  556,774 3.6 △808,078 △6.7  △394,604 △2.2

法人税、住民税及び事業税  360,602 72,271  178,135

法人税等調整額  △38,720 321,882 2.1 158,102 230,373 1.9 221,141 399,276 2.1
少数株主利益又は少数 
株主損失(△) 

  101,407 0.6 △27,827 △0.2  88,565 0.5

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△) 

  133,485 0.9 △1,010,624 △8.4  △882,446 △4.8
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③ 【四半期連結剰余金計算書】 

 

  
当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

(参考) 前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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  8,018,314 2,392,909  2,392,909

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  114,240 1,012,500  2,842,500 

 ２．株式移転に伴う増加高 ※ ― 2,757,131  2,757,131 

 ３. 自己株式処分差益  ― 114,240 ― 3,769,631 25,774 5,625,405

Ⅲ 資本剰余金四半期末 
  (期末)残高 

 8,132,554 6,162,540  8,018,314

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △280,898 693,120  693,120

Ⅱ 利益剰余金増加高    

四半期純利益  133,485 133,485 ― ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １．配当金  ― 91,572  91,572 

 ２．四半期(当期)純損失  ― ― 1,010,624 1,102,197 882,446 974,019

Ⅳ 利益剰余金四半期末 
(期末)残高 

 △147,412 △409,076  △280,898
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④ 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  

当第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成17年４月１日

至 平成17年12月31日)

前第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

(参考) 前連結会計年度

の要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

区分 
注記
番号

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 

  

１ 税金等調整前四半期純利益又は税金等

調整前四半期(当期)純損失(△) 
 556,774 △808,078 △394,604 

２ 減価償却費  53,994 109,266 143,257 

３ 連結調整勘定償却額  170,017 609,580 665,643 

４ 貸倒引当金の増減額  27,004 △209,392 △243,571 

５ 返品債権特別勘定引当金 
の増減額 

 77,970 66,118 49,298 

６ 投資損失引当金の増減額  － △25,568 △25,568 

７ 賞与引当金の増減額  △62,892 △59,221 △4,746 

８ 返品調整引当金の増減額  △30,321 10,931 41,765 

９ 退職給付引当金の増減額  △3,568 4,748 4,376 

10 受取利息及び受取配当金  △17,367 △18,145 △26,354 

11 持分法投資損益  5,828 △1,797 1,382 

12 受取賃貸収入  △49,808 △72,770 △88,034 

13 有価証券運用益  △721,134 － － 

14 支払利息 (割賦原価を除く)  70,996 70,930 107,217 

15 賃貸費用  36,035 29,813 40,279 

16 為替差損益  △6,029 5,995 4,531 

17 その他営業外損益  48,552 26,355 50,250 

18 固定資産売却益  － △619 △1,828 

19 営業譲渡益  － △102,676 △97,314 

20 その他の特別利益  △487 △1,085 △130,123 

21 固定資産売却損  － 884 28,788 

22 固定資産処分損  3,052 4,426 52,364 

23 投資有価証券評価損  － 334,372 359,940 

24 その他の特別損失  18,094 9,061 － 

25 売上債権の増減額  △427,224 1,581,289 571,447 

26 たな卸資産の増減額  △122,057 △236,933 13,133 

27 仕入債務の増減額  309,520 △956,233 △1,095,140 

28 長期前払費用の増減額  871 △41,696 △38,749 

29 未払消費税等の増減額  △29,751 △19,319 19,531 

30 その他  120,496 △18,399 △60,860 

小計  28,567 291,835 △53,690 

31 利息及び配当金の受取額  33,178 24,943 25,654 

32 賃貸収入の受取額  53,032 72,819 84,550 

33 利息の支払額 (割賦原価を除く)  △82,623 △72,500 △110,564 

34 賃貸費用の支払額  △8,461 △7,721 △10,513 

35 法人税等の支払額又は還付額  △171,254 △86,041 △96,462 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △147,561 223,335 △161,025 
 



ファイル名:04 2期 ashflow.doc 更新日時:2/13/2006 9:08:00 PM 印刷日時:06/02/13 23:24 

― 8 ― 

  

当第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成17年４月１日

至 平成17年12月31日)

前第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

(参考) 前連結会計年度

の要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日)

区分 
注記
番号

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 

  

１ 定期預金の預入れによる支出  △907 △20,323 △20,026 

２ 定期預金の払戻しによる収入  25,222 － 409 

３ 有形固定資産の取得による支出  △158,138 △17,403 △93,645 

４ 有形固定資産の売却による収入  － 2,175 25,363 

５ 無形固定資産の取得による支出  △6,158 △19,916 △17,501 

６ 無形固定資産の売却による収入  － 22 － 

７ 有価証券の取得による支出  △1,013,854 － 0 

８ 有価証券の売却による収入  509,739 － 885 

９ 投資有価証券の取得による支出  △3,687,314 △807 △50,807 

10 投資有価証券の売却による収入  177,902 40,528 36,444 

11 関係会社株式の取得による支出  △50 △268,690 △291,277 

12 連結範囲の変更を伴う 
  子会社株式の取得による支出 

 △350,356 △186,662 △186,662 

13 連結範囲の変更を伴う 
  子会社株式の売却による収入 

 △1,336 － 180,581 

14 営業譲渡による収入  － 7,076,571 7,071,210 

15 貸付金による支出  △579,264 △85,934 △95,014 

16 貸付金の回収による収入  213,421 187,228 256,729 

17 賃貸資産の取得による支出  △8,424 △12,881 － 

18 賃貸資産の売却による収入  － 884 1,758 

19 その他の投資による支出  △26,868 △49,731 △45,732 

20 その他の投資による収入  55,297 90,945 62,428 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △4,851,091 6,736,007 6,835,144 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

   

１ 短期借入金の増減額  932,750 △5,083,240 △3,678,990 

２ 長期借入れによる収入  － 80,000 80,000 

３ 長期借入金の返済による支出  △855,582 △3,788,742 △4,005,215 

４ 株式の発行による収入  212,086 2,025,000 5,700,000 

５ 社債の発行による収入  982,250 － － 

６ 社債の償還による支出  △10,000 △10,000 △20,000 

７ 自己株式の取得による支出  △1,427 △2,042 △2,375 

８ 自己株式の売却による収入  － － 82,849 

９ 配当金の支払額  △244 △81,905 △89,326 

10 その他の財務活動による支出  △8,744 △38,677 178,560 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,251,087 △6,899,607 △1,754,499 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額 

 6,029 △5,995 △4,531 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額 

 △3,741,536 53,738 4,915,089 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 10,366,565 5,451,476 5,451,476 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末(期末)残高 

※ 6,625,029 5,505,215 10,366,565 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数 11社 
主要な連結子会社の名称 
インフォレスト㈱ 
㈱インターナショナル・ラグ
ジュアリー・メディア（旧会
社名㈱セブンシーズ･アンド･
カンパニー） 
㈱ピーアール・ライフ 
㈱国連社 
㈱ザイオン 
キャル㈱ 
㈱Xenlon（旧会社名㈱ディー
エス・インタラクティブ） 
セブンシーズ・ビジネスソリ
ューション㈱（旧会社名ゼィ
ープラス㈱） 
セブンシーズ・アセット・マ
ネジメント㈱（旧会社名ゼィ
ープラス・アセット・マネジ
メント㈱） 
㈱リンクス 
㈱マーケットフォーカス 
 
㈱ダイエープリントセンター
は、平成17年5月31日付の同
社株式の売却により子会社で
なくなったため連結の範囲か
ら除外しております。 
ゼィープラス・マネジメント
㈱は、平成17年４月１日付に
て当社を存続会社とする吸収
合併により同日付にて解散し
ております。 
㈱ピーアール・ライフは、平
成17年9月26日付の株式の取
得により子会社となり、連結
の範囲に含めております｡ 
㈱リンクス及び㈱マーケット
フォーカスは、平成17年11月
28日付の株式取得により完全
子会社となり、連結の範囲に
含めております｡ 

(1) 連結子会社の数 ９社 
主要な連結子会社の名称 
ゼィープラス㈱ 
㈱国連社 
㈱ザイオン 
インフォレスト㈱ 
㈱ダイエープリントセンター
㈱セブンシーズ･アンド･カン
パニー 
キャル㈱ 
㈱パナッシュ 
㈱ディーエス・インタラクテ
ィブ 
 
㈱ザイオンは、平成16年４月
１日付の株式の取得及び平成
16年４月20日付の第三者割当
増資の引受けにより子会社と
なり、同社子会社である㈱デ
ィーエス・インタラクティブ
とともに連結の範囲に含めて
おります。 
㈱国連社は、平成16年10月１
日付の株式の取得及び平成16
年10月16日付の第三者割当
増資の引受けにより当第３四
半期連結会計期間から子会社
となり、連結の範囲に含めて
おります。 
ゼィープラス㈱は、平成16年
10月１日付の株式移転によ
り、当社の完全子会社となり、
連結の範囲に含めておりま
す。 

（1）連結子会社の数 10社 
主要な連結子会社の名称 
ゼィープラス・マネジメント
㈱ (旧会社名ゼィープラス㈱)
ゼィープラス㈱ 
ゼィープラス・アセット・マ
ネジメント㈱ (旧会社名㈱ダ
イエープリントセンター) 
㈱国連社 
㈱ザイオン 
キャル㈱ 
㈱ディーエス・インタラクテ
ィブ 
インフォレスト㈱ 
㈱センシーズ･アンド･カンパ
ニー 
㈱ダイエープリントセンター
㈱ザイオンは、平成16年４月
１日付の株式の取得及び平成
16年４月20日付の第三者割当
増資の引受けにより子会社と
なり、同社子会社である㈱デ
ィーエス・インタラクティブ
とともに連結の範囲に含めて
おります。 
㈱国連社は、平成16年10月１
日付の株式の取得及び平成16
年10月16日付の第三者割当増
資の引受けにより子会社とな
り、連結の範囲に含めており
ます。 
ゼィープラス・マネジメント
㈱は、平成16年10月１日付の
株式移転により、当社の完全
子会社となり、連結の範囲に
含めております。 
ゼィープラス㈱及び㈱ダイエ
ープリントセンターは、平成
17年２月１日付の会社分割に
より当社の完全子会社として
新設され、連結の範囲に含め
ております。 
㈱パナッシュは、平成16年12
月13日付の同社株式の売却によ
り子会社でなくなっております。

 （2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称 

  ㈱大東通信社 
  ㈱大東通信社は小規模会社であ

り、総資産、売上高、当第３四
半期純損益及び利益剰余金（持
分に見合う額）等は、いずれも
第３四半期連結財務諸表に重要
な影響を及ぼしていないため連
結の範囲から除外しております。

（2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称 

   同左 

（2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称 
 ㈱大東通信社 
㈱大東通信社は小規模会社で
あり、総資産、売上高、当期
純損益及び利益剰余金（持分
に見合う額）等は、いずれも
連結財務諸表に重要な影響を
及ぼしていないため連結の範
囲から除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法を適用した関連会社数
１社 

主要な会社等の名称 
  ㈱カラット 
(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要
な会社等の名称 

  非連結子会社 ㈱大東通信社
  関連会社 ㈱自遊人倶楽部 
  ㈱大東通信社及び㈱自遊人倶

楽部は第３四半期純損益及び
利益剰余金等に及ぼす影響が
軽微であり、かつ全体として
も重要性がないため持分法の
適用範囲から除外しておりま
す。 

(1) 持分法を適用した関連会社数
１社 

主要な会社等の名称 
   同左 
(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要
な会社等の名称 

   同左 

(1) 持分法を適用した関連会社数
１社 

主要な会社等の名称 
   同左 
(2) 持分法を適用しない非連子

会社及び関連会社のうち主
要な会社等の名称 
非連結子会社 ㈱大東通信社
関連会社 ㈱自遊人倶楽部 
㈱大東通信社及び㈱自遊人倶
楽部は当期純損失及び利益剰
余金等に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ全体としても重要
性がないため持分法の適用範
囲から除外しております。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

連結子会社のうち、キャル㈱の決
算日は12月31日であり、第３四半
期連結財務諸表の作成に当たって
は、第３四半期連結決算日現在
の財務諸表を使用しておりま
す。 

連結子会社のうち、キャル㈱は決
算日を12月31日に変更しており、
第３四半期連結財務諸表の作成に
当たっては、第３四半期連結決算
日現在の財務諸表を使用しており
ます。 

連結子会社のうち、キャル㈱は決
算日を12月31日に変更しており、
連結財務諸表の作成に当たって
は、連結決算日現在で実施した仮
決算に基づく財務諸表を使用して
おります。 

 連結子会社のうち、㈱ザイオン及
び㈱Xenlonの第３四半期決算日は
11月30日であり、第３四半期連結
財務諸表の作成に当たっては、当
該各社の第３四半期決算日におけ
る第３四半期財務諸表を使用して
おります。 
連結子会社のうち、平成17年11月
28日の株式取得により子会社とな
った㈱リンクス及び㈱マーケット
フォーカスの決算日は12月31日で
あり、第３四半期連結財務諸表の
作成に当たっては、第３四半期連
結決算日現在の貸借対照表を使用
しております。なお、当該貸借対
照表には暫定的な会計処理による
金額が含まれております。 

連結子会社のうち、㈱パナッシュ
の第３四半期決算日は９月30日で
あり、㈱ザイオン及び㈱ディーエ
ス・インタラクティブの第３四半
期決算日は11月30日であります。
第３四半期連結財務諸表の作成に
当たっては、当該各社の第３四半
期決算日における第３四半期財務
諸表を使用しております。 

連結子会社のうち、㈱ザイオン及
び㈱ディーエス・インタラクティ
ブの決算日は2月末日であり、連結
財務諸表の作成に当たっては、当
該各社の決算日における財務諸表
を使用しております。 
なお、㈱パナッシュの決算日は12
月31日であり連結財務諸表の作成
にあたっては当該決算日における
損益計算書を使用しております。

４ 株式移転に伴う資本連結
手続に関する事項 

   ―――――――― ゼィープラス・マネジメント㈱（旧
会社名 ゼィープラス㈱）は、平
成16年10月１日に株式移転により
完全親会社たるゼィープラスホー
ルディングス㈱(当社)を設立しま
した。 
この株式移転に関する資本連結手
続は、「株式交換及び株式移転制
度を利用して完全親子会社関係を
創設する場合の資本連結手続」(日
本公認会計士協会会計制度委員
会研究報告第6号)に準拠していま
す。資本連結にあたっては、この
株式移転が親子会社間で行われた
ことにより、企業結合に該当しな
い取引でありますので、持分プー
リング法に準じた処理を行ってい
ます。 

   同左 

５ 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 

売買目的有価証券 

時価法(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 
     第３四半期決算日の市

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) 

(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 

(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 

     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 

 
      なお、投資事業有限責

任組合及びそれに類す
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。

――――― なお、投資事業有限責
任組合及びそれに類
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。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ② デリバティブ取引 
    時価法 

 ② デリバティブ取引 
    同左 

 ② デリバティブ取引 
    同左 
 

  ③ たな卸資産 
製品、商品 主として総

平均法に基
づく原価法

 

 ③ たな卸資産 
製品、商品 
 

同左 
 
 

 

 ③ たな卸資産 
製品、商品 
 

同左 
 
 

 
 仕掛品 主として個

別法に基づ
く原価法 

 

仕掛品 同左 
 

仕掛品 同左 
 

 原材料、 
貯蔵品 

主として最
終仕入原価
法 

 

原材料、 
貯蔵品 

同左 

 

原材料、 
貯蔵品 

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 
    ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物（建
物附属設備を除く）につ
いては定額法 

   なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
建物 ３年～50年

    機械装置及び運搬具 
２年～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 同左 
     同左 
 
 
 
     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 同左 
     同左 
 
 
 
     同左 

  ② 無形固定資産 定額法 
    営業権 
     商法施行規則に規定す

る最長期間(５年間)
の均等償却 

 ② 無形固定資産 同左 
    営業権 
     同左 
 
 

 ② 無形固定資産 同左 
    営業権 
     同左 
 

     ソフトウェア 
(市場販売目的) 

     見込販売数量に基づく
償却方法または残存有
効期間(３年以内)に基
づく定額法 

    ソフトウェア 
(市場販売目的) 

     同左 
 

    ソフトウェア 
(市場販売目的) 

     同左 
 

     ソフトウェア 
(自社利用分) 

     社内における利用可能
期間(５年)に基づく定
額法 

    ソフトウェア 
(自社利用分) 

     同左 

    ソフトウェア 
(自社利用分) 

     同左 

  ③ 投資その他の資産 
    賃貸資産   定率法 

建物(建物附属設備を
除く)については定額
法 

    なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。

     建物及び構築物 
10年～31年

     機械装置及び運搬具 
５年～10年

    長期前払費用 定額法 

 ③ 投資その他の資産 
    賃貸資産   同左 
     同左 
 
 
     同左 
 
 
 
 
 
    長期前払費用 同左 

 ③ 投資その他の資産 
    賃貸資産   同左 
     同左 
 
 
     同左 
 
 
 
 
 
    長期前払費用 同左 

 (3) 繰延資産 
――――― 

 
 

新株発行費 
支出時に全額費用処理
しております。 

社債発行費 
支出時に全額費用処
理しております。 

(3) 繰延資産 
――――― 

 
 

新株発行費 
同左 

 
――――― 
 

(3) 繰延資産 
創立費 
支出時に全額費用処
理しております。 

新株発行費 
 同左 
 
――――― 
 

 (4) 重要な引当金の計上基準 
 ① 貸倒引当金 
   売上債権等の貸倒れによる

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
回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しており
ます。 

(4) 重要な引当金の計上基準 
 ① 貸倒引当金 
    同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 
 ① 貸倒引当金 
    同左 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ② 賞与引当金 
   従業員賞与の支払に備える

ため、支給見込額基準に基
づき計上しております。 

 ② 賞与引当金 
    同左 

 ② 賞与引当金 
    同左 

  ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当第３四半期連結会計期間

末において発生していると

認められる額を計上してお

ります。 

 ③ 退職給付引当金 

   同左 

 ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当連結会計年度末において

発生していると認められる

額を計上しております。 

  ④ 返品調整引当金 

   製品(書籍等)の返品による

損失に備えるため、書籍等

の出版事業に係る売掛金残

高に一定期間の返品率及び

売買利益率を乗じた額を計

上しております。 

 ④ 返品調整引当金 

    同左 

 ④ 返品調整引当金 

    同左 

  ⑤ 返品債権特別勘定引当金 

   製品(雑誌)の返品による貸

倒損失に備えるため、雑誌

(定期刊行物)の出版事業に

係る売掛金残高に一定期間

の返品率を乗じた額を計上

しております。 

 ⑤ 返品債権特別勘定引当金 

    同左 

 ⑤ 返品債権特別勘定引当金 

    同左 

 (5)     ――――― 

 

(5) 割賦販売取引の売上高及び売

上原価の計上方法 

   割賦斡旋販売 

一部の連結子会社は、割賦

販売に係る債権総額から金

利相当額を控除した金額を

実行時に割賦債権として計

上し、支払期日到来基準に

より売上高(金利相当額)及

びそれに対応する割賦原価

を計上しております。  

(5) 割賦販売取引の売上高及び売

上原価の計上方法 

   割賦斡旋販売 

割賦販売に係わる債権総額

から金利相当額を控除した

金額を実行時に割賦債権と

して計上し、支払期日到来

基準により売上高(金利相

当額)及びそれに対応する

割賦原価を計上しておりま

す。 

 (6) 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。 

(6) 重要なリース取引の処理方法
   同左 

(6) 重要なリース取引の処理方法
   同左 

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 
 ① ヘッジ会計の方法 
   繰延ヘッジ処理によってお

ります。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 
 ① ヘッジ会計の方法 
   同左 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 
 ① ヘッジ会計の方法 
   同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象取
引 

   ヘッジ手段 
    …金利スワップ取引、金

利キャップ取引 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象取
引 

   ヘッジ手段 
    …同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象取
引 

   ヘッジ手段 
    …同左 

    ヘッジ対象 
    …特定借入金の支払金利

   ヘッジ対象 
    …同左 

   ヘッジ対象 
    …同左 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ③ ヘッジ方針 
   変動金利借入に対する市場

金利上昇のリスクを回避す
る目的として金利スワップ
取引及び金利キャップ取引
を行っており、短期的な売
買目的や投機目的のために
単独でデリバティブ取引を
利用することは行わない方
針であります。 

 ③ ヘッジ方針 
    同左 

 ③ ヘッジ方針 
    同左 

  ④ ヘッジ有効性の評価の方法
   ヘッジ手段の変動額の累計

額とヘッジ対象の変動額の
累計額を比較して有効性を
判定しております。 

 ④ ヘッジ有効性の評価の方法
    同左 

 ④ ヘッジ有効性の評価の方法
    同左 

 (8) その他の重要な事項 
  消費税及び地方消費税の会計

処理 
   税抜方式によっておりま

す。 

(8) その他の重要な事項 
  消費税及び地方消費税の会計

処理 
同左 

(8) その他の重要な事項 
  消費税及び地方消費税の会計

処理 
   同左 

５ 四半期連結キャッシュ・

フロー計算書(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、要求払預金及び取得日
から３ヶ月以内に満期日の到来す
る流動性の高い、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短期
的な投資からなっております。 

同左 同左 
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（会計処理の変更） 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間から「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

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準 

適用指針第6号）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。 
  

――――― ――――― 

 

（追加情報） 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― (法人事業税の外形標準課税) 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月１日以後に開始す

る連結会計年度より外形標準課税が導入さ

れたことに伴い、「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いて実務上の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が11,222

千円増加し、営業利益及び経常利益はそれ

ぞれ同額減少しており、税金等調整前第３

四半期純損失は同額増加しております。 

（法人事業税の外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月１日以後に開始す

る連結会計年度より外形標準課税が導入さ

れたことに伴い、当連結会計年度から「法

人事業税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示について実務上の取扱い」

（平成16年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号）に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が22,392

千円増加し、営業利益及び経常利益はそれ

ぞれ同額減少しており、税金等調整前当期

純損失は同額増加しております。 

 

―――――― (連結調整勘定の償却に関する事項) 

連結調整勘定の償却については、原則とし

て発生日以後その効果の発現すると見積も

られる期間(５年間)で均等償却しておりま

す。 

なお、借方発生額のうちその効果の発現す

る期間を合理的に見積もることが困難なも

のについては、発生時に一括償却しており

ます。これは、近年における企業買収方法

の多様性・複雑化等に伴い、連結調整勘定

の発生原因が複雑化しており、特に競争激

化の著しい市場環境において、その効果の

発現期間を合理的に見積もることが非常に

困難な場合があるためです。 

これにより㈱ザイオンの取得に係る連結調

整勘定551,589千円については、競争激化

の激しい情報通信市場環境において、その

効果の発現期間を合理的に見積もることが

困難であるため、一括償却を行い特別損失

に計上しております。 

―――――― 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間末 
(平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 減価償却累計額 

 有形固定資産から控除した減価償却累

計額は310,027千円であります。 

※１ 減価償却累計額 

 有形固定資産から控除した減価償却累

計額は555,444千円であります。 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産から控除した減価償却累

計額は693,577千円であります。 

※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 949,567千円 

建物及び構築物 333,478千円 

土地 533,351千円 

投資有価証券 154,677千円 

賃貸資産 696,833千円 

投資その他の資産

のその他 
1,866千円 

担保資産の対象となる債務 

支払手形及び買掛金 1,137,754千円 

短期借入金 1,752,000千円 

一年以内返済予定の

長期借入金 
215,400千円 

流動負債のその他 9千円 

長期借入金 457,000千円 

※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 318,367千円

受取手形及び売掛金 10,000千円

建物及び構築物 339,935千円

土地 575,351千円

投資有価証券 113,952千円

賃貸資産 714,803千円

投資その他の資産の

その他 
1,866千円

 担保資産の対象となる債務 

支払手形及び買掛金 804,186千円

短期借入金 1,418,000千円

一年以内返済予定の

長期借入金 
660,220千円

流動負債のその他 360千円

長期借入金 1,043,020千円

※２ 担保に供している資産 

現金及び預金         298,344千円

建物及び構築物       335,810千円

土地                 575,351千円

投資有価証券         116,935千円

賃貸資産             714,803千円

投資その他の         1,866千円

資産のその他 

担保資産の対象となる債務 

支払手形及び買掛金   602,715千円

短期借入金         2,156,250千円

一年以内返済予定     557,800千円

の長期借入金 

流動負債のその他          11千円

長期借入金           921,100千円

 ３ 下記連結会社以外の会社のリース契約

における支払保証に対して次のとおり保

証を行っております。 

㈱イシイコーポレーション 285千円

 ３ 下記連結会社以外の会社のリース契約

における支払保証に対して次のとおり保

証を行っております。 

㈱イシイコーポレーション 4,417千円

３ 下記連結会社以外の会社のリース契約

における支払に対して次のとおり保証を

行っております。 

㈱イシイコーポレーション 3,496千円
 

 ４ 当座貸越契約 

   当座貸越契約に係る貸出未実行残高は

次のとおりであります｡ 

当座貸越極度額 470,000千円 

貸出実行残高 340,000千円 

    差引額 130,000千円 

   なお、上記当座貸越契約においては、信

用状態等に関する審査を貸出実行の条件

としているものが含まれているため、必

ずしも全額が実行されるものではありま

せん｡ 

―――――― ―――――― 
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 (四半期連結損益計算書関係) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１    ――――――――― ※１ 固定資産売却益の内容は次のとおり

であります。 

投資その他の資産の 

その他(ゴルフ会員権) 
699千円

 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおり

であります。 

機械及び装置 28千円

車両運搬具 1,180千円

ゴルフ会員権 619千円

合計 1,828千円
 

※２    ――――――――― ※２ 固定資産売却損の内容は次のとおり

であります。 

賃貸資産(機械装置 

及び運搬具) 
884千円

 

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおり

であります。  

賃貸資産 
（機械及び装置） 1,278千円

賃貸資産（建物） 42千円

土地 26,911千円

電話加入権 555千円

合計 28,788千円
 

※３ 固定資産処分損の内容は次のとおり

であります。 

有形固定資産のその他

（工具器具備品） 
3,052千円

 
 

※３ 固定資産処分損の内容は次のとおり

であります。 

建物及び構築物 1,394千円

有形固定資産のその他

（工具器具備品） 
662千円

無形固定資産のその他

（ソフトウェア) 
2,369千円

 

※３ 固定資産処分損の内容は次のとおり

であります。   

建物及び構築物 10,530千円

工具器具備品 1,334千円

ソフトウェア 40,499千円

合計 52,364千円
 

※４    ――――――――― ※４ 特別退職金は、早期退職者に対する

退職加算金であります。 

※４  同 左  

 

(四半期連結剰余金計算書関係) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― ※ 株式移転に伴う増加額は、ゼィープ

ラス㈱の資本金とゼィープラスホール

ディングス㈱の資本金との差額振替で

あります。 

※ 株式移転による増加高は、ゼィープ

ラス・マネジメント㈱（旧会社名：ゼ

ィープラス㈱）の資本金とゼィープラ

スホールディングス㈱の資本金との差

額振替であります。 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の四半期期末残

高と四半期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 7,922,518千円

預入期間が３ヶ月超の

定期預金 
△1,297,489千円

現金及び現金同等物 6,625,029千円
 

※ 現金及び現金同等物の四半期期末残

高と四半期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 6,017,045千円

預入期間が３ヶ月超の

定期預金 
△512,715千円

有価証券 

(公社債投信) 
885千円

現金及び現金同等物 5,505,215千円
 

※ 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 10,857,663千円

預入期間が３ヶ月超の

定期預金 
△491,983千円

有価証券 

(公社債投信) 
885千円

現金及び現金同等物 10,366,565千円
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(有価証券関係) 

(当第３四半期連結会計期間末)  (平成17年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価(千円) 
第３四半期連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額(千円) 

① 株式 218,340 355,086 136,745

② 債券  

国債・地方債 9,720 10,787 1,067

計 228,060 365,873 137,812

(注) １ 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

２ その他有価証券で時価のあるものについては、第３四半期連結会計期間末における時価が取得原価に比

べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要

性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 第３四半期連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式   367,622 

非上場社債 250,000 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 3,248,688 

計 3,866,311 

(注) １ 表中の「第３四半期連結貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 時価評価されていない主な有価証券については、第３四半期連結会計期間末における実質価額が取得原

価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行っております。 

 

 

(前第３四半期連結会計期間末)  (平成16年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価(千円) 
第３四半期連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額(千円) 

① 株式 113,066 172,842 59,776

② 債券  

国債・地方債 9,720 11,344 1,624

③ その他 885 885 0

計 123,672 185,072 61,400

(注) １ 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

２ その他有価証券で時価のあるものについては、第３四半期連結会計期間末における時価が取得原価に比

べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要

性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 
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２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 第３四半期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) 

391,195 

計 391,195 

(注) １ 表中の「第３四半期連結貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 時価評価されていない主な有価証券の減損処理については、前連結会計年度においては投資有価証券評

価損334,372千円を計上しております。 

  なお、減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行っております。 

 

（参考） 

(前連結会計年度末)  (平成17年３月31日) 

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) 

① 株式 86,582 138,083 51,500

② 債券  

国債・地方債 9,720 11,150 1,430

計 96,302 149,233 52,930

 (注) １ 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 
 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 351,222 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 50,000 

合計 401,222 

(注) １ 表中の「連結貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 時価評価されていない主な有価証券の減損処理については、前連結会計年度においては投資有価証券評

価損334,372千円を計上しております。 

  なお、減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行っております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

 

メディア 
コンテンツ 

事業 
(千円) 

ＩＭＣ 
事業 

(千円) 

ＩＴ 
事業 

(千円) 

ビジネス 
ソリューション

事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高及び営業損益        

  売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

3,492,900 9,221,304 2,694,583 200,520 15,609,308 ― 15,609,308

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

23,460 3,600 5,404 178,400 210,864 (210,864) ―

計 3,516,360 9,224,904 2,699,988 378,920 15,820,173 (210,864) 15,609,308

営業費用 3,610,520 9,375,307 2,396,452 349,506 15,731,787 (64,374) 15,667,412

営業利益又は営業
損失(△) 

△94,160 △150,403 303,535 29,414 88,386 (146,490) △58,104

 

前第３四半期連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日) 

 

教育 
コンサルテ
ィング事業 
(千円) 

ファイ 
ナンス事業 
(千円) 

印刷事業
(千円) 

情報 
システム
事業 

(千円) 

出版事業
(千円) 

クリエイテ
ィブ事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高及び営業損益     

  売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

113,770 490,046 1,711,322 3,321,329 3,564,880 2,779,534 11,980,884 ― 11,980,884

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

129,985 ― 983,940 1,559 1,736 ― 1,117,222 (1,117,222) ―

計 243,756 490,046 2,695,262 3,322,889 3,566,617 2,779,534 13,098,107 (1,117,222) 11,980,884

営業費用 201,200 351,458 2,737,998 3,265,475 3,644,521 2,812,679 13,013,333 (1,072,415) 11,940,918

営業利益又は営業
損失(△) 

42,556 138,588 △42,735 57,414 △77,904 △33,145 84,773 (44,807) 39,965

 

（参考）前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

メディア 
コンテンツ 

事業 
(千円) 

ＩＭＣ 
事業 
(千円) 

ＩＴ 
事業 
(千円) 

ビジネス
ソリューショ

ン 
事業 
(千円) 

ファイ 
ナンス事業
(千円) 

印刷事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

 売上高及び営業損益     

  売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

4,934,063 6,574,559 4,667,484 184,198 490,046 1,447,656 18,298,009 ― 18,298,009

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

1,762 8,000 5,747 200,835 ― 1,559,289 1,775,635 (1,775,635) ―

計 4,935,826 6,582,559 4,673,232 385,034 490,046 3,006,945 20,073,644 (1,775,635) 18,298,009

営業費用 4,871,259 6,511,864 4,456,425 312,333 354,119 3,059,974 19,565,977 (1,715,864) 17,850,112

営業利益又は営業
損失(△) 

64,566 70,695 216,807 72,700 135,927 △53,028 507,667 (59,770) 447,896
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 (注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主な事業内容     

(1) メディアコンテンツ事業（出版事業） 出版物の制作・販売 

(2) ＩＭＣ事業 （クリエイティブ事業） ＳＰ、マーケティングコミュニケーション 

(3) ＩＴ事業（情報システム事業） システム開発等 

(4) ビジネスソリューション事業 

（教育コンサルティング事業） 

ＩＳＯ認証取得支援、企業の経営支援等 

(5) ファイナンス事業 教育教材等の割賦購入斡旋 

(6) 印刷事業 商業印刷、出版印刷 

    なお、ファイナンス事業については、平成16年10月１日の取締役会決議に基づき、経営のより一層

の効率化と経営資源の有効活用並びに財務バランスの効率化を目的とし、平成16年11月１日に営業

譲渡を行い、同事業から撤退しております。 

印刷事業については、平成17年５月20日の取締役会決議に基づき、平成17年5月31日をもって㈱

ダイエープリントセンター株式を売却し、同事業から撤退しております。 

 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の金額は、当第３四半期連結会

計期間は146,490千円、前第３四半期連結会計期間は44,807千円、前連結会計年度は59,770千円であり、

その主なものは当社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日) 

在外子会社及び支店がないため、開示を行っておりません。 

 

前第３四半期連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日) 

在外子会社及び支店がないため、開示を行っておりません。 

 

（参考）前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

在外子会社及び支店がないため、開示を行っておりません。 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年12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。 

 

前第３四半期連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年12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。 

 

（参考）前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３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) 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日  

至 平成17年12月31日） 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日  

至 平成16年12月31日） 

（参考）前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日  

至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 188円37銭
 

１株当たり純資産額 157円59銭
 

１株当たり純資産額 184円18銭
 

１株当たり第３四半
期純利益 

2円42銭
 

１株当たり第３四半
期純損失 

25円57銭
 

１株当たり当期純損失 21円62銭
 

 
潜在株式調整後 
１株当たり第３四半
期純利益 

2円29銭

 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益については、１株当

たり第３四半期純損失であり潜在株

式がないため記載しておりません。

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

は存在しますが１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

 

(注) １株当たり第３四半期純利益金額又は１株当たり第３四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日  

至 平成17年12月31日） 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日  

至 平成16年12月31日） 

（参考）前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日  

至 平成17年３月31日） 

第３四半期純利益 133,485千円

普通株主に帰属し

ない金額 
― 

普通株式に係る第

３四半期純利益 
133,485千円

普通株式の第３四

半期中平均株式数 
55,145千株

 

第３四半期純損失 1,010,624千円

普通株主に帰属し

ない金額 
― 

普通株式に係る第

３四半期純損失 
1,010,624千円

普通株式の第３四

半期中平均株式数
39,522千株

 

当期純損失 882,446千円

普通株主に帰属

しない金額 
― 

普通株式に係る

当期純損失 
882,446千円

普通株式の期中

平均株式数 
40,814千株

 
第３四半期純利益 

調 整 額 
－千円

普通株式増加数 

（内訳） 

第１回新株予約権 840千株

希薄化効果を有

しないため、潜在

株式調整後１株当

たり第３四半期純

利益の算定に含ま

れなかった潜在株

式の概要 

第2-2回新株

予約権376個

(1個につき

1,000株） 

 

―――――― 

 

 

 

―――――― 

 

  
 

―――――― 

 

 

 

―――――― 

希薄化効果を有し

ないため、潜在株

式調整後１株当た

り当期純利益の算

定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

 

―――― 
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(重要な後発事象) 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日  

至 平成17年12月31日） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日  

至 平成16年12月31日） 

(参考) 前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

    至 平成17年３月31日） 

（第三者割当による新株予約権の発

行） 

 当社は、平成17年12月28日開催の取

締役会において、機動的なＭ＆Ａの実

行及び財務の安定化、さらに新株予約

権者を当社の役員及び社員並びに社外

協力者とすることにより、当社の業績

及び企業価値向上に対する意欲や士気

を一層高めることを目的として第三者

割当による新株予約権発行についての

決議を行い、平成18年1月18日をもって

第３回及び第４回新株予約権を下記の

とおり発行しております。 

Ⅰ．第３回新株予約権の発行 

１.名称  第３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 22,500,000株 

           （１個につき1,000株） 

３.新株予約権の発行総数 

          普通株式22,500個 

４.新株予約権の発行価額 

         １株につき3,577円 

（第三者割当による新株及び新株予約

権の発行） 

Ⅰ．新株の発行 

当社は、平成17年1月31日開催の取締役

会において、機動的なＭ＆Ａの実行及

び財務の安定化を目的として第三者割

当による新株発行についての決議を行

い、平成17年3月4日に新株式の発行を

行う予定です。なお、この新株式の発

行により資本金は2,345,000千円、資本

準備金は8,106,621千円となる予定であ

ります。 

１.発行新株式数  普通株式15,000,000株 

２.発行価額 １株につき245円 

 (総額3,675,000千円)

３.資本に組み入れない額 

 １株につき122円 

４.割当先 

MAC Corporate Governance 

投資事業組合     10,000,000株

MAC Small Cap投資事業組合 

               5,000,000株 

（㈱ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾘﾝﾄｾﾝﾀｰの株式売却に関

する事項） 

  当社は、平成17年５月20日開催

の取締役会において、当社の連結

子会社である㈱ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾘﾝﾄｾﾝﾀｰの

株式を売却することを決議し、平

成17年５月31日に保有する全株式

を売却しております。 

１ その旨および目的 

 グループの主軸事業への効率的な

経営資源投入のため、株式を売却い

たしました。 

２ 売却する相手先 

   小峯 崇城氏 

３ 売却時期 

   平成17年５月31日 

４ 売却子会社の名称、事業内容およ

び取引内容 

商号：㈱ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾘﾝﾄｾﾝﾀｰ 

事業の内容 印刷事業 

取引内容 当社が業務委託契約にて

業務を受託しております。

５.新株予約権の発行価額の総額 

                80,482千円 

６.申込期日 平成18年1月17日 

７.払込期日 平成18年1月18日 

８.割当先及び割当数 

MAC Corporate Governance  

投資事業組合    22,500個 

９.行使に際して払込をなすべき額 

      １個につき314,000円 

       （１株につき314円） 

10.行使に際して払込をなすべき額の総

額               7,065,000千円 

11.新株予約権の行使期間 

平成18年6月1日から平成20年4月11日

まで 

12.新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額 

当社普通株式１株の発行価格 

                        金317.577円 

当社普通株式１株の資本組入額 

                         金159円 

資本組入額は発行価額に0.5を乗じた

額とし、計算の結果１円の端数を生じ

る場合は、その端数を切り上げた額と

する。 

（注）新株予約権の数、払込金額、行使価

額に調整の必要がある場合、必要な

調整を行うこととする。 

 

Ⅱ．新株予約権の発行 

 当社は、平成17年1月31日開催の取締

役会において、機動的なＭ＆Ａの実行

及び財務の安定化、さらに新株予約権

者を当社の役員及び社員並びに社外協

力者とすることにより、当社の業績及

び企業価値向上に対する意欲や士気を

一層高めることを目的として第三者割

当による新株予約権発行についての決

議を行いました。 

１.名称  第１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14,000,000株

（１個につき1,000株）

３.新株予約権の発行総数 

           普通株式14,000個 

４.新株予約権の発行価額 

     １株につき19,040円 

５.新株予約権の発行価額の総額 

            266,560千円 

６.申込期日 平成17年3月3日 

７.払込期日 平成17年3月4日 

８.割当先及び割当数 

MAC Corporate Governance  

投資事業組合      7,000個 

恩田 英久               2,300個 

小林 仁幸         1,300個 

藤堂 裕隆         1,100個 

曾根 宏道         1,000個 
他役員、従業員並びに 

社外協力者34名       1,300個 

 

５ 売却する株式の数、売却価格、売

却損益および売却後の持分比率 

  売却株数      200株 

  売却価格   12,700千円 

  売却益       8千円 

売却後の持分比率  －％ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ファイル名:08.2期 セグメント情報+.doc 更新日時:2/13/2006 9:02:00 PM 印刷日時:06/02/13 23:25 

―   ― 23

 

 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日  

至 平成17年12月31日） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日  

至 平成16年12月31日） 

(参考) 前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

    至 平成17年３月31日） 

Ⅱ．第４回新株予約権の発行 

１.名称  第４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 2,300,000株 

           （１個につき1,000株） 

３.新株予約権の発行総数 

           普通株式2,300個 

４.新株予約権の発行価額 

        １株につき23,237円 

５.新株予約権の発行価額の総額 

                53,445千円 

６.申込期日 平成18年1月17日 

７.払込期日 平成18年1月18日 

８.割当先及び割当数 

藤堂裕隆         800個 

恩田英久         500個 

山口 正         500個 

角  章         100個 

岩渕 勲          50個 

今村博樹          50個 

他役員、従業員並びに 

社外協力者10名     300個 

９.行使に際して払込をなすべき額 

      １個につき314,000円 

       （１株につき314円） 

10.行使に際して払込をなすべき額の総

額                 785,000千円 

11.新株予約権の行使期間 

平成18年6月1日から平成20年4月11日

まで 

12.新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額 

当社普通株式１株の発行価格 

                        金337.237円 

当社普通株式１株の資本組入額 

                         金169円 

資本組入額は発行価額に0.5を乗じた

額とし、計算の結果１円の端数を生じ

る場合は、その端数を切り上げた額と

する。 

（注）新株予約権の数、払込金額、行使価

額に調整の必要がある場合、必要な

調整を行うこととする。 

９.行使に際して払込をなすべき額 

       １個につき252,960円 

      （１株につき252.96円） 

10.行使に際して払込をなすべき額の 

総額           3,541,440千円 

11.新株予約権の行使期間 

平成17年5月6日から平成18年5月2日

まで 

12.新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額 

当社普通株式１株の発行価格 

金272円 

当社普通株式１株の資本組入額 

                      金136円 

資本組入額は発行価額に0.5を乗じた

額とし、計算の結果１円の端数を生

じる場合は、その端数を切り上げた

額とする。 

（注）新株予約権の数、払込金額、行使

価額に調整の必要がある場合、必

要な調整を行うこととする。 

 

―――――― 
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当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日  

至 平成17年12月31日） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日  

至 平成16年12月31日） 

(参考) 前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

    至 平成17年３月31日） 

（資本準備金の減少に関する事項） 

 当社は、平成 17 年 12 月 12 日の取

締役会において、臨時株主総会を開催

し、資本 準備金の減少について付議

することを決議いたしました。平成 18

年 2 月 14 日開催の臨時株主総会にお

いて次のとおり承認されております｡ 

１ 目的 今後の資本政策上の機動性

及び柔軟性を確保するために行うも

のであります。 

２ 減少する資本準備金の額  

  7,606,051 千円 

３ 日程 

 取締役会決議 

平成 17 年 12 月 12 日 

 臨時株主総会決議 

平成 18 年２月 14 日 

 債権者異議申述期間満了 

平成 18 年３月 15 日（予定） 

 資本準備金取崩しの効力発生日 

平成 18 年３月 16 日（予定） 

（㈱パナッシュの株式譲渡に関する事

項） 

 連結子会社である㈱ザイオンは、平成

16 年 12 月 10 日開催の取締役会におい

て、連結子会社である㈱パナッシュの株

式を譲渡することを決議し、平成 16 年

12 月 13 日付におきまして同社の株式を

売却いたしました。 

１ その旨及び目的 

   ザイオングループの海外展開に向

けた、東西キャピタル㈱との包括

的業務提携の一環として株式を売

却いたしました。 

２ 売却した相手先の名称 

   東西キャピタル㈱ 

３ 売却した時期 

   平成 16 年 12 月 13 日 

４ 売却子会社の名称、事業内容及び取

引内容 

  商号   ㈱パナッシュ 

  事業の内容   外資企業向けＩＴソ

リューションの提供

      取引内容 なし 

―――――― 

 ５ 売却する株式の数、売却価額、売却

損益及び売却後の持ち分比率 

売却株数 663 株 

売却価額 380,000 千円 

売却益 120,000 千円 (予定)

売却後の持分比率 ―％ 
 

 

 （連結子会社ゼィープラス㈱の会社分

割） 
   当社及び連結子会社ゼィープラス

㈱（以下「現ゼィープラス」とい

う）は、それぞれ平成17年１月６日

開催の取締役会において、平成17年

２月１日を期日とする現ゼィープラ

スの株式分割及び商号変更について

決議し、平成17年２月１日に会社分

割及び商号変更をいたしました。 

１． 分割の目的 

   この会社分割はグループの抜本的

事業再編の一環として、持株会社に

おける傘下事業の最適事業ポートフ

ォリオを達成すべく、機動的弾力的

に経営諸資源の配分を行い、かつ経

営資本の選択と集中の意思決定を迅

速かつ機敏に行う事が出来る体制を

確立し、各事業会社の役割と独立採

算責任を一層明確化するものです。 

２．分割の期日 

   平成17年２月１日 
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当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日  

至 平成17年12月31日） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日  

至 平成16年12月31日） 

(参考) 前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

    至 平成17年３月31日） 

――――――  ３．分割の方式 

   現ゼィープラスを分割会社とし、

新設のゼィープラス・プリンティン

グ㈱（以下「ゼィープラス・プリン

ティング」という）並びに新ゼィー

プラス㈱（以下「新ゼィープラス」

という）を承継会社とする分社型新

設分割であります。 

 

―――――― 

  ４．株式の割当 

ゼィープラス・プリンティン

グ、新ゼィープラスが本分割に際

してそれぞれ発行する普通株式200

株を全て現ゼィープラス㈱に割当

交付しました。 

 ５．分割交付金 

   分割交付金の支払いはありませ

ん。 

 

 

  ６．新設会社が承継した権利義務 

ゼィープラス・プリンティング

は現ゼィープラスの印刷事業の営

業に関する一切の資産、負債その

他これに付随する権利義務、並び

に契約上の地位を承継いたしま

す。債務については重畳的に承継

するものとします。 

新ゼィープラスは現ゼィープラ

スの経営コンサルティング事業及

び教育コンサルティング事業の営

業に関する一切の資産、負債その

他これに付随する権利義務、並び

に契約上の地位を承継いたしま

す。債務については重畳的に承継

するものとします。 

 

  ７．承継会社の商号 

現ゼィープラスは分割期日をも

ってゼィープラス・マネジメント

㈱に商号変更いたしました。 
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平成１８年３月期  第３四半期財務・業績の概況（個別）      平成１８年２月１４日 
上場会社名 セブンシーズホールディングス株式会社 

コード番号  3750  
上場取引所    東 

本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.sshd.co.jp/）  

代 表 者 役 職名 代表取締役社長 氏 名 恩田 英久  

問合せ先 役 職名 取締役管理本部財務経理部長 氏 名 岩渕 勲 （TEL：03－5225－3611） 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
 ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有 

   法人税等の計上、たな卸資産の評価、その他影響額が僅少な項目につき、一部簡便的な処理を用いて
おります。 

②最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

２．平成 18 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年４月 1日～平成 17 年 12 月 31 日） 
（１）経営成績（個別）の進捗状況                       （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期） 
純 利 益 

 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％

18 年 3 月期第 3四半期 188     － △93     － 226     －  167     － 

17 年 3 月期第 3四半期 82     － 12     － △ 1     －  △ 2     － 

(参考)17 年 3 月期 143     － 15     － △40     －  △41     － 
 

 
1 株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
1 株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円     銭 円     銭

18 年 3 月期第 3四半期 3.05          2.88  

17 年 3 月期第 3四半期 △0.05        －

(参考)17 年 3 月期 △0.99        －

(注） 18 年３月期第３四半期 17 年３月期第３四半期 17 年３月期 

①期中平均株式数 55,145,379 株 39,609,505 株 42,280,612 株 

②会計処理方法の変更 無    

③当社は平成 16 年 10 月 1 日にゼィープラス㈱の株式移転により設立された完全親会社のため、平成 17 年 3 月期
第 3四半期については平成 16 年 10 月 1 日から平成 16 年 12 月 31 日の 3 ケ月間、平成 17 年 3月期については平
成 16 年 10 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日の 6ケ月間となっております。このため、前年比増減につきましては
記載しておりません。 

（２）財政状態（個別）の変動状況                      （百万円未満切捨） 

 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 3 月期第 3四半期 13,752      10,771           78.3       193.69  

17 年 3 月期第 3四半期        7,672          6,773           88.3       170.28  

(参考)17 年 3 月期       12,272          10,408           84.8       190.01  

(注） 18 年３月期第３四半期 17 年３月期第３四半期 17 年３月期 

①期末発行済株式数 55,615,195 株 39,780,241 株 54,779,310 株 

②期末自己株式数 7,425 株 2,379 株 3,310 株 
 

３．平成 18 年 3 月期の業績予想（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日） 
１株当たり年間配当金 

 売上高 経常利益 当期純利益
中間 期末  

 百万円 百万円 百万円   円  銭

通 期 240  260 170 －  －  － 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 3 円 09 銭 
 
（注） 平成 18 年３月期の業績予想につきましては、前回（平成 17 年 10 月 31 日）公表いたしました業

績予想に変更はありません。 

 ※上記の数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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 【四半期財務諸表】 

① 【四半期貸借対照表】 

 

  
当第３四半期末 

(平成17年12月31日) 
前第３四半期末 

(平成16年12月31日) 

(参考)前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年３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   2,512,743 20,723   4,560,995  

２ 売掛金   36,277 ―   ―  

３ 有価証券   408,480 ―   ―  

４ 短期貸付金   1,892,759 ―   ―  

５ 繰延税金資産   26,836 ―   ―  

６ その他 ※５  15,522 44,207   31,982  

７ 貸倒引当金   △11,588 ―   △167

流動資産合計   4,881,030 35.5 64,931 0.8  4,592,811 37.4

Ⅱ 固定資産      

(1) 有形固定資産 ※１     

１ 建物   3,443 ―   ―  

２ 土地   19,982 ―   ―  

３ その他   516 1,020  862

有形固定資産合計   23,942 0.2 1,020 0.0  862 0.0

(2) 無形固定資産      

１ ソフトウェア   2,997 ―   ―  

２ その他   356 71  71

無形固定資産合計   3,353 0.0 71 0.0  71 0.0

(3) 投資その他の資産      

１ 投資有価証券   3,268,322 ―   50,000  

２ 関係会社株式   4,842,376 7,605,770   7,628,358  

３ 賃貸資産 ※２  729,927 ―   ―  

４ その他   35,452 400   400  

５ 貸倒引当金   △31,533 ―  ―

投資その他の資産合計   8,844,544 64.3 7,606,170 99.2  7,678,758 62.6

固定資産合計   8,871,840 64.5 7,607,262 99.2  7,679,692 62.6

資産合計   13,752,871 100.0 7,672,194 100.0  12,272,503 100.0
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当第３四半期末 

(平成17年12月31日) 
前第３四半期末 

(平成16年12月31日) 

（参考）前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年３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 短期借入金 ※２  1,820,000 866,000  1,596,000

２ 一年以内返済予定の 

  長期借入金 
※２  131,400 ―  ―

３ 一年以内償還予定の 

  社債 
  185,000 ―  ―

４ 未払法人税等   100,458 237  4,860

５ 未払費用   25,256 20,804  11,112

６ 賞与引当金   1,578 2,314  4,640

７ 新株予約権   224,958 ―  ―

８ その他 ※５  20,157 6,840  3,263

流動負債合計   2,508,807 18.2 896,197 11.7  1,619,876 13.2

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金   35,000 ―  ―

２ 社債   415,000 ―  ―

３ 退職給付引当金   1,731 2,241  2,433

４ 新株予約権   ― ―  241,351

５ その他   20,410 ―  ―

固定負債合計   472,140 3.4 2,241 0.0  243,784 2.0

負債合計   2,980,947 21.7 898,439 11.7  1,863,661 15.2

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   2,459,240 17.9 500,000 6.5  2,345,000 19.1

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金   8,220,861  6,276,621  8,106,621  

資本剰余金合計   8,220,861 59.7 6,276,621 81.8  8,106,621 66.0

Ⅲ 利益剰余金 

四半期未処分利益又は 

四半期(当期)未処理損失(△) 
93,634 △2,180 △41,760

利益剰余金合計 

  

93,634 0.7 △2,180 △0.0

 

△41,760 △0.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金   634 0.0 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △2,447 0.0 △685 △0.0  △1,019 △0.0

資本合計   10,771,923 78.3 6,773,755 88.3  10,408,841 84.8

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  13,752,871 100.0 7,672,194 100.0  12,272,503 100.0
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② 【四半期損益計算書】 
 

  
当第３四半期 

 (自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３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   188,150 100.0 82,300 100.0  143,800 100.0

売上総利益   188,150 100.0 82,300 100.0  143,800 100.0

Ⅱ 販売費及び一般管理費   281,432 149.6 70,134 85.2  128,322 89.2

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △93,282 △49.6 12,165 14.8  15,477 10.8

Ⅲ 営業外収益 ※１  377,347 200.6 ―   4 0.0

Ⅳ 営業外費用 ※２  57,867 30.8 13,577 16.5  56,235 39.1

経常利益又は 
経常損失（△） 

  226,198 120.2 △1,411 △1.7  △40,754 △28.3

Ⅴ 特別利益 ※３  2,726 1.4 ―   ― ―

Ⅵ 特別損失 ※４  450 0.2 531 0.7  531 0.4

税引前四半期純利益 
又は税引前四半期 
(当期)純損失(△) 

  228,474 121.4 △1,943 △2.4  △41,285 △28.7

法人税、住民税及び 
事業税 

 88,033 237  475 

法人税等調整額  △27,539 60,494 32.1 ― 237 0.3 ― 475 0.3

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△) 

  167,980 89.3 △2,180 △2.7  △41,760 △29.0

前期繰越損失   41,760 ―   ―

合併による子会社株式 
償却損 

  32,584 ―   ―

四半期未処分利益又は 
四半期(当期)未処理損失(△) 

  93,634 △2,180   △41,760
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
当第３四半期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方
法 

(1)有価証券 

 売買目的有価証券 

   時価法（売却原価は移動平均

法により算定） 

(1)有価証券 

     ―――― 

(1)有価証券 

       ―――― 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

    第３四半期決算日の市場価

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 

なお、投資事業有限責任組合及

びそ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。

 ――――  その他有価証券 

  時価のあるもの 

       ―――― 

 

 

 

 

  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

びそ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。 

 
 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

 (2)デリバティブ取引 

   時価法 

(2)     ―――――― (2)     ―――――― 

２ 固定資産の減価償却方法 (1)有形固定資産  定率法 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     ３年～40年 

工具器具備品  ５年～15年 

(1)有形固定資産  同 左 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

工具器具備品  ５年～15年 

(1)有形固定資産  同 左 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

工具器具備品   ４年 

 (2)無形固定資産   

  ソフトウェア（自社利用分） 

  社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

(2)     ―――――― (2)     ―――――― 

 (3)投資その他の資産 

  賃貸資産   定率法 

   建物については定額法 

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

    建物及び構築物 10年～31年 

機械装置及び運搬具  ５年～10年 

(3)     ―――――― (3)     ―――――― 

３ 繰延資産の処理方法 (1)     ―――――― 

    

 

(2) 新株発行費 

支出時に全額費用処理してお

ります。 

(3) 社債発行費 

支出時に全額費用処理しており

ます。 

(1)     ―――――― 

 

 

(2) 新株発行費 

同 左 

 

 (3)    ―――――― 

(1) 創立費 

   支出時に全額費用処理しており

ます。 

(2) 新株発行費 

 同 左 

 

(3)    ―――――― 
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項目 
当第３四半期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

（参考）前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権につい

て貸倒実績率により、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検討し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1)    ―――――― (1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる  

損失に備えるため、一般債権に

ついて貸倒実績率により計上し

ております。 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与支給に備

え、支給見込額基準により計上

しております。 

(2) 賞与引当金 

   同 左 

(2) 賞与引当金 

同 左 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当第３四半

期末において発生すると認められ

る額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同 左 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当期末にお

いて発生すると認められる額を計

上しております。 

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。 

同 左 同 左 

６ ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。 

――――        ―――― 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象取引 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…特定借入金の支払 

金利 

  

 (3)ヘッジ方針 

変動金利借入に対する市場金利

上昇のリスクを回避する目的と

して金利スワップ取引を行って

おり、短期的な売買目的や投機

目的のために単独でデリバティ

ブ取引を利用することは行わな

い方針であります。 

  

 (4)ヘッジ有効性の評価の方法 

ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を

比較して有効性を判定しており

ます。 

  

７ その他四半期財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の会計処理 

 同 左 

消費税及び地方消費税の会計処理 

 同 左 
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（会計処理の変更） 

当第３四半期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前第３四半期 

(自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日) 

（参考）前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期から「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。 

―――――― ―――――― 

 

 

（追加情報） 

 
当第３四半期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前第３四半期 

(自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日) 

（参考）前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

前事業年度において、当社の設立母体であるゼィ

ープラス㈱の表示方法を継続し｢未収入金」とし

て表示しておりました経営指導料収益の営業債権

は、持株会社体制における当該収益の意義に重要

性が増したことから、当第３四半期末より「売掛

金」として表示しております。 

なお、前第３四半期の貸借対照表の流動資産「そ

の他」に含まれる「未収入金」は35,406千円であ

ります。 

―――――― ―――――― 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当第３四半期 

(平成17年12月31日) 

前第３四半期 

(平成16年12月31日) 

（参考）前事業年度 
(平成17年３月31日) 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産から控除した減価償却累

計額は4,510千円であります。 

※  ※１ 減価償却累計額 

有形固定資産から控除した減価償却累 

計額は157千円であります。 

※１ 減価償却累計額 

有形固定資産から控除した減価償却累 

計額は315千円であります。 

 

※２ 担保に供している資産 

賃貸資産       696,833千円 

担保資産の対象となる債務 

一年以内返済予定の  131,400千円 

長期借入金 

長期借入金        35,000千円 

※２        ―――――― ※２        ―――――― 

３ 保証債務 

下記関係会社の金融機関からの借入金

に対して次のとおり保証を行っており

ます。 

㈱国連社       632,000千円 

ｾﾌﾞﾝｼｰｽﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱  

105,200千円 

下記関係会社以外の会社のリース契約

における支払に対して次のとおり保証

を行っております。 

㈱ｲｼｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ        285千円 

３        ―――――― 

 

         

３ 保証債務 

下記関係会社の金融機関からの借入金に

対して次のとおり保証を行っております。

㈱国連社     1,945,300千円 

 

 

 

 

４ 当座貸越契約 

当座貸越契約に係る貸出未実行残高は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額   1,940,000千円 

貸出実行残高    1,870,000千円 

     差引額           70,000千円 

  なお、上記当座貸越契約においては、信

用状態等に関する審査を貸出実行の条件

としているものが含まれているため、必

ずしも全額が実行されるものではありま

せん。 

 

４        ―――――― ４         ―――――― 

５ 仮払消費税等及び仮受消費税等 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

５ 仮払消費税等及び仮受消費税等 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

  ５         ―――――― 
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 (四半期損益計算書関係) 

当第３四半期 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前第３四半期 

(自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日) 

（参考）前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目は次のとおりであり

ます。 

受取利息及び受取配当金  37,406千円 

賃貸収入         28,748千円 

有価証券運用益      309,120千円 

※１        ―――――  ※１          ――――― 

※２ 営業外費用の主要項目は次のとおりであり

ます。 

   支払利息         19,426千円 

   賃貸費用         24,223千円 

   新株予約権発行費      8,636千円 

   社債発行費         5,250千円 

※２ 営業外費用の主要項目は次のとおりであり

ます。 

支払利息         5,312千円 

   新株発行費        8,264千円 

※２ 営業外費用の主要項目は次のとおりであり

ます。 

   支払利息         12,038千円 

   創立費          11,818千円 

   新株予約権発行費     21,455千円 

    社債発行費         10,922千円 

※３ 特別利益の主要項目は次のとおりでありま

す。 

   子会社株式売却益      2,700千円 

※３        ――――― ※３          ――――― 

※４ 特別損失の主要項目は次のとおりでありま

す。 

   投資有価証券売却損       450千円 

 

※４ 特別損失の主要項目は次のとおりでありま

す。 

   固定資産処分損       531千円 

   固定資産処分損の内容は次のとおりであり

ます。 

   建物            531千円 

※４ 特別損失の主要項目は次のとおりでありま

す。 

   固定資産処分損       531千円 

   固定資産処分損の内容は次のとおりであり

ます。 

   建物                  531千円 

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産         346千円 

   無形固定資産         333千円 

 ５ 減価償却実施額 

   有形固定資産        177千円 

      

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産      335千円   

 

 

 

(有価証券関係) 

当第３四半期末(平成17年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

区 分 第３四半期貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

子会社株式 1,453,100 4,014,100 2,561,000

小 計 1,453,100 4,014,100 2,561,000

 

前第３四半期末(平成16年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

（参考）前事業年度末（平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

 (１株当たり情報) 

四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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(重要な後発事象) 

当第３四半期 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年12月31日） 

前第３四半期 

（自 平成16年10月１日 

    至 平成16年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日  

   至 平成17年３月31日） 
（第三者割当による新株予約権の発行） 

 当社は、平成17年12月28日開催の取締役

会において、機動的なＭ＆Ａの実行及び財

務の安定化、さらに新株予約権者を当社の

役員及び社員並びに社外協力者とすること

により、当社の業績及び企業価値向上に対

する意欲や士気を一層高めることを目的と

して第三者割当による新株予約権発行につ

いての決議を行い、平成18年1月18日をもっ

て第３回及び第４回新株予約権を下記のと

おり発行しております。 

Ⅰ．第３回新株予約権の発行 

１.名称  第３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 22,500,000株 

           （１個につき1,000株） 

３.新株予約権の発行総数 

          普通株式22,500個 

４.新株予約権の発行価額 

         １株につき3,577円 

５.新株予約権の発行価額の総額 

                80,482千円 

６.申込期日 平成18年1月17日 

７.払込期日 平成18年1月18日 

８.割当先及び割当数 

MAC Corporate Governance  

投資事業組合    22,500個 

９.行使に際して払込をなすべき額 

      １個につき314,000円 

       （１株につき314円） 

10.行使に際して払込をなすべき額の総額  

             7,065,000千円 

11.新株予約権の行使期間 

平成18年6月1日から平成20年4月11日ま

で 

12.新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額 

当社普通株式１株の発行価格 

                        金317.577円 

当社普通株式１株の資本組入額 

                         金159円 

資本組入額は発行価額に0.5を乗じた額と

し、計算の結果１円の端数を生じる場合は、

その端数を切り上げた額とする。 

（注）新株予約権の数、払込金額、行使価額

に調整の必要がある場合、必要な調整を

行うこととする。 

Ⅱ．第４回新株予約権の発行 

１.名称  第４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 2,300,000株 

           （１個につき1,000株） 

３.新株予約権の発行総数 

           普通株式2,300個 

４.新株予約権の発行価額 

        １株につき23,237円 

 

（第三者割当による新株及び新株予約権の発行） 

Ⅰ．新株の発行 

当社は、平成17年1月31日開催の取締役会に

おいて、機動的なＭ＆Ａの実行及び財務の安定

化を目的として第三者割当による新株発行につ

いての決議を行い、平成17年3月4日に新株式の

発行を行う予定です。なお、この新株式の発行

により資本金は2,345,000千円、資本準備金は

8,106,621千円となる予定であります。 

１.発行新株式数  普通株式15,000,000株 

２.発行価額 １株につき245円 

 (総額3,675,000千円)

３.資本に組み入れない額 

 １株につき122円 

４.割当先 

MAC Corporate Governance 

投資事業組合     10,000,000株 

MAC Small Cap投資事業組合 

     5,000,000株 

Ⅱ．新株予約権の発行 

 当社は、平成17年1月31日開催の取締役会に

おいて、機動的なＭ＆Ａの実行及び財務の安定

化、さらに新株予約権者を当社の役員及び社員

並びに社外協力者とすることにより、当社の業

績及び企業価値向上に対する意欲や士気を一層

高めることを目的として第三者割当による新株

予約権発行についての決議を行いました。 

１.名称  第１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14,000,000株 

（１個につき1,000株）

３.新株予約権の発行総数 

           普通株式14,000個 

４.新株予約権の発行価額 

     １株につき19,040円 

５.新株予約権の発行価額の総額 

            266,560千円 

６.申込期日 平成17年3月3日 

７.払込期日 平成17年3月4日 

８.割当先及び割当数 

MAC Corporate Governance  

投資事業組合           7,000個 

恩田 英久                2,300個 

小林 仁幸          1,300個 

藤堂 裕隆          1,100個 

曾根 宏道          1,000個 
他役員、従業員並びに 

社外協力者34名        1,300個 

９.行使に際して払込をなすべき額 

       １個につき252,960円 

      （１株につき252.96円） 

10.行使に際して払込をなすべき額の 

総額           3,541,440千円 

11.新株予約権の行使期間 

平成17年5月6日から平成18年5月2日まで 

 

（連結子会社との合併） 

平成17年２月18日開催の取締役会決議により

合併期日である平成17年4月1日付において、当

社はゼィープラス・マネジメント㈱を吸収合併

し、同日付において同社は解散しております。 

①当該合併の相手会社の名称、住所、代表者の

氏名、資本金および事業の内容 

名称     ゼィープラス･マネジメント㈱ 

住所     東京都新宿区神楽坂六丁目59番 

代表者の氏名 代表取締役社長 恩田 英久 

資本金    3,257,131千円 

事業の内容  他の会社の株式または持分を取

得保有し、当該株式または持

分の株主または役員としての

権利を行使すること。 

②当該合併の目的 

  ゼィープラス・マネジメント㈱をゼィープ

ラスホールディングス㈱が吸収合併すること

により、純粋持株会社の下、メディア事業、

ＩＭＣエージェンシー事業、ＩＴ事業、教育

コンサルティング事業、新規事業の事業軸で

事業が集約・整理される抜本的事業再編が実

現します。 

③当該合併の方法 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、本

合併は商法第413条3第１項の規定により、当

社の株主総会の承認を得ないで行うものであ

ります。 
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当第3四半期 

（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年12月31日） 

前第3四半期 

（自 平成16年10月１日 

    至 平成16年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日  

   至 平成17年３月31日） 
５.新株予約権の発行価額の総額 

                53,445千円 

６.申込期日 平成18年1月17日 

７.払込期日 平成18年1月18日 

８.割当先及び割当数 

藤堂裕隆         800個 

恩田英久         500個 

山口 正         500個 

角  章         100個 

岩渕 勲          50個 

今村博樹          50個 

他役員、従業員並びに 

社外協力者10名     300個 

９.行使に際して払込をなすべき額 

      １個につき314,000円 

       （１株につき314円） 

10.行使に際して払込をなすべき額の総額  

               785,000千円 

11.新株予約権の行使期間 

平成18年6月1日から平成20年4月11日ま

で 

12.新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額 

当社普通株式１株の発行価格 

                        金337.237円 

当社普通株式１株の資本組入額 

                         金169円 

資本組入額は発行価額に0.5を乗じた額と

し、計算の結果１円の端数を生じる場合は、

その端数を切り上げた額とする。 

（注）新株予約権の数、払込金額、行使価

額に調整の必要がある場合、必要な

調整を行うこととする。  

 
――――― 

12.新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額 

当社普通株式１株の発行価格 

金272円 

当社普通株式１株の資本組入額 

                      金136円 

資本組入額は発行価額に0.5を乗じた額とし、

計算の結果１円の端数を生じる場合は、その

端数を切り上げた額とする。 

（注）新株予約権の数、払込金額、行使価額に調

整の必要がある場合、必要な調整を行うこ

ととする。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（㈱ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾘﾝﾄｾﾝﾀｰの株式売却に関する事項） 

  当社は、平成17年５月20日開催の取締役会

において、当社の連結子会社である㈱ﾀﾞｲｴｰﾌﾟ

ﾘﾝﾄｾﾝﾀｰの株式を売却することを決議し、平成

17年５月31日に保有する全株式を売却してお

ります。 

１ その旨および目的 

 グループの主軸事業への効率的な経営資源

投入のため、株式を売却いたしました。 

２ 売却する相手先 

   小峯 崇城氏 

３ 売却時期 

   平成17年５月31日 

４ 売却子会社の名称、事業内容および取引内容

商号：㈱ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾘﾝﾄｾﾝﾀｰ 

事業の内容 印刷事業 

取引内容 当社が業務委託契約にて業務を受

託しております。 

５ 売却する株式の数、売却価格、売却損益およ

び売却後の持分比率 

  売却株数        200株 

  売却価格     12,700千円 

  売却益       2,700千円 

売却後の持分比率     －％ 

 

 

 

 


