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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15日 

上場会社名  イーディーコントライブ株式会社  （コード番号  ７８５３ 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.ed-contrive.co.jp/ ） 

問 合 せ 先  代表者役職・氏名 代表取締役社長        小椋 量友紀 

        責任者役職・氏名 取締役経営支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘ-ﾀﾞ- 松本 幸男           

ＴＥＬ：06-6150-6780（代表） 

 

１. 四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

 ① 四半期連結財務諸表の作成基準           ： 中間連結財務諸表作成基準 

 ② 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）１社 （除外）－社   持分法（新規）－社 （除外）－社 

    平成17年６月に株式取得により完全子会社化したイーエコワークス株式会社を当第３四半期連結会計期間

より連結の範囲に含めております。 

 ④ 会計監査人の関与                 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基

準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

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) 連結経営成績の進捗状況 

 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   1,858  △1.4  △145   - △166   - △185   -

17年３月期第３四半期 1,883  8.2 △67   - △92   - △108   -

(参考)17年３月期 2,570       △49    △94        △110    

 

 
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 △1,473    95 －    －

17年３月期第３四半期 △985    02 －    －

(参考)17年３月期 △1,007    27 －    －

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期におけるわが国経済は、原油価格高騰の懸念材料はあったものの、好調な企業業績に伴う設備投資や

個人消費の回復、および雇用の増加が見られるなど、底堅い動きとなりました。 

 当社の主要顧客が属するソフトウェア業界におきましては、店頭流通市場の縮小、製品の低価格化および企業間競

争の激化により、一進一退の状況で推移しており、依然として厳しい状況が続いております。 

 一方、情報セキュリティ業界では、個人情報保護法の全面施行等や相次ぐ情報漏えい、不正アクセスの増加により、

需要は順調に増加しているものと見られます。 

 このような市場環境を背景に、当社では現在、景気変動の影響を受けやすいコンピュータソフトメーカー向けアウ

トソーシング事業からの転換を図っており、新たな軸として「情報セキュリティ技術」を活用した商品や包括的な

サービス事業の立ち上げに取り組んでおります。 

 当第３四半期におきましては、コンテンツ制作事業が順調に推移いたしました。アウトソーシング事業では、パッ

ケージソフトウェアの受注獲得において苦戦し、また大型案件が例年に比べ減少したことなどから、低調に推移いた

しました。また情報セキュリティ関連での開発の遅れや、システム開発事業の受託案件規模縮小などにより、売上高
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はほぼ前年同水準の1,858百万円（前年同期比98.6％）にとどまりました。また、新規プロジェクトの立ち上げ費用

や、主に情報セキュリティ事業における広告宣伝・開発人員強化のための先行投資による費用負担、および生産物流

拠点OPL（Ondemand Partnership Logistics）におけるオペレーションコントロールがいまだ不十分であったことな

どにより、販売費および一般管理費が膨らみ、経常損失166百万円となりました。 

 また、保有有価証券売却益等296百万円を特別利益に、固定資産の減損会計による土地の評価損、システム開発損

害金、保有株式の評価損等315百万円を特別損失に計上したこと等により、純損失185百万円となりました。 

 

なお、当第３四半期連結会計期間における事業別業績の概況は以下のとおりです。 

【事業別売上高、構成比、対前年同期比】 

 平成17年3月期第3四半期 平成18年3月期第3四半期 前期(通期) 

 金  額 構成比 金  額 構成比 
対前年同期比

金  額 構成比

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

コ ン ピ ュ ー タ 

メ デ ィ ア 事 業 
1,591 84.5 1,367 73.6 85.9 2,115 82.3 

コ ン テ ン ツ 

制 作 事 業 
177 9.4 456 24.6 257.0 321 12.5 

システム開発事業 114 6.1 33 1.8 29.6 133 5.2 

合    計 1,883 100.0 1,858 100.0 98.6 2,570 100.0 

(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。なお、子会社イーエコワークス株式会社の実績はコン

ピュータメディア事業に含まれております。 

 

コンピュータメディア事業 

 コンピュータメディア事業においては、平成17年４月発売の『Safety Disclosure USB』の個々のカスタマイズ案

件獲得による実績の積み上げが開始されるなど、積極的な広告宣伝効果が徐々に現れ始めています。しかしながら、

バージョンアップ開発に予想以上の時間を要しており、カスタマイズ開発と同時並行で対応していることから商品出

荷が遅れております。 

 また、次の主力商品として、株式会社バッファローとの協力でSSM（Secure System Memory）技術を開発し、この

技術を利用した暗号化セキュリティUSBメモリ（『Safety Disclosure Container』）の商品化を進めておりますが、

早くも大手製薬メーカーからカスタマイズのニーズをいただいております。この導入事例をきっかけに、今後、販売

パートナーとの協力体制を強化することで、大手企業への導入を加速してまいります。 

 そのほか、CD-R対応のプロテクト機能搭載ライティングソフトの新バージョンとして、『プロテクトライターCD-R 

Professional Ver1.3』（販売元：キヤノンシステムソリューションズ株式会社）やサーバ認証型ライセンス管理シ

ステム『Star Forceアクティベーション』などもサービス開始しております。 

 EC･デジタルコンテンツ流通分野では、通販バックヤードにおけるサービスの充実も順調に進んでおり、売上高は

前年の約２倍で伸張しており、来期以降、本格的な収益化を予定しております。 

 一方、アウトソーシングサービス分野では、パッケージソフトウェア市場が年末商戦の繁忙期を迎えているものの、

当社では価格競争の激化による大型タイトルの取りこぼしなどもあり、低調に推移しております。一般企業向けのア

ウトソーシング事業では、ウェブ経由での受注体制整備も完了するとともに、社内のコンテンツ制作部隊と連携する

ことで、印刷物作成などのより川上からの受注を目指して参ります。 

 また、生産・物流拠点OPL（Ondemand Partnership Logistics）では、利益率の高い保管・物流と絡めた受注の確

保に努めておりますが、製造組立ての原価コントロールが十分でなく、工場全体としての効率化にはいまだ結びつい

ておりません。 

以上の結果、当第３四半期におけるコンピュータメディア事業の売上高は1,367百万円（前年同期比85.9％）とな

りました。 
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コンテンツ制作事業 

 カスタム音楽ＣＤプレス・ＤＶＤ製作等の提案営業および販売を行うMUSIC JAMプロジェクトでは、DVD制作サイト

オープンやキャンペーンを展開するなど、積極的な取り組みを行い、全社収益に大幅に貢献しました。現在は、音楽

配信・プロモーションのための音楽サイトの構築を進めており、総合的な音楽ビジネスへの拡大による収益増を目指

しております。また、トランス＆サポートプロジェクトにおいては、「運芽ican」のほか、順次商材ラインナップを

強化しております。 

以上の結果、当第３四半期におけるコンテンツ制作事業の売上高は456百万円（前年同期比257.0％）となりました。 

 

システム開発 

新規案件の受注状況は好調に推移しているものの、開発人員の不足による進捗の遅れ、機会損失が見られます。前

期から継続中のEラーニングシステムの受託開発についても作業が遅れており、予定よりも売上計上時期が後ろ倒し

となる見込みです。また、新たなプロジェクトの誕生による立ち上げ費用が増加しております。 

以上の結果、当第３四半期におけるシステム開発事業の売上高は33百万円（前年同期比29.6％）となりました。 

 
(2) 連結財政状態の変動状況 

 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 2,919 1,251 42.8 9,921  51

17年３月期第３四半期 2,102 483 23.0 4,410  59

(参考)17年３月期 2,455 980 39.9 7,836    74

 
(3) 連結キャッシュ・フロ－の状況 

 営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロ－

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロ－

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロ－ 

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 △10 △27 △80 424

17年３月期第３四半期 15 △123 △205 309

(参考)17年３月期 △160 △85 165 542

 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、売上債権の減少額258百万円、投資

有価証券の売却による収入589百万円、新たな借入れによる収入250百万円等の増加要因があったものの、税金等調

整前第3四半期純損失185百万円、投資有価証券の取得による支出334万円、有形固定資産の取得による支出314百万

円、長期借入金の返済による支出262百万円、社債の減少額100百万円等により、前期末に比べ118百万円減少し、

当第3四半期連結会計期間末には424百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況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） 

    当連結会計期間における営業活動で使用した資金は10百万円となりました。これは主に税金等調整前第3四

半期純損失185百万円、有価証券売却益296百万円、固定資産減損損失125百万円、売上債権の減少額258百万円

等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） 

    当連結会計期間における投資活動で使用した資金は27百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻に

よる収入70百万円、投資有価証券の売却による収入589百万円、投資有価証券の取得による支出334百万円、有

形固定資産の取得による支出314百万円、無形固定資産の取得による支出27百万円等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） 

    当連結会計期間における財務活動で使用した資金は80百万円となりました。これは主に、短期借入れによる

収入250百万円、長期借入金の返済による支出262百万円、社債の償還による支出100百万円、株式を発行した

ことによる収入32百万円等によるものであります。
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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） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 3,300 37 △10

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △79円95銭 
（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。 
 

［業績予想に関する定性的情報等］  

コンピュータメディア事業におきましては、開発が遅れておりました暗号化セキュリティUSBメモリ（『Safety 

Disclosure Container』）の発売目処が立ち、現在、早急に出荷準備を進めております。当製品は書き込みの際、強

制的にデータの暗号化処理を施すもので、手軽に完璧な情報漏えい対策が可能であることから、すでにカスタマイズ

受注などの好感触を得ております。今後、SIベンダーや販売代理店との協力体制のもと、機動的な販売戦略を積極的

に展開する予定であり、今期実績に貢献するものと見込んでおります。また、『Safety Disclosure USB』につきま

しても製品精度を向上させており、引き続き、販売に注力することでさらに実績を伸ばしてまいります。 

同時に、商品導入の際の導入支援や運用支援、一般企業におけるコンテンツ制作支援など、当社既存のインフラと

合わせたサービス事業の新規立ち上げを早期に実現してまいります。 

また、アウトソーシング分野におきましては、OPLにおける受注量に対する生産体制の整備・キャパシティの調整

を行うとともに、徹底した原価管理・品質管理にも取り組み、引き続き効率化を図ってまいります。 

コンテンツ制作事業につきましては、順調に推移しており、計画を大幅に上回るものと見込んでおります。 

システム開発事業につきましては、現段階で進捗が遅れておりますが、年度末に向けて案件獲得は好調であり、

ユーザ側からの年度内検収完了の要望にも応えるため、開発体制を強化しており、ほぼ計画通りとなる見込みであり

ます。 

以上の点から、平成18年３月期の通期業績予測につきましては、11月15日の発表のとおり、連結売上高は3,300百

万円、経常利益37百万円、当期純損失は10百万円を見込んでおります。また、単体での通期見通しは、売上高3,300

百万円、経常利益40百万円、当期純損失７百万円を見込んでおります。 

 

 

（注記）上記の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含ん

でおります。実際の業績は、さまざまな要素により、これら業績予想は大きく異なる結果となりうることをご承知お

きください。 
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４．四半期連結財務諸表 

①【四半期連結貸借対照表】 

 

  
前第3四半期連結会計期間末 

（平成16年12月31日） 
当第3四半期連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（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  601,261 604,280  784,727

２．受取手形及び売掛
金 

※4  666,272 530,995  790,456

３．たな卸資産   22,841 39,959  41,283

４．その他 ※3  29,919 62,072  38,459

貸倒引当金   △5,819 △5,735  △5,053

流動資産合計   1,314,475 62.5 1,231,572 42.2  1,649,874 67.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1   

(1）土地 ※2 166,621 256,859 166,621 

(2）その他  57,923 224,545 10.7 138,183 395,043 13.5 55,845 222,466 9.0

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  123,512 155,589 123,776 

(2）その他  52,337 175,849 8.4 12,479 168,069 5.8 62,337 186,114 7.6

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※2 224,110 960,094 229,191 

(2）その他  185,992 197,590 172,171 

貸倒引当金  △31,234 378,869 18.0 △47,903 1,109,781 38.0 △32,750 368,611 15.0

固定資産合計   779,264 37.1 1,672,894 57.3  777,192 31.6

Ⅲ 繰延資産   8,750 0.4 15,230 0.5  28,568 1.2

資産合計   2,102,489 100.0 2,919,696 100.0  2,455,636 100.0
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前第3四半期連結会計期間末 

（平成16年12月31日） 
当第3四半期連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（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．支払手形及び買掛
金 

  453,915 347,223  388,018

２．短期借入金 ※2  － 250,000  －

３．１年内償還予定の
社債 

  100,000 100,000  100,000

４．１年内返済予定の
長期借入金 

※2  290,388 184,652  301,724

５．その他 ※3  98,149 196,365  120,245

流動負債合計   942,453 44.8 1,078,241 37.0  909,988 37.1

Ⅱ 固定負債    

１．社債   250,000 150,000  250,000

２．長期借入金 ※2  393,850 145,056  285,510

３．預り保証金   20,000 －  20,000

４．繰延税金負債   － 294,147  4,988

５．その他   12,344 1,228  4,914

固定負債合計   676,194 32.2 590,432 20.2  565,412 23.0

負債合計   1,618,648 77.0 1,668,673 57.2  1,475,400 60.1

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   － － － －  － －

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   677,543 32.2 943,623 32.3  927,543 37.8

Ⅱ 資本剰余金   224,227 10.7 490,307 16.8  474,227 19.3

Ⅲ 利益剰余金   △424,503 △20.2 △612,774 △21.0  △427,241 △17.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  9,036 0.4 428,573 14.7  7,268 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定   △2,456 △0.1 1,407 0.0  △1,447 △0.1

Ⅵ 自己株式   △6 △0.0 △114 △0.0  △114 △0.0

資本合計   483,841 23.0 1,251,023 42.8  980,235 39.9

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  2,102,489 100.0 2,919,696 100.0  2,455,636 100.0
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②【四半期連結損益計算書】 

  
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） 

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） 

前事業年度の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   1,883,881 100.0 1,858,250 100.0  2,570,276 100.0

Ⅱ 売上原価   1,401,023 74.4 1,321,651 71.1  1,872,636 72.9

売上総利益   482,857 25.6 536,599 28.9  697,639 27.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※1  549,865 29.2 682,379 36.7  747,585 29.0

営業損失   67,007 △3.6 145,780 △7.8  49,945 △1.9

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  179 164 513 

２．受取配当金  220 432 220 

３．受取賃貸料  － 5,333 － 

４．保険解約益  2,026 2,247 2,026 

５．その他  526 2,953 0.2 1,501 9,678 0.5 663 3,424 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  10,416 9,425 14,938 

２．新株発行費  － － 408 

３．たな卸資産評価損  2,242 2,101 2,242 

４．社債発行費償却  5,250 13,338 17,784 

５．持分法による投資
損失 

 7,228 － 7,228 

６.支払保証料  － 3,437 4,887 

７．その他  3,238 28,376 1.5 1,737 30,040 1.7 722 48,211 1.9

経常損失   92,430 △4.9 166,142 △9.0  94,732 △3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－  － 

 

 

8

  
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） 

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） 

前事業年度の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
（％）

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却
益 

 － 296,891 2,948 

２．プロジェクト売却
益 

 － － － － 296,891 16.0 － 2,948 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．有形固定資産除却
損 

 2,047 － 2,106 

２．ソフトウェア除却
損 

 － 8,130 － 

３．投資有価証券売却
損 

 － 12,263 － 

４．投資有価証券評価
損 

 1,260 12,236 1,260 

５．持分変動差損  516 － 516 

６. 固定資産減損損失 ※3 － 125,834 － 

７．移転関連費用  10,398 7,820 10,398 

８．システム開発損害 
  金 

 － 14,222 0.8 149,483 315,768 17.0 － 14,281 0.5

税金等調整前第3
四半期（当期）純
損失 

  106,653 △5.7 185,020 △10.0  106,066 △4.1

法人税、住民税及
び事業税 

※2 1,403 512 4,728 

法人税等調整額  － 1,403 0.0 － 512 0.0 － 4,728 0.2

少数株主利益   － － －  － －

第3四半期（当
期）純損失 

  108,056 △5.7 185,532 △10.0  110,794 △4.3

           



－  － 
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③【四半期連結剰余金計算書】 

  
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） 

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 連 結 会 計 年 度 の 

要約連結剰余金計算書 

（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） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  224,227 474,227  224,227

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．新株予約権の行使に
よる増加 

 － － 16,079 16,079 250,000 250,000

Ⅲ 資本剰余金第3四半期
末（期末）残高 

 224,227 490,307  474,227

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △328,402 △427,241  △328,402

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １. 持分法適用会社の減
少に伴う剰余金増加高

 11,954 11,954 － － 11,954 11,954

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．第3四半期(当期)純
損失 

 108,056 108,056 185,532 185,532 110,794 110,794

Ⅳ 利益剰余金第3四半期
末（期末）残高 

 △424,503 △612,774  △427,241

   

 

 



－  － 
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④【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
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）

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 

   
 

税金等調整前第3四
半期（当期）純損失

 △106,653 △185,020 △106,066 

減価償却費  32,587 51,965 46,588 

貸倒引当金の増減額  890 15,835 1,641 

受取利息及び受取配
当金 

 △400 △596 △734 

支払利息  11,260 9,425 14,938 

投資有価証券売却益  － △296,891 △2,948 

投資有価証券売却損  － 12,263 － 

投資有価証券評価損  1,260 12,236 1,260 

固定資産減損損失  － 125,834 － 

移転関連費用  10,398 7,820 10,398 

システム開発損害金  － 149,483 － 

売上債権の増減額  △31,004 258,663 △154,481 

仕入債務の増減額  52,891 △42,587 △13,006 

たな卸資産の増減額  3,960 △4,975 △14,481 

その他  59,619 △56,465 79,600 

小計  34,809 56,992 △137,292 

利息及び配当金の受
取額 

 416 618 735 

利息の支払額  △10,488 △11,434 △13,932 

移転関連費用の支払
額 

 △29,579 △7,820 △29,579 

システム開発損害金
の支払額 

 － △45,297 － 

法人税等の支払額
（還付額） 

 19,955 △3,972 19,955 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 15,114 △10,914 △160,113 
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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）

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 

    

定期預金の預入によ
る支出 

 △69,827 △8,400 △74,028 

定期預金の払戻によ
る収入 

 － 70,044 54,150 

投資有価証券の取得
による支出 

 △8,017 △334,865 △21,330 

投資有価証券の売却
による収入 

 － 589,638 9,190 

子会社株式の取得に
よる収入 

※4 － 345 － 

有形固定資産の取得
による支出 

 △22,705 △314,660 △23,856 

有形固定資産の売却
による収入 

 － － － 

無形固定資産の取得
による支出 

 △32,896 △27,715 △53,447 

保証金の差入による
支出 

 △44,728 △8,214 △44,728 

保証金の戻入による
収入 

 44,397 3,988 56,577 

保険の解約による収
入 

 12,501 2,361 12,501 

貸付金の貸付による
支出 

 － － △2,500 

貸付金の回収による
収入 

 － － 2,500 

その他  △2,661 119 △466 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △123,938 △27,358 △85,438 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入れによる収
入 

 － 250,000 － 

長期借入れによる収
入 

 100,000 － 100,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △205,020 △262,326 △302,024 

社債の償還による支
出 

 △100,000 △100,000 △100,000 

株式の発行による収
入 

 － 32,159 － 

新株予約権付社債の
発行による収入 

※2 － － 467,647 

その他  － － △516 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △205,020 △80,166 165,106 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 64 34 81 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

 △313,779 △118,404 △80,363 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 623,028 542,664 623,028 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
第3四半期期末（期
末）残高 

※1 309,248 424,259 542,664 
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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 
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） 

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  子会社は、全て連結しておりま

す。 

連結子会社の数 

1社 

連結子会社の名称 

ED-CONTRIVE Korea Co.,

 Ltd. 

子会社は、全て連結しておりま

す。 

連結子会社の数 

2社 

連結子会社の名称 

ED-CONTRIVE Korea Co.,

Ltd. 

イ－エコワ－クス（株）

   なお、イーエコワ－クス 

（株）については、新たに株

式を取得したことから当第3

四半期連結会計期間より連結

の範囲に含めております。 

子会社は、全て連結しておりま

す。 

連結子会社の数 

1社 

連結子会社の名称 

ED-CONTRIVE Korea 

Co., Ltd. 

２．持分法の適用に関する事

項 

関連会社はありません。なお、

従来、持分法を適用していた

Neorigin Co., Ltd．は、第三者

割当増資による持分比率の低下及

び役員の兼任の解消により営業又

は事業の方針の決定に対しての影

響力が低下したため、前中間連結

会計年度より同社を持分法の適用

範囲から除外しております。 

 

関連会社はありません。 関連会社はありません。なお、

従来、持分法を適用していた

Neorigin Co., Ltd．は、第三者

割当増資による持分比率の低下及

び役員の兼任の解消により営業又

は事業の方針の決定に対しての影

響力が低下したため、前中間連結

会計年度より同社を持分法の適用

範囲から除外しております。 

 

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項 

連結子会社であるED-CONTRIVE 

Korea Co., Ltd.は、第3四半期決

算日が9月30日であり第3四半期連

結決算日と異なっているため、第

3四半期連結財務諸表の作成に当

たっては、第3四半期決算日現在

の財務諸表を使用しております。

ただし、10月1日から第3四半期連

結決算日12月31日までの期間に発

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。 

同左 連結子会社であるED-CONTRIVE 

Korea Co., Ltd.は、決算日が12

月31日であり連結決算日と異なっ

ているため、連結財務諸表の作成

に当たっては、同決算日現在の財

務諸表を使用しております。ただ

し、１月１日から連結決算日３月

31日までの期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。 

４．会計処理基準に関する事

項 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

時価のあるもの 

第3四半期連結決算日の

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)を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております。

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

時価のあるもの 

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)を採用し

ております。 

 

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ ② デリバティブ ② デリバティブ 

 時価法を採用しております。 同左 同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 商品・製品・原材料 

総平均法による原価法を

採用しております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

商品・製品・原材料 

同左 

 

仕掛品 

同左 

商品・製品・原材料 

同左 

 

仕掛品 

同左 
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項目 
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） 

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）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

① 有形固定資産 

主として定率法を採用してお

ります。 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 

3～22年 

機械及び装置 

12～17年 

工具、器具及び備品 

3～10年 

① 有形固定資産 

主として定率法を採用してお

ります。 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 

3～40年 

機械及び装置 

12～17年 

工具、器具及び備品 

3～10年 

① 有形固定資産 

主として定率法を採用してお

ります。 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 

3～22年 

機械及び装置 

12～17年 

工具、器具及び備品 

3～10年 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間

( 長5年)に基づく定額法に

よっております。 

市場販売目的のソフトウェア 

残存有効期間( 長3年)に

おける販売見込数量を基準に

償却しております。 

自社利用のソフトウェア 

同左 

 

 

市場販売目的のソフトウェア 

同左 

自社利用のソフトウェア 

同左 

 

 

市場販売目的のソフトウェア 

同左 

 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

 均等償却を採用しておりま

す。 

同左 同左 

(3）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備

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。 

  貸倒引当金 

同左 

 

  貸倒引当金 

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、第3

四半期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。 

なお、在外子会社等の資産

及び負債は、第3四半期決算日

の直物為替相場により円換算

し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分及び資

本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しておりま

す。 

同左 

 

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。 

なお、在外子会社等の資産

及び負債は、決算日の直物為

替相場により円換算し、収益

及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

少数株主持分及び資本の部に

おける為替換算調整勘定に含

めて計上しております。 

(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。 

同左 同左 
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項目 
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） 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(6）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繰延資産の処理方法 

新株発行費 

──     

 

   

    社債発行費 

    商法施行規則に規定する

長期間（3年）で均等償

却しております。 

②消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜

方式を採用しております。 

①繰延資産の処理方法 

新株発行費 

── 

 

 

社債発行費 

同左 

 

 

②消費税等の会計処理 

同左 

①繰延資産の処理方法 

新株発行費 

    支出時に全額費用として

    処理しております。 

 

社債発行費 

同左 

 

 

②消費税等の会計処理 

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、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。 

同左 同左 

 

会計処理の変更 

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） 

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．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

います。これにより、税金等調整前第3四半

期純利益は125,834千円減少しています。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき当該各資産

の金額から直接控除しております。 

── 
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表示方法の変更 

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） 

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） 

── （連結貸借対照表関係）  

 前第3四半期連結会計期間に固定負債の「その他」に

含めて表示しておりました「繰延税金負債」は、負債、

少数株主持分および資本合計の5/100を超えたため、区

分掲載しました。 

 なお、前第3四半期連結会計期間における「繰延税金

負債」の金額は6,202千円であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

前第3四半期連結会計期間に営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「支払保証料」は、営業外費

用の総額10/100を超えたため、区分掲載しました。 

 なお、前第3四半期連結会計期間における「支払保証

料」の金額は1,341千円であります。 

 

注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第3四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第3四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  52,087千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  55,200千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  42,701千円 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 
 

定期預金 137,083千円 

土地 166,621千円 

投資有価証券 5,202千円 

合計 308,907千円 
 

 

定期預金 95,039千円

土地 

投資有価証券 

40,787千円

664,500千円

合計 800,326千円
 

 

定期預金 125,091千円

定期積金 16,000千円

土地 166,621千円

投資有価証券 9,588千円

合計 317,300千円
 

  上記の担保付債務   上記の担保付債務   上記の担保付債務 

１年内返済予定の長期借入金 116,220千円 

長期借入金 173,954千円 

合計 290,174千円 
 

短期借入金 250,000千円

１年内返済予定の長期借入金 54,528千円

長期借入金 76,026千円

合計 380,554千円
 

１年内返済予定の長期借入金 111,900千円

長期借入金 143,679千円

合計 255,579千円
 

※３．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。 

※３．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。 

── 

 ※４．四半期連結会計期間末日満期手形 

四半期連結会計期間末日満期手形の会

計処理は、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当第3四半期連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の四半期連結会計期間末日手

形が第3四半期連結会計期間末残高に含

まれております。 

受取手形        1,581千円 

※４．四半期連結会計期間末日満期手形 

四半期連結会計期間末日満期手形の会

計処理は、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当第3四半期連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の四半期連結会計期間末日手

形が第3四半期連結会計期間末残高に含

まれております。 

受取手形        5,018千円 
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（四半期連結損益計算書関係） 

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） 

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．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりです。 

貸倒引当金繰入額   890千円 

給料及び手当     228,484千円 

支払手数料        76,035千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりです。 

貸倒引当金繰入    16,105千円

給料及び手当     258,310千円

支払手数料       104,243千円

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりです。 

貸倒引当金繰入     1,641千円

給料及び手当     310,909千円

支払手数料       106,691千円

※２．税金費用については、簡便法により計

算しているため、法人税等調整額は「法

人税、住民税及び事業税」に含めて表示

しております 

※２．      同左 ── 

── ※３. 減損損失 

当第３四半期会計期間において、以下の

資産について減損損失を計上しておりま

す。 

場所 用途 種類 

大阪府 

枚方市 

遊休 

（当初社宅

用地として

取得） 

土地 

原則としてプロジェクトごとに、また遊休

資産については物件ごとにグルーピングを実

施しております。 

 遊休資産である上記物件については、近年

の継続的な地価の下落により、回収可能価額

が著しく下落したため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（125,834千円）として特別損失に計上して

おります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、近隣の取引事例を基準として

算定しております。 

── 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

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.現金及び現金同等物の第３四半期残高 

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 

※１.現金及び現金同等物の第３四半期残高

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 

※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 

（平成16年12月31日現在） 

現金及び預金勘定       601,261千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金     △292,012千円 

現金及び現金同等物     309,248千円 

（平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定       604,280千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金     △180,020千円 

現金及び現金同等物     424,259千円 

（平成17年３月31日現在）

現金及び預金勘定        784,727千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金      △242,062千円

現金及び現金同等物      542,664千円

 ── ※２.重要な非資金取引の内容 

  新株予約権の行使による   

資本金増加額      250,000千円

新株予約権の行使による  

資本準備金増加額    250,000千円

   新株予約権の行使による  

新株予約権付社債減少額 500,000千円  

 ３.営業譲渡により減少した資産及び負債

の主な内訳 

 

   流動資産     13,691千円 

固定資産        1,684千円 

資産合計    15,376千円 

 

流動負債       292千円 

負債合計      292千円 

 

 ※４．株式の取得により新たに連結子会社と
なった会社の資産及び負債の主な内訳

 

 株式の取得により新たにイ－エコワ－ク
ス（株）を連結にしたことに伴う連結開始
時の資産及び負債の内訳並びにイ－エコワ
－クス株式の取得価額とイ－エコワ－クス
株式取得のための支出との関係は次の通り
です。 
流動資産               15,531千円 
固定資産                  553千円 
連結調整勘定            1,329千円 
流動負債                2,615千円 
固定負債                4,800千円 
イ－エコワ－クス 
株式の取得価額         10,000千円 
イ－エコワ－クス（株） 
現金及び現金同等物     10,345千円 
差引：イ－エコワ－クス 
（株）取得による収入      345千円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－  － 

 

 

18

（リース取引関係） 

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） 

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） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

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

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

(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第3四半期末残高

相当額 

(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第3四半期末残高

相当額 

(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

額相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

期末残

高相当

額 

(千円) 

機械及び装置 15,700 1,869 13,830 

工具、器具及

び備品 
6,347 2,032 4,315 

ソフトウェア 2,291 1,451 840 

合計 24,338 5,352 18,986 

  

 

 

取得価

額相当

額 

(千円)

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

期末残

高相当

額 

(千円)

機械及び装置 15,700 4,111 11,588

工具、器具及

び備品 
6,347 3,090 3,256

ソフトウェア 2,291 1,909 381

合計 24,338 9,112 15,226

  

 

 

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

期末残

高相当

額 

(千円)

機械及び装置 15,700 2,429 13,270

工具、器具及

び備品 
6,347 2,296 4,050

ソフトウェア 2,291 1,565 725

合計 24,338 6,292 18,046

  

(2）未経過リース料第3四半期期末残高相

当額 

(2）未経過リース料第3四半期期末残高相

当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 3,472千円

１年超 16,010千円

合計 19,482千円
 

 

１年内 3,493千円

１年超 12,517千円

合計 16,010千円
  

 

１年内 3,524千円

１年超 15,109千円

合計 18,633千円
  

(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 3,582千円

減価償却費相当額 2,989千円

支払利息相当額 919千円
  

 

支払リース料 3,395千円

減価償却費相当額 2,819千円

支払利息相当額 772千円
 

 

支払リース料 4,713千円

減価償却費相当額 3,929千円

支払利息相当額 1,200千円
 

(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､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 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし､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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（有価証券関係） 

前第3四半期連結会計期間末（平成16年12月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 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 18,022 33,261 15,239 

合計 18,022 33,261 15,239 

(注)当第3四半期連結会計期間末において、その他有価証券で時価のある株式について1,260千円減損処理を行ってお

ります。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

行っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第3四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 190,849 

 

 

当第3四半期連結会計期間末（平成17年12月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 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 116,188 838,910 722,721 

合計 116,188 838,910 722,721 

(注)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ってお

ります。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第3四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 117,183 

投資事業有限責任組合等に対する出資 3,000 

社債 1,000 

合計 121,183 
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前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 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 17,094 29,351 12,257 

合計 17,094 29,351 12,257 

(注)その他有価証券で時価のある株式について1,260千円減損処理を行っております。なお､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っております。 

 

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） 

(1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 196,839 

投資事業有限責任組合等に対する出資 3,000 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第3四半期連結会計期間末（平成16年12月31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）

金利 
オプション取引 
キャップ 

90,000 26 △163 

合計 90,000 26 △163 

 

当第3四半期連結会計期間末（平成17年12月31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）

金利 
オプション取引 
キャップ 

90,000 － △10 

合計 90,000 － △10 

 

前連結会計年度（平成17年３月31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）

金利 
オプション取引 
キャップ 

90,000 10 △179 

合計 90,000 10 △179 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 
コンピュータ
メディア事業 
（千円） 

コンテンツ
制作事業 
（千円） 

システム開発
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 

1,591,768 177,693 114,419  1,883,881 － 1,883,881

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

2,513 3,498 12,136 18,148 △18,148 －

計 1,594,281 181,192 126,555 1,902,029 △18,148 1,883,881

営業費用 1,552,896 196,425 85,854 1,835,176 115,712 1,950,889

営業利益（又は営業損失） 41,385 △15,233 40,701 66,852 △133,860 △67,007

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に関する主な事業内容 

コンピュータメディア事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

コンテンツ制作事業 コンテンツの企画・制作・販売 

システム開発事業 インターネットビジネス等に関連するシステム開発 

３．営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用 

  
前第3四半期連結会計期間 

（千円） 
主な内容 

 

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 

128,690 
提出会社の総務・経理部門等の
管理部門に係る費用でありま
す。 

 

 

 



－  － 
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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30日） 

 
コンピュータ
メディア事業 
（千円） 

コンテンツ
制作事業 
（千円） 

システム開発
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 

1,367,759 456,673 33,818 1,858,250 － 1,858,250

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,564 2,948 77 4,590 △4,590 －

計 1,369,323 459,622 33,895 1,862,841 △4,590 1,858,250

営業費用 1,368,066 412,137 46,783 1,826,987 177,044 2,004,031

営業利益（又は営業損失） 1,256 47,484 △12,887 35,853 △181,634 △145,780

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に関する主な事業内容 

コンピュータメディア事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

コンテンツ制作事業 コンテンツの企画・制作・販売 

システム開発事業 インターネットビジネス等に関連するシステム開発 

３．営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用 

  
当第3四半期連結会計期間 

（千円） 
主な内容 

 

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 

181,634 
提出会社の総務・経理部門等の
管理部門に係る費用でありま
す。 
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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） 

 
コンピュータ
メディア事業
（千円） 

コンテンツ制
作事業 
（千円） 

システム開発
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 2,115,471 321,590 133,214 2,570,276 － 2,570,276

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3,201 4,964 12,603 20,769 △20,769 －

計 2,118,672 326,555 145,817 2,591,045 △20,769 2,570,276

営業費用 2,027,696 323,367 104,205 2,455,269 164,952 2,620,221

営業利益（又は営業損失） 90,976 3,188 41,612 135,776 △185,722 △49,945

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に関する主な事業内容 

コンピュータメディア事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

コンテンツ制作事業 コンテンツの企画・制作・販売 

システム開発事業 インターネットビジネス等に関連するシステム開発 

３．営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用 

  
当連結会計年度 

（千円） 
主な内容 

 

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 

180,903 
提出会社の総務・経理部門等の
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】 

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）、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）および前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平

成17年３月31日） 

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。 

 

【海外売上高】 

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）、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）および前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平

成17年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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） 

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 4,410円59銭

１株当たり第３四半期純損
失金額 

985円02銭

  

 
１株当たり純資産額 9,921円51銭

１株当たり第３四半期純損
失金額 

1,473円95銭

  

 
１株当たり純資産額 7,836円74銭

１株当たり当期純損失金額 1,007円27銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり第3

四半期純利益金額については、１株当た

り第3四半期純損失が計上されているた

め、記載しておりません。 

 

同左 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、当期純損失が計

上されているため、記載しておりませ

ん。 

 （注） 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。 

 
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）

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株当たり第3四半期（当期）純損失金額    

第3四半期（当期）純損失（千円） 108,056 185,532 110,794 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る第3四半期（当期）純損失

（千円） 
108,056 185,532 110,794 

期中平均株式数（株） 109,700.00 125,874.58 109,995.00 

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（当期）純利益金額の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

新株引受権  30,914株 

新株予約権   1,450個 

新株引受権  30,124株 

新株予約権   1,280個 

新株引受権  30,914株 

新株予約権   1,450個 
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（重要な後発事象） 

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） 

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．投資有価証券の売却  

株式会社ザッパラスの上場に伴う株式売

出しへの参加により、当社保有株式を以下

のとおり売却し、投資有価証券売却益

55,128千円を計上しています。 

銘柄名   株式会社ザッパラス 

株式数   80株 

受渡日   平成17年5月27日 

帳簿価格  13,691千円 

売却代金  68,820千円 

 

２．株式会社伽楽可楽との営業譲渡契約の

締結   

当社は、平成 17 年 6月 1日開催の取締

役会において、「プロジェクトシュリ」部

門を株式会社伽楽可楽に営業譲渡すること

を決議し、同日をもって営業譲渡契約を締

結しております。 

（1）営業譲渡の理由  

「コンテンツ制作事業」の一部である「プ

ロジェクトシュリ」部門につきましては、

平成13年2月の発足以来、沖縄をテ－マと

した出版やオリジナル商品の企画開発等の

事業活動を行ってまいりましたが、これま

でに得られた沖縄に関するコンテンツや人

脈、出版・物販でのノウハウを 大限に活

かし、沖縄から本土に向けての情報や文化

の発信基地となるべく、同プロジェクトが

関わる営業の一切を譲渡することとなりま

した。 

なお、当社では株式会社伽楽可楽への出

資及び同社事業への参画の方向で検討して

おり、今後は事業パ－トナ－としての関係

を継続していく見込みであります。 

（2）営業譲渡の内容 

①プロジェクトシュリの内容： 

沖縄をテ－マとした出版やオリジナ

ル商品の企画開発等 

②プロジェクトシュリの平成 17 年 3

月期の経営成績 

売上高    33,125 千円 

売上総利益  16,500 千円 

営業損失   17,584 千円 

  ③譲渡資産の内容 

   流動資産   12,572 千円 

   固定資産    1,739 千円 

   流動負債    △292 千円 

     合計    14,019 千円    

  ④譲渡価額および決済方法 

   譲渡価額   65,000千円 

   決済方法   両者協議の上、決定 
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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） 

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）営業譲渡先の概要 

名称     株式会社伽楽可楽 

主な事業内容 沖縄をテ－マとした出

版飲食・物販・産直事

業 

設立年月日  昭和59年7月4日 

本店所在地  沖縄県那覇市牧志三丁

目２番30号 

代表者    阿南 満三 

資本の額   22,000千円 

従業員    ３名 

当社との関係 資本関係、人的関係及

び取引関係につきまし

ては該当事項はありま

せん。 

 



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15日 

上場会社名 イーディーコントライブ株式会社 （コード番号：７８５３ 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.ed-contrive.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長        小椋 量友紀 
責任者役職・氏名 取締役経営支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 松本 幸男 

ＴＥＬ：06-6150-6780（代表） 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 会計監査人の関与 ： 有 
   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
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) 経営成績の進捗状況 

 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 1,840 △2.3 △147   - △168   - △187   -

17年３月期第３四半期 1,883  8.2  △66   - △84   - △100   -

(参考)17年３月期 2,570     △49    △87        △102    

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

18年３月期第３四半期 △1,490   28

17年３月期第３四半期 △911    86

(参考)17年３月期 △933    71

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 
(2) 財政状態の変動状況 

 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 2,916  1,253 43.0 9,940    37

17年３月期第３四半期 2,110 492 23.3 4,485    63

(参考)17年３月期 2,462 987 40.1 7,895    02

 
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 円   銭 円   銭

通     期 3,300 40 △7 0   00 0   00 0   00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △55円52銭 

－  － 
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４．四半期財務諸表 

(1)【四半期貸借対照表】 

  
前第3四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第3四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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 ※1 600,721 593,273 784,267 

２．受取手形 ※4 53,498 38,140 155,161 

３．売掛金  612,773 488,220 635,295 

４．たな卸資産  22,841 39,959 41,283 

５．その他 ※3 29,907 61,329 38,441 

貸倒引当金  △5,819 △5,735 △5,053 

流動資産合計   1,313,923 62.3 1,215,188 41.7  1,649,396 67.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※2   

(1）土地 ※1 166,621 256,859 166,621 

(2）その他  57,923 137,785 55,845 

有形固定資産合計  224,545 10.6 394,645 13.5 222,466 9.0

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  123,512 155,589 123,776 

(2）その他  52,337 11,305 62,337 

無形固定資産合計  175,849 8.3 166,894 5.7 186,114 7.6

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※1 194,440 926,614 198,531 

(2）関係会社株式  38,427 48,427 38,427 

(3）その他  185,992 197,434 172,171 

貸倒引当金  △31,234 △47,903 △32,750 

投資その他の資産
合計 

 387,627 18.4 1,124,572 38.6 376,379 15.3

固定資産合計   788,021 37.3 1,686,113 57.8  784,960 31.9

Ⅲ 繰延資産   8,750 0.4 15,230 0.5  28,568 1.1

資産合計   2,110,695 100.0 2,916,531 100.0  2,462,925 100.0

    

 

 

－  － 
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前第3四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第3四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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．支払手形  － － － 

２．買掛金  453,915 346,690 388,018 

３. 短期借入金 ※1 － 250,000 － 

４．１年内償還予定の
社債 

 100,000 100,000 100,000 

５．１年内返済予定の
長期借入金 

※1 290,388 183,452 301,724 

６．未払金  83,206 165,299 93,543 

７．その他 ※3 14,916 29,956 26,703 

流動負債合計   942,427 44.7 1,075,398 36.9  909,988 36.9

Ⅱ 固定負債    

１．社債  250,000 150,000 250,000 

２．長期借入金 ※1 393,850 142,356 285,510 

３．繰延税金負債  － 294,147 4,988 

４. 預り保証金  20,000 － － 

５．その他  12,344 1,228 24,914 

固定負債合計   676,194 32.0 587,732 20.1  565,412 23.0

負債合計   1,618,622 76.7 1,663,130 57.0  1,475,400 59.9

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   677,543 32.1 943,623 32.3  927,543 37.7

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  224,227 490,307 474,227 

資本剰余金合計   224,227 10.6 490,307 16.8  474,227 19.2

Ⅲ 利益剰余金    

１．第3四半期（当
期）未処理損失 

 418,728 608,988 421,400 

利益剰余金合計   △418,728 △19.8 △608,988 △20.8  △421,400 △17.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  9,036 0.4 428,573 14.7  7,268 0.3

Ⅴ 自己株式   △ 6 △0.0 △114 △0.0  △114 △0.0

資本合計   492,073 23.3 1,253,401 43.0  987,524 40.1

負債資本合計   2,110,695 100.0 2,916,531 100.0  2,462,925 100.0

           

 

 

－  － 
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(2)【四半期損益計算書】 

  
前第3四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

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

前事業年度の要約損益計算書 
（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   1,883,881 100.0 1,840,362 100.0  2,570,276 100.0

Ⅱ 売上原価   1,401,023 74.4 1,318,912 71.7  1,872,636 72.9

売上総利益   482,857 25.6 521,450 28.3  697,639 27.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  549,582 29.1 669,367 36.3  747,236 29.0

営業損失   66,724 △3.5 147,916 △8.0  49,597 △1.9

Ⅳ 営業外収益 ※1  2,951 0.1 9,678 0.5  3,422 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※2  21,148 1.1 29,959 1.6  40,983 1.6

経常損失   84,921 △4.5 168,198 △9.1  87,158 △3.4

Ⅵ 特別利益 ※3  － － 296,891 16.1  2,948 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4  13,705 0.7 315,768 17.1  13,765 0.5

税引前第3四半期
（当期）純損失 

  98,627 △5.2 187,075 △10.1  97,974 △3.8

法人税、住民税及
び事業税 

※5 1,403 512 4,728 

法人税等調整額  － 1,403 0.1 － 512 0.0 － 4,728 0.2

第3四半期（当
期）純損失 

  100,031 △5.3 187,588 △10.1  102,702 △4.0

前期繰越損失   318,697 421,400  318,697

第3四半期（当
期）未処理損失 

  418,728 608,988  421,400

           
 

－  － 
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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 
前第3四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

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

前事業年度 
（自 平成16年４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 

子会社株式 

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式 

同    左 

(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 

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)を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

その他有価証券 

同  左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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)を

採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 (2）デリバティブ 

時価法を採用しております。 

(2）デリバティブ 

同  左 

(2）デリバティブ 

同  左 

 (3）たな卸資産 

商品、製品、原材料 

総平均法による原価法を採用

しております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用し

ております。 

(3）たな卸資産 

同  左 

 

(3）たな卸資産 

同  左 

 

２．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 

主として定率法を採用してお

ります。 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 

3～22年 

機械及び装置 

12～17年 

工具、器具及び備品 

3～10年 

（1）有形固定資産 

主として定率法を採用してお

ります。 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 

3～40年 

機械及び装置 

12～17年 

工具、器具及び備品 

3～10年 

（1）有形固定資産 

主として定率法を採用してお

ります。 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 

3～22年 

機械及び装置 

12～17年 

工具、器具及び備品 

3～10年 

 (2）無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間

( 長5年)に基づく定額法に

よっております。 

市場販売目的のソフトウェア 

残存有効期間( 長3年)にお

ける販売見込数量を基準に償

却しております。 

(2）無形固定資産 

同  左 
(2）無形固定資産 

同  左 

 (3）長期前払費用 

均等償却を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同  左 

(3）長期前払費用 

同  左 

－  － 
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項目 
前第3四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

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

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備

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。

貸倒引当金 

同  左 

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、第３四

半期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。 

同  左  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。 

同  左 

 

同  左 

 

６．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 

（1）繰延資産の処理方法 

社債発行費 

  商法施行規則に規定する 長

期間(3年)で均等償却しており

ます。 

 

 

 

 (2）消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。

同  左 

 

（1）繰延資産の処理方法 

社債発行費 

商法施行規則に規定する 長 

期間(3年)で均等償却しており

ます。 

新株発行費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

(2）消費税等の会計処理 

同  左 

 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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

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

前事業年度 
（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） 

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）が平成17年４

月１日以降開始する事業年度に係る財務諸

表から適用されることに伴い、当第３四半

期会計期間から同会計基準及び適用指針に

よっております。これにより、税引前第３

四半期純利益は125,834千円減少しており

ます。 

────── 

 

 

－  － 
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表示方法の変更 

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

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

────── （四半期貸借対照表） 

前第3四半期会計期間において固定負債の「その他」に含めて表

示しておりました「繰延税金負債」（前第3四半期会計期間6,202千

円）については、負債及び資本の合計額の100分の５超となったた

め、当第３四半期会計期間より区分掲記しております。 

 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第3四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第3四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 

 定期預金 137,083千円   定期預金 95,039千円  定期預金 125,091千円

 土地 166,621千円   土地 40,787千円  定期積金 16,000千円

 投資有価証券 5,202千円   投資有価証券 664,500千円  土地 166,621千円

 合計 308,907千円   合計 800,326千円  投資有価証券 9,588千円

       合計 317,300千円

上記の担保付債務 上記の担保付債務 上記の担保付債務 

 1年内返済予定の長期借入金 116,220千円   短期借入金 250,000千円  1年内返済予定の長期借入金 111,900千円

 長期借入金 173,954千円   1年内返済予定の長期借入金 54,528千円  長期借入金 143,679千円

 合計 290,174千円   長期借入金 76,026千円  合計 255,579千円

     合計 380,554千円   

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 

52,087千円 55,200千円 42,701千円 

※３．消費税等の取扱い ※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

うえ、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。 

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。 

 

※４．四半期末日満期手形 ※４．四半期末日満期手形 ────── 

四半期末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。な

お、当第3四半期会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の四半期末日手形

が第3四半期末残高に含まれております。 

四半期末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。な

お、当第3四半期会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の四半期末日手形

が第3四半期末残高に含まれております。 

 

受取手形      1,581千円 受取手形      5,018千円  

 

－  － 
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（四半期損益計算書関係） 

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

当第3四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの 

受取利息        179千円 受取利息        164千円 受取利息        513千円 

※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの 

支払利息      10,416千円 

社債利息         843千円 

支払利息       8,726千円 

社債利息         617千円 

支払利息      13,861千円 

社債利息       1,076千円 

────── ※３．特別利益の主なもの ※３．特別利益の主なもの 

 投資有価証券売却益  296,891千円 投資有価証券売却益   2,948千円 

※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの 

固定資産除却損    2,047千円 

投資有価証券評価損  1,260千円 

工場移転費用        10,398千円 

投資有価証券評価損  12,236千円

固定資産減損損失  125,834千円

ｿﾌﾄｳｴｱ除却損     8,130千円

移転関連費用     7,820千円

ｼｽﾃﾑ開発損害金   149,483千円

固定資産除却損    2,106千円

投資有価証券評価損  1,260千円 

移転関連費用        10,398千円 

※５．税金費用については、簡便法により

計算しているため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事業税」に含め

て表示しております。 

※５． 

同  左 

────── 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 

有形固定資産    9,619千円 

無形固定資産    25,462千円 

有形固定資産    13,161千円 

無形固定資産    38,803千円 

有形固定資産    13,334千円 

無形固定資産    33,253千円 

────── ７．減損損失 

当第３四半期会計期間において、以下の

資産について減損損失を計上しておりま

す。 

場所 用途 種類 

大阪府 

枚方市 

遊休 

（当初社宅

用地として

取得） 

土地 

原則としてプロジェクトごとに、また遊休

資産については物件ごとにグルーピングを実

施しております。 

 遊休資産である上記物件については、近年

の継続的な地価の下落により、回収可能価額

が著しく下落したため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を固定資産減損

損失（125,834千円）として特別損失に計上

しております。 

────── 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、近隣の取引事例を基準として

算定しております。 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

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

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

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．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 

１．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 

１．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 

(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第３四半期末残高

相当額 

(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第３四半期末残高

相当額 

(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
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

第３四
半期末
残高相
当額 
(千円) 

機械及び装置 15,700 1,869 13,830 

工具、器具及
び備品 

6,347 2,032 4,315 

ソフトウェア 2,291 1,451 840 

合計 24,338 5,352 18,986 

  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

第３四
半期末
残高相
当額 
(千円)

機械及び装置 15,700 4,111 11,588

工具、器具及
び備品 

6,347 3,090 3,256

ソフトウェア 2,291 1,909 381

合計 24,338 9,112 15,226

  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

期末残
高相当
額 
(千円)

機械及び装置 15,700 2,429 13,270

工具、器具及
び備品 

6,347 2,296 4,050

ソフトウェア 2,291 1,565 725

合計 24,338 6,292 18,046

  
(2）未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当

額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

   １年内 3,472千円

１年超 16,010千円

合計 19,482千円

  
１年内 3,493千円

１年超 12,517千円

合計 16,010千円

   １年内 3,524千円

１年超 15,109千円

合計 18,633千円

(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 3,582千円

減価償却費相当額 2,989千円

支払利息相当額 919千円

  
支払リース料 3,395千円

減価償却費相当額 2,819千円

支払利息相当額 772千円

   支払リース料 4,713千円

減価償却費相当額 3,929千円

支払利息相当額 1,200千円

(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、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 

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、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 

 

（有価証券関係） 

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） 

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

当第3四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（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 4,485円63銭

１株当たり第３四半期純損
失金額 

911円86銭

  

 
１株当たり純資産額 9,940円37銭

１株当たり第３四半期純損
失金額 

1,490円28銭

  

 
１株当たり純資産額 7,895円02銭

１株当たり当期純損失金額 933円71銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり第３四

半期純利益金額については、１株当たり第

３四半期純損失が計上されているため、記

載しておりません。 

同  左 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、１株当たり当期純損

失が計上されているため、記載しておりま

せん。 

 （注）１株当たり第３四半期（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第3四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日）

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

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

１株当たり第３四半期（当期）純損失金額    

第３四半期（当期）純損失（千円） 100,031 187,588 102,702 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る第３四半期（当期）純損失
（千円） 

100,031 187,588 102,702 

期中平均株式数（株） 109,700 125,874.58 109,995.00 

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（当期）純利益金額の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株引受権 30,914株 

新株予約権  1,450個 

 

新株引受権 30,124株 

新株予約権  1,280個 

 

新株引受権 30,914株 

新株予約権 1,450個 

 

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前第3四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第3四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ──────  ──────  １．投資有価証券の売却  

株式会社ザッパラスの上場に伴う株式売

出しへの参加により、当社保有株式を以下

のとおり売却し、投資有価証券売却益

55,128千円を計上しています。 

銘柄名   株式会社ザッパラス 

株式数   80株 

受渡日   平成17年5月27日 

帳簿価格  13,691千円 

売却代金  68,820千円 

２．株式会社伽楽可楽との営業譲渡契約の

締結   

当社は、平成 17 年 6月 1日開催の取締

役会において、「プロジェクトシュリ」部

門を株式会社伽楽可楽に営業譲渡すること

を決議し、同日をもって営業譲渡契約を締

結しております。 

（1）営業譲渡の理由  

「コンテンツ制作事業」の一部である

「プロジェクトシュリ」部門につきまして

は、平成13年2月の発足以来、沖縄をテ－マ

とした出版やオリジナル商品の企画開発等

の事業活動を行ってまいりましたが、これ

までに得られた沖縄に関するコンテンツや

人脈、出版・物販でのノウハウを 大限に

活かし、沖縄から本土に向けての情報や文

化の発信基地となるべく、同プロジェクト

が関わる営業の一切を譲渡することとなり

ました。 

なお、当社では株式会社伽楽可楽への出

資及び同社事業への参画の方向で検討して

おり、今後は事業パ－トナ－としての関係

を継続していく見込みであります。 

（2）営業譲渡の内容 

①プロジェクトシュリの内容： 

沖縄をテ－マとした出版やオリジナ

ル商品の企画開発等 

②プロジェクトシュリの平成 17 年 3 月

期の経営成績 

売上高    33,125 千円 

売上総利益  16,500 千円 

営業損失   17,584 千円 

  ③譲渡資産の内容 

   流動資産   12,572 千円 

   固定資産    1,739 千円 

   流動負債    △292 千円 

     合計    14,019 千円    

  ④譲渡価額および決済方法 

   譲渡価額   65,000 千円 

   決済方法   両者協議の上、決定

（3）営業譲渡先の概要 

名称     株式会社伽楽可楽 

主な事業内容 沖縄をテ－マとした出版

飲食・物販・産直事業 

設立年月日  昭和59年7月4日 

本店所在地  沖縄県那覇市牧志三丁目

２番30号 

代表者    阿南 満三 

資本の額   22,000千円 

従業員    ３名 

当社との関係 資本関係、人的関係及び

取引関係につきましては該当事項はありま

せん。 

 

－  － 
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