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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  株式会社アイ・シー・エフ                    （コード番号：4797東証マザーズ） 
（U R L     http://www.i-cf.com） 
問合せ先   代  表  者 役職名  代表取締役 CEO  佐藤 克             TEL（03）3406－4797 

問合せ先責任者 役職名  ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部部長 西山 泰敬      
          
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 最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無  ：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）11社、（除外）1社   持分法（新規）－社、（除外）－社 
 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                              （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 12,806 (347.3) 719 (66.9) 752 (74.4) 362(△23.9) 
17 年 3 月期第 3 四半期 2,863 (187.5) 431 ( ― ) 431 ( ― ) 476  ( ― ) 
(参 考 ) 1 7 年 3 月 期 5,756 (359.6) 718 (  ― ) 671 ( ― ) 599 (529.3) 

 
 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 3,191  52 3,175  75 
17 年 3 月期第 3 四半期 7,624  06 7,150  35 
(参 考 ) 1 7 年 3 月 期 8,901  11 6,381  09 
(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] 
  当四半期の我が国経済は、株式市場が回復の兆しを見せ緩やかな回復基調となっておりますが、政府の月例報告などによ
りますと、雇用情勢は依然として厳しい状況が続いており、個人消費に関しても本格的な回復には至っておりません。 
（事業のセグメント別業績について） 
  前連結会計年度においては事業の種類別セグメントは「ウェブコンサルティング」、「ｅマーケットプレイス」の 2区分
によっておりましたが、M&Aによる事業領域の拡大により当第 1四半期より「SP広告」、「コールセンター」、「駐車場」、
「ファイナンス」の 4区分に変更しました。 
 ・SP広告 
   アドバテイメントとしてのネットシネマ、各種セールスプロモーション等で構成されており、当四半期連結会計期間

の売上は、6,581,358千円となりました。 
 ・コールセンター 
   アウトバウンド及びインバウンドのコールセンター業務等で構成されており、当四半期連結会計期間の売上は、

3,451,030千円となりました。 
 ・駐車場 
   コイン駐車場の運営管理及び運営機器の販売等で構成されており、当四半期連結会計期間の売上は、2,385,240 千円

となりました。 
 ・ファイナンス 
   有価証券の売買及び貸付金の金利収入等で構成されており、当四半期連結会計期間の売上は、389,212 千円となりま
した。 
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（当四半期の業績について） 
 当四半期連結会計期間におきましては、ファイナンス事業および E コマース事業が堅調に推移いたしましたが、ＳＰ広
告事業の売上げが伸び悩んだことに加え、特にコンテンツ事業における不振を回復できなかったことから、四半期ベース

では利益が減少しました。その結果、売上高 12,806,841千円（前年同期比 347.3％の増加）、営業利益 719,843千円（前
年同期比 66.９％の増加）、経常利益 752,699千円（前年同期比 74.4％の増加）、四半期純利益 362,416千円（前年同期比
23.9％の減少）となりました。 

(2) 連結財政状態の変動状況                              （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 23,185 14,878 64.2 104,821  09 
17 年 3 月期第 3 四半期 5,078 3,938 77.5 51,075  42 
(参 考 ) 1 7 年 3 月 期 8,812 7,355 83.5 79,557  56 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                           （百万円未満切捨） 
 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 △784 △5,390 7,469 5,350 
17 年 3 月期第 3 四半期 △818 769 1,139 1,881 
(参 考 ) 1 7 年 3 月 期 △1,897 708 4,346 3,948 
[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 
当四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売掛債権の増加 572,202千円、映像コンテンツの買付け

127,076千円等により、784,980千円の減少となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、投資有価証券の取得 3,804,459千円、資金の貸付 3,354,733千円等によ

り、5,390,853千円の減少となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、転換社債型新株予約権付社債の発行 6,000,000 千円、短期借入金

3,654,717千円等により、7,469,202千円の増加となりました。 
以上の結果、当四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、5,350,442千円となりました。 
 

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）     （百万円未満切捨） 
 売上高 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 
通 期    15,849  902   446   

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)   3,927円 57銭 
[業績予測に関する定性的情報等] 
 平成 18 年 3 月期につきましては、ファイナンス事業は引き続き堅調に推移しているものの、①一部を除く広告 SP 事業全

般において売上高が当初計画値を下回る見込みであること、特にコンテンツ分野における販売不振が顕著であり回復が見込

まれないことから、計画値比△2,100 百万円の差異が発生すると見込まれること、②駐車場事業における M&A 案件の進捗の

ずれこみにより、△1,602百万円の差異が発生すると見込まれることなどから、連結の業績予想につきましては売上高15,849

百万円、経常利益 902 百万円、当期純利益 446 百万円と変更しました。 
  また、単体の業績予想につきましても、コンテンツ事業での販売不振が影響し、売上高 2,424 百万円、営業利益 8 百万
円、当期純利益 246百万円と変更しました。 
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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 

                                         （単位：千円） 
平成18年3月期 

第3四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日現在) 

平成17年3月期 
第3四半期連結会計期間末 
(平成16年12月31日現在) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 

(平成17年3月31日現在) 
         期  別 

科  目 金    額 構成比 金    額 構成比 金    額 構成比 
(資 産 の 部         )   ％   ％  ％ 

Ⅰ 流 動 資 産          
 1. 現金及び預金   4,745,915   1,781,117  3,047,492  
 2. 受取手形及び売掛金  4,106,742   1,902,365  2,305,439  
 3.  有価証券  367,288   100,686  901,494  
 4.  たな卸資産   1,538,492   532,531  1,207,645  
 5.  未収入金   210,061   10,612  36,902  
 6.  短期貸付金   1,336,960   3,000  603,000  
 7.  その他   908,688   286,550  93,492  
   貸倒引当金   △9,682   △38,923  △54,229  
   流 動 資 産 合 計   13,204,466 57.0  4,577,940 90.1 8,141,236 92.4 
Ⅱ 固 定 資 産          
 1. 有形固定資産 ※1  1,996,628 8.6  69,687 1.4 123,562 1.4 
 2. 無形固定資産          
  (1) 連結調整勘定   1,187,845   38,513  36,202  
  (2) ソフトウェア   364,175   124,563  117,943  
  (3) その他   223,518   1,171  1,499  
    無 形 固 定 資 合 計  1,775,539 7.6  164,248 3.2 155,645 1.8 
 3. 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   3,742,085   9,867  159,980  
  (2) 出資金   1,985,080   175,710  108,809  
  (3) 敷金及び保証金   438,185   71,269  116,850  
  (4) その他   43,145   9,644  6,752  

投資その他の資産合計  6,208,497 26.8  266,492 5.3 392,392 4.4 
   固 定 資 産 合 計   9,980,665 43.0  500,428 9.9 671,600 7.6 
   資 産 合 計   23,185,131 100.0  5,078,369 100.0 8,812,837 100.0 
          

 
平成18年3月期 

第3四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日現在) 

平成17年3月期 
第3四半期連結会計期間末 
(平成16年12月31日現在) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 

(平成17年3月31日現在) 
         期  別 

科  目 金    額 構成比 金    額 構成比 金    額 構成比 
(負 債 の 部         )   ％   ％  ％ 

Ⅰ 流 動 負 債          
 1. 支払手形及び買掛金  614,615   750,337  551,459  

2. 短期借入金 
3.  前受金 

 
 

 
 

2,428,753 
1,452,677 

 
 

 
 

― 
 

 
 

250,000 
 

 
 

 4. その他  805,085   367,454  575,327  
   流 動 負 債 合 計   5,301,133 22.8  1,117,903 22.0 1,376,788 15.6 
Ⅱ 固 定 負 債          
 1. 長期借入金   1,194,794   18,593  77,368  
 2. その他   331,847   379  379  
    固 定 負 債 合 計  1,526,642 6.6  18,972 0.5 77,747 0.9 
       負  債  合  計  6,827,755 29.4  1,136,876 22.5 1,454,536 16.5 
     (少 数 株 主 持 分         )         
   少 数 株 主 持 分  1,478,533 6.4  3,144 0.1 3,130 0.0 
    (資 本 の 部         )          
Ⅰ 資    本    金   6,493,129 28.0  1,842,469 36.3 3,448,398 39.1 
Ⅱ 資 本 剰 余 金   8,045,099 34.7  2,249,832 44.3 3,938,482 44.7 
Ⅲ 利 益 剰 余 金   334,971 1.4  △150,868 △3.0 △27,444 △0.3 
Ⅳ 自  己  株  式   △6,760 △0.0  △3,085 △0.1 △4,266 △0.0 
Ⅴ その他有価証券評価差額   14,082 0.1  ― ― ― ― 
Ⅵ 為替換算調整勘定   △1,699 △0.0  ― ― ― ― 

資本合計  14,878,823 64.2  3,938,348 77.5 7,355,170 83.5 
負債、少数株主持分及び資本合計  23,185,131 100.0  5,078,369 100.0 8,812,837 100.0 
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(2) 四半期連結損益計算書 
                                                  （単位：千円） 

平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

           期  別 

科  目 
金      額 百分比 金     額 百分比 金      額 百分比 

    ％   ％   % 
Ⅰ 売上高   12,806,841 100.0  2,863,349 100.0  5,756,460 100.0 
Ⅱ 売上原価   9,623,542 75.1  1,667,049 58.2  3,786,179 65.8 
   売上総利益   3,183,298 24.8  1,196,300 41.8  1,970,280 34.2 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  2,463,454 19.2  764,875 26.7  1,251,566 21.7 
   営業利益   719,843 5.6  431,424 15.1  718,714 12.5 
Ⅳ 営業外収益           
  (1) 受取利息  22,517   11,746   10,484   

     (2) 為替差益 109,787   ―   ―   
   (3) 有価証券評価益 22,701   ―   ―   
  (4) その他  11,922 166,929 1.3 1,011 12,757 0.4 4,391 14,876 0.3 
Ⅴ 営業外費用           
  (1) 支払利息  34,264   2,223   ―   
  (2) 新株発行費 
  (3) 社債発行費 
  (4) 持分法による投資損失 

 
 
 

72,312 
14,615 

3,814 

 
 
 

 
 
 

2,010 
6,980 
1,472 

 
 

 
 
 

27,443 
― 
― 

 
 

 
 
 

    (5) その他  9,066 134,073 1.0 ― 12,685 0.4 34,492 61,935 1.1 
   経常利益   752,699 5.8  431,496 15.1  671,655 11.7 
Ⅵ 特別利益           
  (1) 前期損益修正益  24,834   ―   ―   
  (2) 関係会社株式売却益  18,926   ―   ―   

(3) 投資有価証券売却益  ―   98,380   98,380   
(4) 貸倒引当金戻入益  48,246   ―   ―   

   (5) その他 157 92,165 0.7 ― 98,380 ― 1,273 99,654 1.7 
Ⅶ 特別損失           
  (1) 出資金評価損  34,768   ― ― ― ― ― ― 
  (2) 投資有価証券評価損  22,313   ― ― ― ― ― ― 
  (3) 貸倒損失  39,153   ― ― ― ― ― ― 
  (4) 商品評価損 

(5) その他 
 
 

11,380 
1,429 

 
109,045 

 
0.8 

― 
 

― 
 

― 
 

― 
 

― 
 

― 
 

税金等調整前第3四半期 
(当期)純利益  735,819 5.7  529,876 18.5  771,309 13.4 

   法人税、住民税及び事業税 387,778   53,939   172,183   
   法人税等還付額 ― 387,778 3.0 ― 53,939 1.9 △220 171,963 3.0 
     少数株主損失  14,375 ―  155 0.0  169 0.0 
    第3四半期(当期)純利益  362,416 2.7  476,091 16.6  599,516 10.4 
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(3) 四半期連結剰余金計算書     

                        （単位：千円） 
平成18年3月期  

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) 

平成17年3月期  
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) 

前連結会計年度 
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) 

         期  別 

 
科  目 

金  額 金  額 金  額 
  資 本 剰 余 金 の 部       
Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,938,482  613,018  613,018 
Ⅱ 資本剰余金増加高       
 １ 連結子会社増加に伴う資本剰余金増

加高 
1,061,910 

  1,018,746 
 

 
 

1,101,480 
  

２ 新株引受権の行使による新株の発行 ―  12,000  12,000  
３ 新株予約権の行使による新株の発行 3,044,707 4,106,617 606,067 1,636,813 2,211,983 3,325,463 
Ⅲ 資本剰余金第 3四半期末(期末)残高  8,045,099  2,249,832  3,938,482 
利 益 剰 余 金 の 部       

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △27,444  △626,961  △626,961 
Ⅱ 利益剰余金増加高       
  第 3四半期(当期)純利益 362,416 362,416 476,091 476,091 599,516 599,516 
Ⅲ 利益剰余金第 3四半期末(期末)残高  334,971  △150,868  △27,444 
       

 
 
 (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 
平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

前連結会計年度 
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) 

         期  別 

 
科  目 

金  額 金  額 金  額 
 

735,819 
155,801 
21,124 

1,429 
3,814 

34,768 
― 

△109,787 
11,380 

198,000 
△18,926 

― 
22,313 
△48,246 
△23,265 

34,264 
△572,202 
△127,076 
△12,242 
△398,538 
△399,232 

 
529,876 
22,660 

6,932 
― 

1,432 
― 
― 
― 

  ― 
― 
― 

△98,380 
― 

35,336 
△11,806 
△2,223 

△1,357,299 
△488,046 

5,539 
19,581 

574,553 

 
771,309 
37,956 

9,243 
― 

2,385 
― 

17,154 
       ― 

― 
― 
― 

△98,380 
― 

50,641 
△10,544 

1,364 
△1,351,877 
△1,163,158 
△15,450 
△390,068 

10,769 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 
1． 税金等調整前第 3四半期(当期)純利益 
2． 減価償却費 
3． 連結調整勘定償却 
4． 固定資産除売却損 
4．
5．
6．
7．
8．

持分法による投資損益(益：△) 
出資金評価損 
投資事業組合投資損失 
為替差益 
仕掛品低価評価損 

9．
10．

営業投資有価証券の増減額（減少額：△） 
関係会社株式売却益 

11．
12．

投資有価証券評価益 
投資有価証券評価損 

13．貸倒引当金の増減額(減少額：△) 
14．
15．

受取利息及び受取配当金 
支払利息 

16．売上債権の増減額(増加額：△) 
17．たな卸資産の増減額(増加額：△) 
18．未収消費税の増減額(増加額：△) 
19．その他資産の増減額(増加額：△) 
20．仕入債務の増減額(減少額：△) 
21．前受金の増減額(減少額：△) 
22．未払金の増減額(減少額：△) 
23．その他負債の増減額(減少額：△)  

― 
11,864 
△8,731 

△24,112 
△37,675 

39,904 

△22,596 
165,805 
85,885 

小      計 △487,668 △783,686 △1,899,559 
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

前連結会計年度 
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) 

         期  別 

 
科  目 

金  額 金  額 金  額 
24．
25．

利息及び配当金の受取額 
支払利息及び割引料の支払額 

26．法人税等の支払額 
27．法人税等の還付額  

23,265 
△34,264 
△286,313 

― 

11,806 
2,223 

△48,858 
― 

10,544 
△1,364 
△7,557 

220 
営業活動によるキャッシュ・フロー △784,980 △818,515 △1,897,716 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 
1．
2．

有形固定資産の取得による支出 
有形固定資産の売却による収入 

3． 無形固定資産の取得による支出 
4． 投資有価証券の取得による支出 
5． 投資有価証券の売却による収入 
6．
7．

敷金及び保証金の差入れによる支出 
敷金及び保証金の返還による収入 

8． 新規連結子会社の取得による収入 ※2 
9． 新規連結子会社の取得による支出 ※2 
10．出資金の払込による支出 
11． 出資金の返還による収入 
12．貸付による支出 
13．貸付の回収による収入 
14．その他投資等増減額 
15．連結範囲の変更に伴う関係会社株式の売却等によ

る収入 

 
△535,794 

― 
  △348,954 
△3,804,459 

― 
△221,676 

33,302 
356,994 
△308,271 
△1,238,860 

― 
△3,354,733 

2,670,512 
1,342,930 

18,156 

 
△17,360 

100 
△101,613 
△6,200 
101,380 
△27,415 

― 
972,699 
△17,355 
△185,000 

50,000 
― 
― 
― 
― 

 
△76,100 

100 
△102,135 
△50,600 
104,520 
△60,376 

― 
1,105,319 
△17,355 
△245,000 

50,000 
― 
― 
― 
― 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △5,390,853 769,235 708,371 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

1．
2．
3．
4．

新株の発行による収入 
社債の発行による収入 
自己株式の取得による支出 
借入による収入 

5． 借入の返済のよる支出  

 
89,437 

6,200,000 
△2,494 

3,654,717 
△2,472,459 

 
1,236,137 

― 
△2,402 

― 
△94,374 

 
448,826 

4,000,000 
△3,583 

― 
△98,634 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 7,469,202 1,139,360 4,346,608 
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 108,087 ― ― 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少額：△) 1,401,455 1,090,080 3,157,263 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,948,986 791,723 791,723 
Ⅶ 現金及び現金同等物の第 3四半期末 

(期末)残高                      ※1 5,350,442 1,881,804 3,948,986 
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（四半期連結財務諸表作成の基本となる事項） 

    期別 

項目 

平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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 

 

連結子会社 19社 
連結子会社の名称  
㈱ワン・ウィング 
㈱ドリーム・ヴィジョン・ワ

ークス 
㈱ヴァリアス 
㈱濱商 
㈱ディー・アンド・オービッ 

ト 
㈱ウェルコム 
㈱i-cfファイナンス 
㈱大阪第一企画 
i-cf International Ltd 
㈱バリタス 
㈱エイチ・エヌ・ティー 
㈱ゼルス 
㈱プライムスタイル 
㈱サイバーゲート 
㈱出晄エンタープライズ 
エムトゥエックス㈱ 
Signal Media and Communi 
cations Holdings Limited 
㈱ゾディアック 
日欧貿易㈱ 
㈱バリタス、㈱エイチ・エヌ・

ティー,㈱ゼルス、㈱プライム
スタイル、㈱サイバーゲート、

㈱ゾディアック、日欧貿易㈱

については、株式交換により

株式を取得したことにより、

また㈱出晄エンタープライズ

については、第三者割当を引

き受けたことにより(エムト
ゥエックス㈱100%、Signal 
Communications Holdings 
Limited 51.0%は㈱出晄ｴﾝﾀ
－ﾌﾟﾗｲｽﾞが所有しておりまし

た）連結の範囲に含めており

ます。 

連結子会社 8社 
連結子会社の名称 
株式会社ワン・ウィング 
株式会社ドリーム・ビジョ

ン・ワークス 
株式会社ヴァリアス 
株式会社濱商 
株式会社オーダーボック

ス・ドットコム 
株式会社ディー・アンド・

オービット 
株式会社ウェルコム 
株式会社i-cfファイナンス 
株式会社ワン・ウィング、

株式会社ヴァリアス、 
株式会社濱商、 
株式会社オーダーボック

ス・ドットコム、 
株式会社ディー・アンド・

オービット及び株式会社ウ

ェルコムについては、株式

交換により株式を取得した

ことにより、株式会社ドリ

ーム・ビジョン・ワークス、

株式会社i-cfファイナンス
については、新たに設立し

たことにより、当連結会計

期間より連結の範囲に含め

ることといたします。 

連結子会社 9社 
連結子会社の名称  
㈱ワン・ウィング 
㈱ドリーム・ヴィジョン・ワ

ークス 
㈱ヴァリアス 
㈱濱商 
㈱オーダーボックス・ドット

コム 
㈱ディー・アンド・オービッ

ト 
㈱ウェルコム 
㈱i-cfファイナンス 
㈱大阪第一企画 
 ㈱ワン・ウィング、㈱ヴァ

リアス、㈱濱商、㈱オーダー

ボックス・ドットコム、㈱デ

ィー・アンド・オービット、

㈱ウェルコム、㈱大阪第一企

画につきましては、当連結会

計年度における株式の取得に

伴い、㈱ドリーム・ヴィジョ

ン・ワークス、㈱i-cfファイナ
ンスにつきましては、当連結

会計年度に設立したことに伴

い、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。 

2．持分法の適用
に関する事項 

持分法を適用した関連会社の数 

1社 
関連会社の名称 
㈱BBMC（旧㈱ブロードバ
ンドミュージックコミュニケ

ーションズ） 
 

持分法を適用した関連会社の 
数          １社 
株式会社ブロードバンド･ミュ

ージック・コミュニケーション

ズ 
なお、株式会社ブロードバン

ド･ミュージック・コミュニケー

ションズについては、新たに株

式を取得したことから、当連結

会計年度から持分法適用の関連

会社に含めております。 

持分法を適用した関連会社の数

1社 
関連会社の名称 
㈱ブロードバンドミュージ

ックコミュニケーションズ 
  なお、㈱ブロードバンドミ

ュージックコミュニケーショ

ンズについては、新たに株式

を取得したことから、当期連

結会計年度より持分法適用の

関連会社に含めております。 
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    期別 

項目 

平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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
四半期決算日

(決算日)に関
する事項 

 

連結子会社のうち、㈱エイ

チ・エヌ・ティーの決算日は2
月28日、㈱ゼルス、㈱出晄エ
ンタープライズ、エムトゥエ

ックス㈱の決算日は6月30
日、㈱サイバーゲートの決算

日は8月31日、Signal 
Communications Holdings 
Limited、日欧貿易㈱の決算
日は、12月31日であり、四半
期連結財務諸表作成にあた

って、四半期連結決算日現在

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。 

連結子会社である株式会社ワ

ン・ウィング、株式会社オーダ

ーボックス・ドットコムの決算

日は9月30日であり、株式会社
濱商の決算日は2月28日であ
り、四半期連結財務諸表作成に

あたって、四半期連結決算日現

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。 

― 

4．株式交換に伴
う資本連結に

関する事項 

株式交換方式により取得した

連結子会社の資本連結手続き

は、持分プーリング法によって

おります。 

持分プーリング法とは企業結

合が生じた事業年度において、

その結合が事業年度のどの時点

に生じたかに関わらず、基本的

に結合当事会社の財務諸表を合

算する方法であります。従って、

持分プーリング法によれば、結

合当事者の資産、負債が結合時

点の公正な評価額に修正される

ことも、連結調整勘定が計上さ

れることもありません。 

同左 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 たな卸資産 
・ 商品 

  個別法による原価法 
・映像コンテンツ 
１年間の償却または契約

期間での均等償却によって

おります。 
② 有価証券 
・その他有価証券 
時価のあるもの 
当第3四半期末日の市場

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 

 

 
 
① たな卸資産 
・ 商品 

同左 
― 
 

 
 
② 有価証券 
  ・その他有価証券 
   時価のないもの 

同左 

 
 
① たな卸資産 

― 
 
・映像コンテンツ 
１年間の償却または契約

期間での均等償却によって

おります。 
② 有価証券 
・その他有価証券 
時価のないもの 

同左 
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    期別 

項目 

平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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 
   定率法によっております。 
 また、取得価額10万円以上20
万円未満の少額減価償却資産

については、３年間の均等償

却によっております。 
 なお、主な耐用年数は次の通

りであります。 
  建物及び構築物  8～15年 
  工具器具備品    3～15年 
② 無形固定資産 
  定額法によっております。 
 自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可

能期間(５年)に基づいており
ます。 
③ 長期前払費用 
   定額法によっております。 

① 有形固定資産 
同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
② 無形固定資産 

同左 
 
 
 
 

③ 長期前払費用 
同左 

① 有形固定資産 
同左   

 
 
 
 
 
 
 
 

② 無形固定資産 
同左 

 
 
 
 
③ 長期前払費用 

同左 
(3)重要な繰延
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 
支出時に全額費用として処

理しております。 

― 新株発行費 
支出時に全額費用として処理し

ております。 

(4)重要な引当
金の計上基準 

 
 

貸倒引当金 
債権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 

 

(5)その他四半期
連結財務諸表

（連結財務諸

表）作成のた

めの重要な事

項 

消費税等の処理方法 
 税抜方式によっております。 
 

消費税等の処理方法 
同左 

 

消費税等の処理方法 
同左 

 

6．四半期連結キ
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

到来する短期投資であります。 

同左 同左 
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注 記 事 項          
(四半期連結貸借対照表関係         ) 

 平成18年3月期 
第3四半期連結会計期間末 
(平成17年12月31日現在) 

平成17年3月期 
第3四半期連結会計期間末 
(平成16年12月31日現在) 

前連結会計年度末 
(平成17年3月31日現在) 

※1 有形固定資産の減価
償却累計額 328,761千円  69,687千円  60,548千円  

 
(四半期連結損益計算書関係         ) 

 平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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
費の主要なもの 

 
 
 
 

給与手当      566,691千円 
支払手数料    285,636千円 
広告宣伝費    292,537千円 
連結調整勘定償却 

21,124千円  

給与手当   105,036千円 
支払手数料  113,986千円 
広告宣伝費  170,114千円 
連結調整勘定償却 

6,932千円 
 

給与手当    216,858千円 
支払手数料   204,642千円 
広告宣伝費   180,152千円 
連結調整勘定償却 

9,243千円 
貸倒引当金繰入 51,872千円 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係         ) 

 平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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
四半期末

(期末 )残
高と四半

期連結貸

借対照表

(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 17年 12月 31日) 
現金及び預金勘定 4,745,915千円
有価証券(ＭＭＦ等) 367,288千円
現金及び現金同等
物 5,350,442千円

(平成 16年 12月 31日) 
現金及び預金勘定 1,781,117千円 
有価証券(ＭＭＦ等) 100,686千円
現金及び現金同等
物 1,881,804千円
 

(平成17年3月31日) 
現金及び預金勘定 3,047,492千円
有価証券(ＭＭＦ等) 901,494千円
現金及び現金同等
物 3,948,986千円
 

※2 株式交換
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 

株式交換により新たに連結

したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳は次のと

おりであります。 
株式会社バリタス 
流動資産 118,754千円 
固定資産 5,165千円 
流動負債 △114,037千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 9,882千円 
株式交換による
株式の発行額 9,882千円 
新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

12,123千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

12,123千円 

 
 
 
 

株式交換により新たに連結し

たことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳は次のとおりで

あります。 
株式会社ワン・ウィング 
流動資産 47,258千円 
固定資産 100千円 
連結調整勘定 45,445千円 
流動負債 △32,732千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 60,071千円 
新規連結子会社
の前連結会計年
度末の取得価額 

50,320千円 

株式交換による
株式の発行額 9,750千円 
新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

21,845千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

21,845千円 

 

株式交換により新たに連結し

たことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳は次のとおりで

あります。 
株式会社ワン・ウィング 
流動資産 47,258千円 
固定資産 100千円 
連結調整勘定 45,445千円 
流動負債 △32,732千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 60,071千円 
新規連結子会社
の前連結会計年
度末の取得価額 

50,320千円 

株式交換による
株式の発行額 9,750千円 
新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

21,845千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

21,845千円 
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 平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

株式会社エイチ・エヌ・ティー 
流動資産 717,413千円 
固定資産 772,922千円 
流動負債 △919,145千円 
固定負債 △471,156千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 100,034千円 

株式交換による
株式の発行額 100,034千円 

新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

86,905千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

86,905千円 

 
 株式会社ゼルス 
流動資産 214,124千円 
固定資産 40,931千円 
流動負債 △100,149千円 
固定負債 △90,288千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 64,618千円 

株式交換による
株式の発行額 64,618千円 

新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

44,583千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

44,583千円 

 
 株式会社プライムスタイル 
流動資産 134,723千円 
固定資産 1,042千円 
流動負債 △112,822千円 
固定負債 ―千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 22,943千円 

株式交換による
株式の発行額 22,943千円 

新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

22,517千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

22,517千円 

 
 株式会社サイバーゲート 
流動資産 38,113千円 
固定資産 6,390千円 
流動負債 △4,992千円 
固定負債 ―千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 39,511千円 

株式交換による
株式の発行額 39,511千円 

新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

22,113千円 

株式会社濱商 
流動資産 215,162千円 
固定資産 19,524千円 
連結調整勘定 ―千円 
流動負債 △150,584千円 
固定負債 △47,731千円 
新規連結子会社 
株式の取得価額 36,370千円 

株式交換による 
株式の発行額 1,370千円 

新規連結子会社 
の現金及び現金 
同等物 

17,644千円 

差引：新規連結 
子会社取得によ 
る支出 

△17,355千円 

 
株式会社ヴァリアス 
流動資産 11,742千円 
固定資産 2,000千円 
連結調整勘定 ―千円 
流動負債 △5,050千円 
固定負債 △60千円 
新規連結子会社 
株式の取得価額 8,632千円 

株式交換による 
株式の発行額 8,632千円 

新規連結子会社 
の現金及び現金 
同等物 

59千円 

差引：新規連結 
子会社取得によ 
る収入 

59千円 

 
株式会社オーダーボックス・ド

ットコム 
流動資産 14,892千円 
固定資産 1,698千円 
連結調整勘定 ―千円 
流動負債 △7,660千円 
固定負債 ―千円 
新規連結子会社 
株式の取得価額 8,931千円 

株式交換による 
株式の発行額 8,931千円 

新規連結子会社 
の現金及び現金 
同等物 

8,382千円 

差引：新規連結 
子会社取得によ 
る収入 

8,382千円 

 
 
 
 

株式会社濱商 
流動資産 215,162千円 
固定資産 19,524千円 
流動負債 △150,584千円 
固定負債 △47,731千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 36,370千円 

株式交換による
株式の発行額 1,370千円 

新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

17,644千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る支出 

△17,355千円 

  
 
株式会社ヴァリアス 
流動資産 11,742千円 
固定資産 2,000千円 
流動負債 △5,050千円 
固定負債 △60千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 8,632千円 

株式交換による
株式の発行額 8,632千円 
新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

59千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

59千円 

 
株式会社オーダーボックス・ド

ットコム 
流動資産 14,892千円 
固定資産 1,698千円 
流動負債 △7,660千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 8,931千円 
株式交換による
株式の発行額 8,931千円 
新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

8,382千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

8,382千円 
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 平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

22,113千円 

 
 ㈱出晄エンタープライズ 
流動資産 2,268,084千円 
固定資産 1,431,936千円 
連結調整勘定 1,060,588千円 
流動負債 △141,846千円 
固定負債 △30,000千円 
少数株主持分 △1,685,870千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 2,902,891千円 

株式交換による
株式の発行額 802,891千円 

新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

2,158,791千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

58,791千円 

 
 ㈱ゾディアック 
流動資産 35,161千円 
固定資産 4,528千円 
流動負債 △22,261千円 
固定負債 ―千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 17,428千円 

株式交換による
株式の発行額 17,428千円 

新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

20,545千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

20,545千円 

 
 日欧貿易㈱ 
流動資産 748,015千円 
固定資産 246,818千円 
流動負債 △706,014千円 
固定負債 △283,053千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 5,765千円 

株式交換による
株式の発行額 5,765千円 

新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

89,413千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

89,413千円 
 

 
株式会社ディー・アンド・オー

ビット 
流動資産 82,142千円 
固定資産 75,892千円 
連結調整勘定 ―千円 
流動負債 △86,924千円 
固定負債 △65,236千円 
新規連結子会社 
株式の取得価額 5,874千円 

株式交換による 
株式の発行額 5,874千円 

新規連結子会社 
の現金及び現金 
同等物 

43,179千円 

差引：新規連結 
子会社取得によ 
る収入 

43,179千円 

 
 

株式会社ディー・アンド・オー

ビット 
流動資産 82,142千円 
固定資産 75,892千円 
流動負債 △86,924千円 
固定負債 △65,236千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 5,874千円 

株式交換による
株式の発行額 5,874千円 
新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

43,179千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

43,179千円 

 
株式会社ウェルコム 
流動資産 1,150,922千円 
固定資産 43,499千円 
流動負債 △210,233千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 984,187千円 

株式交換による
株式の発行額 984,187千円 
新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

895,931千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

895,931千円 

 
株式会社大阪第一企画 
流動資産 571,893千円 
固定資産 1,578千円 
流動負債 △428,547千円 
固定負債 △63,035千円 
新規連結子会社
株式の取得価額 81,890千円 

株式交換による
株式の発行額 81,890千円 
新規連結子会社
の現金及び現金
同等物 

132,620千円 

差引：新規連結
子会社取得によ
る収入 

132,620千円 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13

(セグメント情報) 
１．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）            （単位：千円） 
 広告ＳＰ事業 コールセンター

事業 駐車場事業 ファイナンス 
事業  計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益        
売上高        

(1) 外部顧客 
に対する売上高 6,581,358 3,451,030 2,385,240 389,212 12,806,841 ― 12,806,841 

(2) セグメント間の 
  内部売上又は 
  振替高 

158,578 1,807 ― ― 160,386 (160,386) ― 

    計 6,739,936 3,452,838 2,385,240 389,212  12,967,228 (160,386) 12,806,841 
営業費用 6,590,003 3,067,785 1,964,898 68,732 11,691,420  395,577 12,086,997 
営業利益 149,933 385,052 420,342 320,479 1,275,807 △555,963 719,843 

（注）1 事業の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  各区分の主な製品 

(1) 広告ＳＰ事業・・・・・・広告代理及びセールスプロモーション業務 
 (2) コールセンター事業・・・コールセンターの運営業務 
(3) 駐車場事業・・・・・・・コイン駐車場の運営管理業務 
(4) ファイナンス事業・・・・金融サービスの提供及び投資業務 

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(395,577千円)の主なものは、当社の総務部門等管
理部門にかかる費用であります。 

4 事業区分の変更 
  従来、事業区分は「ウェブコンサルティング」、「ｅマーケットプレイス」の２区分によっておりましたが、当連結

会計年度より、「広告ＳＰ」、「コールセンター」、「駐車場」、「ファイナンス」の４区分に変更いたしました。 
  これは、当社グループの事業展開に基づく事業区分の見直しであり、事業領域の拡大に伴って事業区分を見直すこ

とによってセグメント情報の有用性を高めることを目的としております。 
  なお、参考として、前第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度を変更後の事業区分に基づき作成すると次のと

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）       （単位：千円） 

 広告ＳＰ事業 コール 
センター事業 駐車場事業 ファイナンス 

事業 計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益 
売上高  

(1) 外部顧客 
に対する売上高 2,473,344 390,004 － － 2,863,349 － 2,863,349 

(2) セグメント間の 
  内部売上又は 
  振替高 

134,301 － － － 134,301 (134,301) －

    計 2,607,646 390,004 － － 2,997,650 (134,301) 2,863,349 
営業費用 1,731,582 265,778 － － 1,997,360 434,564 2,431,924
営業利益 876,064 124,226 － － 1,000,290 △568,865 431,424

 
    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）                 （単位：千円） 

 広告ＳＰ事業 コール 
センター事業 駐車場事業 ファイナンス 

事業 計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益 
売上高 

(1) 外部顧客 
に対する売上高 4,135,961 1,619,017 － 1,481 5,756,460 － 5,756,460 

(2) セグメント間の 
  内部売上又は 
  振替高 

195,825 － － － 195,825 (195,825) －

    計 4,331,787 1,619,017 － 1,481 5,952,286 (195,825) 5,756,460 
営業費用 3,171,184 1,423,513 － 1,165 4,595,863 441,883 5,037,746
営業利益 1,160,602 195,504 － 315 1,356,422 △637,708 718,714
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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）           （単位：千円） 
 ウェブコンサルティ

ング事業 
ｅマーケット 
プレイス事業 計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益 
売上高 

     

(1)外部顧客に対する
売上高 2,090,968  772,380 2,863,349 ―  2,863,349 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替高 134,301  ― 134,301 (134,301) ― 

計 2,225,269  772,380 2,997,650 (134,301) 2,863,349 
営業費用 1,314,500 682,860 1,997,360 434,564 2,431,924 
営業利益 910,769  89,520 1,000,290 (568,865) 431,424 

（注）1 事業の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  各区分の主な製品 

(1) ウェブコンサルティング事業・・・ウェブ上でのコンサルティング、ウェブ広告作成、システムコン 
サルティング 

(2) ｅマーケットプレイス事業・・・・ウェブを使用した木材市場、DVD市場の構築、運営 
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(434,564千円)の主なものは、当社の総務部門
等管理部門にかかる費用であります。 

 
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）               （単位：千円） 
 ウェブコンサル 

ティング事業 
ｅマーケット 
プレイス事業 計 消去又は全社 連結 

売上高及び営業損益 
売上高 

     

(1)外部顧客に対する
売上高  4,523,529  1,232,931 5,756,460 ― 5,756,460

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替高   24,407 171,417 195,825 (195,825) ―

計 4,547,936 1,404,349 5,952,286 (195,825) 5,756,460
営業費用  3,531,513 1,064,350 4,595,863  441,883 5,037,746
営業利益 

又は営業損失(△) 1,016,423 339,999 1,356,422 △637,708 718,714

（注）1 事業の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 各区分の主な製品 

(1) ウェブコンサルティング事業・・・ウェブ上でのコンサルティング、ウェブ広告作成、システムコ 
ンサルティング 

(2) ｅマーケットプレイス事業・・・・ウェブを使用した各 EC市場 
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(441,883千円)の主なものは、当社の総務部門
等管理部門にかかる費用であります。 

 
２．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） 
当連結グループは全て日本国内に本店所在地を置いており重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 
前第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） 
当連結グループは全て日本国内に本店所在地を置いており重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 
前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日） 
当連結グループは全て日本国内に本店所在地を置いており重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 
 
３．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）         
海外売上高がないため、該当事項はございません。 
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） 
海外売上高がないため、該当事項はございません。 
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） 

   海外売上高がないため、該当事項はございません。 
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 (有価証券関係) 
当第 3四半期連結会計期間（平成 17年 12月 31日現在） 
１．売買目的有価証券                                  （単位：千円） 

連結貸借対照表計上額 当第 3四半期連結会計期間の損益に含まれた評価差額 
355,288    22,701      

２．その他有価証券で時価のあるもの                           （単位：千円） 
 取得価額 連結貸借対照表計上額 差額 
連結貸借対照表計上額が取得価額

を超えないもの 
 株式 

 
 

 49,839   

 
 

65,313    

 
 
15,474  

合    計 49,839     65,313       15,474      
３．時価評価されていない主な有価証券                          （単位：千円） 

 連結貸借対照表計上額 摘  要 
その他有価証券 
 (1) 非上場株式 (店頭売買株式を除く) 

 
118,299       

 
― 

 (2) その他 3,570,473       ― 
合    計     3,688,772       ― 

 
前第 3四半期連結会計期間（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                           （単位：千円） 

 連結貸借対照表計上額 摘  要 

株式 3,140 ― 

合    計 3,140 ― 

2. 時価評価されていない主な有価証券                          （単位：千円） 
 連結貸借対照表計上額 摘  要 
１．その他有価証券 
   非上場株式 (店頭売買株式を除く) 
２．ＭＭＦ等 

 
2,000       

100,686       

 
― 
― 

合    計    102,686 ― 
 
 
前連結会計年度（平成 17年 3月 31日現在） 
 1．売買目的有価証券                                  （単位：千円） 

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 
800 ― 

2. 時価評価されていない主な有価証券                          （単位：千円） 
 連結貸借対照表計上額 摘  要 
1．その他有価証券 
   非上場株式 (店頭売買株式を除く) 
2．MRF等 
3．その他 

 
46,400 

900,694 
109,766      

 
― 
― 
― 

合    計 1,056,860 ― 
3.  売却したその他有価証券                                                             （単位：千円） 

区    分 売 却 額 売 却 益 
株    式 5,050 1,065 

 
(デリバティブ取引関係) 
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） 
当連結グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はございません。 
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） 
当連結グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はございません。 
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） 
当連結グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はございません。 
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(1株当たり情報) 

 

平成18年3月期 
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) 

平成17年3月期 
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) 

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 104,821円09銭 51,075円42銭 79,557円56銭
１株当たり第3四半期(当期) 
純利益 3,191円52銭 4,397円17銭 8,901円11銭

潜在株式調整後１株当たり

第3四半期(当期)純利益 
3,175円75銭 

  
7,150円35銭 6,381円09銭 

 
（注）「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す。 
 
 平成18年3月期 

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)

平成17年3月期 
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) 

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(当期)純利益(千円) 362,416 476,091 599,516 
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)純利益(千円) 362,416 476,091 599,516 

普通株式の期中平均株式数(株) 113,556 62,446 67,353 
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 

― ― ― 

 
(重要な後発事象) 

平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

(重要な子会社の株式の売却) 
当社は、グループ戦略の転換に伴

いより高い成長性・収益性の見込ま

れる分野への経営資源のシフトを

行うことがグループ全体の企業価

値増大に寄与するとの判断から、㈱

ウェルコムの株式を売却いたしま

した。 
 １．売却する相手先の名称 
㈱MCJ 

２．売却の時期 
  平成 18年 1月 11日 
３．当該子会社の名称等 
  (1) 名称 
   ㈱ウェルコム 
   (2) 事業内容 
   インハウス業務を主軸とした

コールセンター事業 
(3) 当社との取引内容 
業務委託契約あり。 

 
(重要な営業の譲渡) 
当社は、重複する事業を集約する

ことにより経営効率化を図るととも

に、利益責任の明確化を徹底するた

め、コンテンツ事業部を分割し、当

社の子会社である㈱ゾディアックへ

(新株予約権付社債の発行の件) 
 当社は、平成 17年１月 31日開催
の取締役会において、第三者割当て

の方法による第２回無担保転換社債

型新株予約権付社債（転換社債型新

株予約権付社債間限定同順位特約

付）の発行を決議いたしました。 
１．本新株予約権付社債の名称 

株式会社アイ・シー・エフ第 
  ２回無担保転換社債型新株予約 
  権付社債（転換社債型新株予約 
  権付社債間限定同順位特約付） 
（以下「本新株予約権付社債」 
といい、そのうち社債のみを「本 
社債」、新株予約権のみを｢本新 
株予約権｣という｡） 

２．本新株予約権付社債の発行総額 
金 30億円（額面総額 30億円） 

３．各本新株予約権付社債の金額 
金 7,500万円の１種 
なお、各本新株予約権付社債 

  を分割することはできない。 
４．本新株予約権付社債券の形式 

無記名式とする。 
なお、本新株予約権付社債は

商法第 341条ノ２第４項の定め
により、本社債と本新株予約権

(株式交換による株式発行の件) 
   当社は、平成 17 年 2 月 18 日開
催の当社取締役会及び平成 17年 2
月 28 日開催の株式会社バリタス株
主総会において承認決議された株

式交換契約書に基づき、株式会社

バリタスとの間で平成 17年 4月 4日
を株式交換の日とする株式交換を実

施し、同日をもって同社を当社の完

全子会社といたしました。 
   当社は、この株式交換に際し、

2,363 株の新株を発行し、株式会社
バリタスの株主に対してその所有す

る株式 1株につき 1.1815株の割合
をもって当社の株式を割当交付いた

しました。 
  
(株式交換による株式発行の件) 
   当社は、平成 17年 4月 8日開催
の当社取締役会及び平成17年4月
18 日開催の株式会社エイチ・エヌ・
ティ株主総会において承認決議され

た株式交換契約書に基づき、株式

会社エイチ・エヌ・ティとの間で平成

17年 5月 30日を株式交換の日とす
る株式交換を実施いたします。 
   当社は、この株式交換に際し、
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

継承することを決議いたしました。 
１．譲渡する相手先の名称 
 ㈱ゾディアック 
２．譲渡する事業の内容・規模 
 (1) 内容 
   ＤＶＤ化権の取得、DVDの企

画・制作・販売 
(2) 規模 
前期売上高 579,954千円 

３．譲渡する資産・負債の額 
 なし。 
４．譲渡の時期 
 平成 18年 4月 1日 
５．譲渡価額 

0円 
 

(株式交換による株式発行の件) 
   当社は、平成 17年 12月 27日開
催の当社取締役会及び平成 17 年
12月 27日開催の株式会社エフマッ
ク株主総会において承認決議された

株式交換契約書に基づき、株式会

社エフマックとの間で平成 18年 1月
31 日を株式交換の日とする株式交
換を実施し、同日をもって同社を当

社の完全子会社といたしました。 
   当社は、この株式交換に際し、

2,160 株の新株を発行し、株式会

社エフマックの株主に対してその所

有する株式 1 株につき 9 株の割合

をもって当社の株式を割当交付い

たしました。 

のうち一方のみを譲渡すること

はできない。 
５．利率 
本社債には利息は付さない。 

６．発行価額 
本社債の発行価額は額面 100 

  円 につき金 100円とし、本新 
株予約権の発行価額は無償とす

る。 
７．償還価額 
額面 100円につき金 100円 

８．償還期限 
平成 19年２月 16日 

９．申込期間 
平成 17年２月 16日 

10．払込期日及び発行日 
平成 17年２月 16日 

11．募 集 の 方 法 
第三者割当ての方法により、 

  全額を UBS AG London Branch 
  に割当てる。 
12．物上担保・保証の有無 

本社債には物上担保及び保証

は付されておらず、また本新株

予約権付社債のために特に留保

されている資産はない。 
13．社債管理会社の不設置 

本新株予約権付社債は、商法

第 297 条但書の要件を充たすも

のであり、社債管理会社は設置

されない。 
14．財務上の特約 
（１）当社は、本社債の未償還残高

が存する限り、本新株予約権付

社債発行後に当社が国内で発

行する他の転換社債型新株予

約権付社債（新株予約権付社債

のうち、商法第 341条ノ３第１
項第７号及び第８号により、新

株予約権を行使したときはか

かる行使をした者から、当該新

株予約権が付された社債の全

額の償還に代えて、当該新株予

約権の行使に際して払込をな

すべき額の全額の払込がなさ

れたものとする旨の請求があ

ったものとみなす旨の取締役

会決議を行っているものをい

う｡）に担保附社債信託法に基

づき担保権を設定する場合に

は、本社債のためにも同法に基

づき同順位の担保権を設定す

る。当社が、本社債のために担

保権を設定する場合には、当社

は、直ちに登記その他必要な手

続きを完了し、且つ、その旨を

4,400.01 株の新株を発行し、株式
会社エイチ・エヌ・ティの株主に対し

てその所有する株式 1 株につき
2.2798 株の割合をもって当社の株
式を割当交付いたします。 



 

 18

平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

担保附社債信託法第 77 条の規
定に準じて公告する。 

（２）本新株予約権付社債には担附

切換条項等その他一切の財務

上の特約は付されていない。 
15．本社債償還の方法及び期限 
（１）本社債の満期償還 

平成 19年２月 16日（償還期
限）にその総額を額面 100円に
つき金 100円で償還する。 

（２）当社の選択による繰上償還 
当社は、本社債権者に対し 10
銀行営業日以上の事前の通知を

したうえで、毎月４日に、残存

本社債の全部（一部は不可）を

額面 100円につき金 100円で繰
上償還することができる。 

（３）本社債権者の選択による繰上

償還 
本社債権者は、毎月４日に、そ

の保有する本社債の全部又は一

部を額面 100 円につき金 99 円
で繰上償還することを当社に対

し請求する権利を有する。この

請求権を行使するために、本社

債権者は、当該償還期日の 10 銀

行営業日前までに、所定の償還

請求書に、償還を受けようとす

る本社債を表示し、請求の年月

日等を記載してこれに記名捺印

したうえ、当該本新株予約権付

社債券を添えて第 21 項記載の
償還金支払場所に預託しなけれ

ばならない。 
（４）買入消却 

当社は、本新株予約権付社債

の発行日の翌日以降いつでも本

社債を買い入れ、これを保有し、

転売し、又は消却することがで

きる。 
（５）償還すべき日が銀行休業日に

あたるときは、その前銀行営業

日に支払いを繰り上げる。 
16．期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合は、本社

債について期限の利益を喪失す

る。 
① 当社が、いずれかの本社債
につき、第 14 項第(１)号又
は第 15 項第(３)号の規定に
違背し、７日以内にその履行

をすることができないとき。 
② 当社が本社債以外の社債
について期限の利益を喪失

し、又は期限が到来してもそ

の弁済をすることができな
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

いとき。 
③ 当社が社債を除く借入金
債務について期限の利益を

喪失したとき、又は当社以外

の社債若しくはその他の借

入金債務に対して当社が行

った保証債務について履行

義務が発生したにもかかわ

らず、その履行をすることが

できないとき。但し、当該債

務の合計額（邦貨換算後）が

５億円を超えない場合は、こ

の限りではない。 
④ 当社が、破産手続開始、民
事再生手続開始、会社更生手

続開始、会社整理開始若しく

は特別清算開始の申立をし、

又は取締役会において解散

（新設若しくは吸収合併の

場合で、本新株予約権付社債

に関する義務が新会社若し

くは存続会社へ承継され、本

社債権者の利益を害さない

と認められる場合を除く｡）

の決議を行ったとき。 
⑤ 当社が、破産手続開始決
定、民事再生手続開始決定若

しくは会社更生手続開始決

定又は会社整理開始若しく

は特別清算開始の命令を受

けたとき。 
当社は、本社債について期

限の利益を喪失した場合、本

社債権者に対し直ちにその

旨を公告する。 
17．本新株予約権付社債券の喪失等 
（１）本新株予約権付社債券を喪失

した者が、その記番号及び喪失

の事由等を当社に届け出て、且

つ、公示催告手続をし、その無

効宣言があった後、確定した除

権判決の謄本を添えて請求し

たときは、当社はこれに対し代

り新株予約権付社債券を交付

することができる。 
（２）本新株予約権付社債券を毀損

又は汚染したときは、当該本新

株予約権付社債券を提出して

代り新株予約権付社債券の交

付を請求することができる。但

し、真偽の鑑別が困難なときは

喪失の例に準ずる。 
（３）代り新株予約権付社債券を交

付する場合には、当社はこれに

要した実費（印紙税を含む｡）

を徴収する。 
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

18．本社債権者に通知する場合の公
告の方法 
本社債権者に対して公告する

場合は、当社の定款所定の新聞

紙にこれを掲載する。但し、法

令に別段の定めがある場合を除

き、公告の掲載に代えて各本社

債権者に直接通知する方法によ

ることができる。 
19．社債権者集会に関する事項 
（１）本社債の社債権者集会は、当

社がこれを招集するものとし、

開催日の少なくとも３週間前

に本社債の社債権者集会を開

く旨及び会議の目的たる事項

を公告する。 
（２）本社債の社債権者集会は東京

都においてこれを行う。 
（３）本社債総額の 10分の１以上を

保有する本社債権者は、会議の

目的たる事項及び招集の理由

を記載した書面を当社に提出

して、社債権者集会の招集を請

求することができる。 
20．費用の負担 

以下に定める費用は、当社の

負担とする。 
（１）第 18項に定める公告に関する

費用 
（２）第 19項に定める社債権者集会
に関する費用 21．償還金支払場
所 
当社本店経営管理部 

22．本新株予約権の内容 
（１）本社債に付された本新株予約

権の数 
各本社債に付された本新株

予約権の数は１個とし、合計 40
個の本新株予約権を発行する。 

（２）本新株予約権の発行価額 
無償とする。 

（３）本新株予約権の目的である株

式の種類及び数 
本新株予約権の目的である

株式の種類は当社普通株式と

し、その行使により当社が当社

普通株式を新たに発行し又は

これに代えて当社の保有する

当社普通株式を移転（以下当社

普通株式の発行又は移転を「発

行・移転」という｡）する数は、

行使請求に係る本社債の発行

価額の総額を本項第(４)号に定
める転換価額で除した数とす

る。但し、行使により生じる１

株の 100 分の１未満の端数は
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

切り捨て、現金による調整は行

わない。また、本新株予約権の

行使により１株の 100 分の１
の整数倍の端株が発生する場

合、商法に定める端株の買取請

求権が行使されたものとして

現金により精算する。 
（４）本新株予約権の行使に際して

払込をなすべき額 
① 各本新株予約権の行使に
際して払込をなすべき額

は、本社債の発行価額と同

額とする。 
② 転換価額は、当初 345,000
円とする。 
③ 転換価額の修正 

本新株予約権付社債の

発行後、毎月第１金曜日

及び第３金曜日（以下「修

正日」という｡）の各翌取

引日以降、転換価額は、

各修正日まで（同日を含

む。）の３連続取引日（但

し、売買高加重平均価格

が算出されない日は除

く。）の株式会社東京証券

取引所における当社普通

株式の普通取引の売買高

加重平均価格の平均値の

92％に相当する金額の１
円未満の端数を切り上げ

た金額（以下「修正日価

額」という｡）が、当該修

正日の直前に有効な転換

価額を１円以上上回る場

合又は下回る場合には、

転換価額は、当該修正日

の翌日以降、当該修正日

価額に修正される。但し、

かかる修正後の転換価額

が 517,500円（以下「上
限転換価額」という｡）を

上回ることとなる場合に

は転換価額は上限転換価

額とし、かかる修正後の

転換価額が 172,500 円
（以下「下限転換価額」

という｡）を下回ることと

なる場合には転換価額は

下限転換価額とする。上

限転換価額及び下限転換

価額は、下記④の規定を

準用して調整される。上

記３連続取引日の間に下

記④に基づく調整の原因

となる事由が発生した場
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

合には、当該３連続取引

日の株式会社東京証券取

引所における当社普通株

式の普通取引の売買高加

重平均価格は当該事由を

勘案して調整されるもの

とする。 
本新株予約権のいずれ

かの行使にあたって上記

修正が行われる場合に

は、当社は、かかる行使

の際に、当該本社債権者

に対し、修正後の転換価

額を通知するものとす

る。 
④ 転換価額の調整 
（イ）当社は、当社が本社債

の発行後、下記(ロ)に掲げ
る各事由により当社の普

通株式数に変更を生じる

場合又は変更を生じる可

能性がある場合には、次に

定める算式（以下「転換価

額調整式」という｡）をも

って転換価額を調整する。 
調整後転換価額＝調整前転換価額×  

新発行・処分株式数 
×1 株当り発行・処分価額 

既発行株式数＋――――――――――――― 
時価  

既発行株式数＋新発行・処分株式数 
（ロ）転換価額調整式により

転換価額の調整を行う場

合及びその調整後の転換

価額の適用時期について

は、次に定めるところによ

る。 
（i）下記(ニ)(ii)に定める
時価を下回る発行価額

又は処分価額をもって

普通株式を新たに発行

し、又は当社の保有する

当社の普通株式を処分

する場合（但し、当社普

通株式の発行・移転を請

求できる新株予約権の

行使及び株式交換又は

合併により当社の普通

株式を発行・移転する場

合を除く｡） 
調整後の転換価額

は、払込期日以降又はか

かる発行若しくは処分

のための株主割当日が

ある場合はその日の翌

日以降これを適用する。 
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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）株式分割により普通
株式を発行する場合 
調整後の転換価額

は、株式分割のための株

主割当日の翌日以降こ

れを適用する。但し、配

当可能利益から資本に

組入れられることを条

件にその部分をもって

株式分割により普通株

式を発行する旨取締役

会で決議する場合は、当

該配当可能利益の資本

組入れの決議をした株

主総会の終結の日の翌

日以降これを適用する。 
なお、上記但書の場合

において、株式分割の

ための株主割当日の翌

日から当該配当可能利

益の資本組入れの決議

をした株主総会の終結

の日までに行使請求を

なしたものに対して

は、次の算出方法によ

り、当社の普通株式を

発行・移転する。但し、

株券の交付については

第23項の規定を準用す
る。 

株式数＝｛（調整前転換価額－調整後転

換価額）×調整前転換価額によ

り当該期間内に発行・移転され

た株式数｝÷調整後転換価額 
この場合、１株の

100 分の１未満の端数
は切り捨て、現金による

調整は行わない。 
（iii）下記(ニ)(ii)に定める
時価を下回る価額をも

って当社の普通株式に

転換される証券若しく

は転換できる証券又は

当社の普通株式の発

行・移転を請求できる新

株予約権若しくは新株

予約権付社債を発行又

は付与する場合 
調整後の転換価額

は、発行又は付与される

証券又は新株予約権若

しくは新株予約権付社

債の全てが当初の転換

価額で転換され、又は当

初の行使価額で行使さ

れ、当社の普通株式が新
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

たに発行されたものと

みなして転換価額調整

式を適用して算出する

ものとし、払込期日（新

株予約権が無償にて発

行される場合は発行日）

以降、又は、その証券の

発行若しくは付与のた

めの株主割当日がある

場合は、その日の翌日以

降これを適用する。 
（ハ）転換価額調整式によ

り算出された調整後の

転換価額と調整前の転

換価額との差額が１円

未満にとどまる限り

は、転換価額の調整は

これを行わない。但し、

その後転換価額の調整

を必要とする事由が発

生し、転換価額を調整

する場合には、転換価

額調整式中の調整前転

換価額に代えて調整前

転換価額からこの差額

を差し引いた額を使用

する。 
（ニ）(i)転換価額調整式の計

算については、円位未

満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨

五入する。 
（ii）転換価額調整式で
使用する時価は、調整

後の転換価額が初めて

適用される日に先立つ

45取引日目に始まる30
取引日の株式会社東京

証券取引所における当

社普通株式の普通取引

の終値の平均値（終値

のない日数を除く｡）と

する。この場合、平均

値の計算は、円位未満

小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨

五入する。 
（iii）転換価額調整式で
使用する既発行株式数

は、株主割当日がある場

合はその日、また、株主

割当日がない場合は、調

整後の転換価額を初め

て適用する日の１ヶ月

前の日における当社の

発行済普通株式数から、
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

当該日において当社の

保有する当社の普通株

式を控除した数とする。 
（ホ）上記(ロ)の転換価額の

調整を必要とする場合

以外にも、次に掲げる

場合には、当社は、本

社債権者と協議のう

え、その承認を得て、

必要な転換価額の調整

を行う。 
（i）株式の併合、資本の
減少、商法第 373条に定
められた新設分割、商法

第 374条ノ 16に定めら
れた吸収分割、株式交換

又は合併のために転換

価額の調整を必要とす

るとき。 
（ii）その他当社の普通株
式数の変更又は変更の

可能性が生じる事由の

発生により転換価額の

調整を必要とするとき。 
（iii）転換価額を調整すべ
き複数の事由が相接して

発生し、一方の事由に基づ

く調整後の転換価額の算

出にあたり使用すべき時

価につき、他方の事由によ

る影響を考慮する必要が

あるとき。 
（ヘ）上記(ロ)の規定にかか

わらず、上記(ロ)に基づ
く調整後の転換価額を初

めて適用する日が本第

(４)号③に基づく転換価
額の修正日と一致する場

合には、上記(ロ)に基づ
く転換価額の調整は行わ

ないものとする。但し、

この場合も、上限転換価

額及び下限転換価額につ

いては、かかる調整を行

うものとする｡ 
（ト）本第(４)号④により転

換価額の調整を行うとき

には、当社は、あらかじ

め書面によりその旨並び

にその事由、調整前の転

換価額、調整後の転換価

額及びその適用開始日そ

の他必要な事項を当該適

用開始日の前日までに公

告する。但し、上記(ロ)(ii)
但書に示される株式分割
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

の場合その他適用開始日

の前日までに上記公告を

行うことができない場合

には、適用開始日以降速

やかにこれを行う。また、

上記(ヘ)の規定が適用さ
れる場合には、かかる公

告は上限転換価額及び下

限転換価額の調整につい

てのみ効力を有する｡ 
（５）本新株予約権の行使請求期間 

平成 17年２月 17日から平成
19年２月 13日までとする。但
し、①当社の選択による本社債

の繰上償還の場合は、償還日の

３営業日前の日まで、②本社債

権者の選択による本社債の繰

上償還の場合は、所定の償還請

求書及び当該本新株予約権付

社債券が第 21 項記載の償還金
支払場所に預託されたときま

で、③買入消却の場合は、当社

が本社債を消却したときまで、

また④期限の利益の喪失の場

合には、期限の利益の喪失時ま

でとする。上記いずれの場合

も、平成 19年２月 13日より後
に本新株予約権を行使するこ

とはできない。 
（６）その他の本新株予約権の行使

の条件 
各本新株予約権の一部行使は

できない。 
（７）本新株予約権の消却事由及び

消却の条件 
消却事由は定めない。 

（８）本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

行価額中資本に組入れない額 
本新株予約権の行使により発

行する株式の発行価額中資本に

組入れない額は、当該発行価額

より資本に組入れる額を減じた

額とする。資本に組入れる額と

は、当該発行価額に 0.5 を乗じ
た金額とし、計算の結果１円未

満の端数を生じる場合はその端

数を切り上げた額とする。 
（９）代用払込に関する事項商法第

341 条ノ３第１項第７号及び第
８号により、本社債権者が本新

株予約権を行使したときはかか

る行使をした者から、当該本新

株予約権が付された本社債の全

額の償還に代えて、当該本新株

予約権の行使に際して払込をな
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

すべき額の全額の払込がなされ

たものとする旨の請求があった

ものとみなす。 
（10）本新株予約権の行使後第１回

目の配当 
本新株予約権の行使により発

行・移転する当社普通株式の利

益配当金又は中間配当金（商法

第 293 条ノ５による金銭の分
配）については、行使請求が４

月１日から９月 30 日までの間
になされたときは、４月１日に、

10月１日から３月 31日までに
なされたときは 10月１日に、そ
れぞれ当該普通株式の発行・移

転があったものとみなしてこれ

を支払う。なお、平成 17年２月
17日から同年３月 31日までの
間になされた行使請求について

も上記規定を適用する。 
（11）本新株予約権の行使請求の方

法 
① 行使請求しようとする本
社債権者は、所定の行使請

求書に、行使請求しようと

する本新株予約権付社債

を表示し、請求の年月日等

を記載してこれに記名捺

印したうえ、当該本新株予

約権付社債券を添えて本

第 22 項第(５)号の行使請
求期間中に第 27項記載の
行使請求受付場所に提出

しなければならない。 
② 行使請求の効力は、行使

請求に必要な書類の全部

が第 27項記載の行使請求
受付場所に到着した日に

発生する。 
23．株券の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生

後速やかに株券を交付する。 
24．本新株予約権の発行価額を無償

とする理由及びその行使に際

して払込むべき金額の算定理

由本新株予約権は、転換社債型

新株予約権付社債に付された

ものであり、本社債からの分離

譲渡はできず、且つ本新株予約

権が行使されると代用払込に

より本社債は消滅し、本社債と

本新株予約権が相互に密接に

関連することを考慮し、また本

新株予約権の価値と、本社債の

利率、発行価額等のその他の発

行条件により得られる価値と
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平成18年3月期  
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) 

平成17年3月期  
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) 

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) 

を勘案して、その発行価額を無

償とした。また、本社債が転換

社債型の新株予約権付社債で

あることから、新株予約権１個

の行使に際して払込をなすべ

き額は本社債の発行価額と同

額とし、当初転換価額は、平成

17年１月 31日の株式会社東京
証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値とした。 
25．登録機関 

該当事項なし 
26．償還金支払事務取扱者及びその
取扱場所 
当社本店経営管理部 

27．行使請求受付場所 
住友信託銀行株式会社 証

券代行部 
28．行使請求取次場所 

該当事項なし 
29．その他 
（１）本社債の応募額が発行総額に

達しないときは、応募額をもっ

て本社債の総額とする。 
（２）上記各項については、証券取

引法による届出の効力発生を

条件とする。 
（３）その他本新株予約権付社債発

行に関し必要な事項は、当社代

表取締役に一任する。 
 

(株式交換による株式発行及び資本準
備金の増加の件) 
   当社は、平成 16年 12月 24日開
催の当社取締役会及び平成 17年 1
月 5 日開催の株式会社大阪第一企
画株主総会において承認決議され

た株式交換契約書に基づき、株式

会社大阪第一企画との間で平成 17
年 2月 9日を株式交換の日とする株
式交換を実施し、同日をもって同社

を当社の完全子会社といたしまし

た。 
  当社は、この株式交換に際し、
2,365 株の新株を発行し、株式会社

大阪第一企画の株主に対してその

所有する株式 1 株につき 1.478125

株の割合をもって当社の株式を割

当交付いたしました。 
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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 15日 

 
上場会社名  株式会社アイ・シー・エフ            （コード番号：4797東証マザーズ） 
（U R L     http://www.i-cf.com） 
問合せ先   代  表  者 役職名  代 表 取 締 役  C E O  佐藤 克     

問合せ先責任者 役職名  ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部部長  西山泰敬    TEL(03）3406－4797 
          
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 最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                               （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 2,113(  1.2) △153 (  ― ) 22 (△93.5) △143  ( ― ) 
17 年 3 月期第 3 四半期 2,089(357.6) 333 (  ― ) 340 (  ―  )    437  ( ― ) 
(参 考 ) 1 7 年 3 月 期 2,773(288.7) 354 (  ― ) 320 (  ―  ) 417 (695.9) 

 
 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 △1,263 95 
17 年 3 月期第 3 四半期 9,305  63 
(参 考 ) 1 7 年 3 月 期 6,194  23 
(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                               （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 17,265 14,196 82.2 100,016  02 
17 年 3 月期第 3 四半期 4,338 3,893 89.8 50,503  25 
(参 考 ) 1 7 年 3 月 期 7,686  7,174   93.3    77,607  95 
 
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）      （百万円未満切捨） 

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  
 

通   期 
百万円 

2,424   
百万円 
8    

 百万円 
246   

円 銭 
0   00 

円 銭 
0   00  

円 銭 
0   00  

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)    2,166円 33銭 
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４．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

  （単位：千円） 
平成18年3月期  
第3四半期 

(平成17年12月31日現在) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(平成16年12月31日現在)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年3月31日現在) 
         期  別 

科  目 
金  額 構成比 金   額 構成比 金   額 構成比 

(資 産 の 部         )  ％  ％  ％ 
Ⅰ 流 動 資 産        
 1. 現金及び預金  704,563  537,242  1,806,686  

2. 売掛金 
3. 有価証券 

 
 

1,124,833 
97,130 

 
 

1,018,808 
100,686 

 
 

761,939 
900,694 

 
 

4. たな卸資産  1,265,916  395,783  1,049,488  
5.  短期貸付金 
6. 未収入金 

 
 

202,372 
20,810  － 

14,382  600,000 
20,567 

 
 

7. 関係会社短期貸付金  6,652,854  629,000  979,000  
8. その他 ※2 411,965  273,494  74,237  

   貸倒引当金  △150,000  △37,692  △50,929  
   流 動 資 産 合 計  10,330,446 59.8 2,931,704 67.6 6,141,685 79.9 
Ⅱ 固 定 資 産        
 1. 有形固定資産 ※1 24,755 0.1 24,649 0.6 22,877 0.3 
 2. 無形固定資産  84,124 0.5 104,632 2.4 99,326 1.3 
 3. 投資その他の資産        
  (1) 投資有価証券  1,599,533  －  124,166  
  (2) 関係会社株式  4,645,532  1,105,781  1,196,782  
  (3) 出資金  460,310  135,000  68,079  
  (4) 敷金及び保証金  116,576  29,765  29,765  
  (5) その他  3,779  6,946  3,779  

投資その他の資産合計  6,825,733 39.6 1,277,492 29.4 1,422,572 18.5 
   固 定 資 産 合 計  6,934,613 40.2 1,406,774 32.4 1,544,776 20.1 
   資  産  合  計  17,265,060 100.0 4,338,479 100.0 7,686,461 100.0 
        

  
平成18年3月期  
第3四半期 

(平成17年12月31日現在) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(平成16年12月31日現在)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年3月31日現在) 
         期  別 

科  目 
金  額 構成比 金   額 構成比 金   額 構成比 

(負 債 の 部         )  ％  ％  ％ 
Ⅰ 流 動 負 債        

1. 買掛金  133,585  411,277  210,411  
2. 未払金 
3. 前受金 

 
 

52,953 
1,350,000 

 
 

14,564 
37 

 
 

28,951 
－ 

 
 

4. 短期借入金  1,300,000  －  250,000  
5. その他  31,753  18,755  22,162  
   流 動 負 債 合 計  2,868,292 16.6 444,634 10.2 511,525 6.7 
Ⅱ 固 定 負 債        

1. 社債  200,000  －  －  
   固 定 負 債 合 計  200,000 1.2 － － － － 
   負 債 合 計  3,068,292 17.8 444,634 10.2 511,525 6.7 

(資 本 の 部         )        
Ⅰ 資本金  6,493,129 37.6 1,842,469 42.5 3,448,398 44.8 
Ⅱ 資本剰余金        

1. 資本準備金  8,048,617  2,243,917  3,940,834  
資 本 剰 余 金 合 計  8,048,617 46.6 2,243,917 51.7 3,940,834 51.3 

Ⅲ 利益剰余金        
1. 利益準備金  50  50  50  
2. 第3四半期(当期)未処理損失 353,610  189,507  210,081  

利 益 剰 余 金 合 計 △353,560 △2.1 △189,457 △4.4 △210,031 △2.7 
Ⅳ その他有価証券評価差額金  15,341 0.1 －  ―  
Ⅴ 自己株式  △6,760 △0.0 △3,085 △0.0 △4,266 △0.1 
   資 本 合 計  14,196,767 82.2 3,893,844 89.8 7,174,935 93.3 
   負 債・資 本  合  計  17,265,060 100.0 4,338,479 100.0 7,686,461 100.0 
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(2) 四半期損益計算書 
 (単位：千円)  

平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月  1日
至  平成17年12月31日)  

平成17年3月期  
第3四半期 

(自  平成16年 4月 1日
至   平成16年12月31日 ) 

前事業年度 
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) 

        期  別 

科  目 
金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比 

    ％   ％   ％ 
Ⅰ 売上高   2,113,983 100.0  2,089,560 100.0  2,773,802 100.0 
Ⅱ 売上原価       ※3  1,480,513 70.0  1,194,785 57.2  1,680,337 60.6 
 売 上 総 利 益   633,469 29.9  894,774 42.8  1,093,465 39.4 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※3  787,244 37.2  561,498 26.9  738,752 26.6 
 営業利益(又は営業損失)   △153,774 △7.2  333,276 15.9  354,712 12.8 
Ⅳ 営業外収益      ※1  278,162 13.1  15,820 0.8  23,542 0.8 
Ⅴ 営業外費用      ※2  102,338 4.8  8,990 0.4  58,225 2.1 
 経  常  利 益   22,049 1.0  340,106 16.3  320,029 11.5 
Ⅵ  特別利益 ※4  12,234 0.5  98,380 4.7  98,380 3.6 
Ⅶ 特別損失 ※5  174,655 8.2  － －  － － 
税引前第3四半期(当期)純利益
(又は税引前第3四半期純損失)  △140,371 △6.6  438,486 21.0  418,409 15.1 
  法人税、住民税及び事業税   3,157 0.1  712 0.0  1,209 0.1 
第3四半期(当期)純利益(又は
純損失)   △143,529 △6.7  437,773 21.0  417,200 15.0 
前 期 繰 越 損 失   210,081   627,281   627,281  
第3四半期(当期)未処理損失   353,610   189,507   210,081  

           
 
（四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項） 

     期  別 

項  目 

平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月  1日
至  平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月  1日
至  平成16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 
① 子会社株式及び関連会
社株式 
移動平均法による原価法 
② その他有価証券 
・ 時価のあるもの 
当第3四半期末日の市場
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 
 

  

(1) 有価証券 
① 子会社株式及び関連会
社株式 

同左 
② その他有価証券 

― 
 
 
 
 
 
・時価のないもの 

同左 
 

 

 (1) 有価証券 
① 子会社株式及び関連会
社株式 

同左 
② その他有価証券 

― 
 
 
 
 
 
・時価のないもの 

同左 
 
 

  (2) たな卸資産 
個別法による原価法 

 
映像コンテンツ 
１年間の償却または契

約期間での均等償却によ

っております。 

(2) たな卸資産 
同左 

  
映像コンテンツ 

― 

(2) たな卸資産 
― 

 
映像コンテンツ 
１年間の償却または契

約期間での均等償却によ

っております。 
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     期  別 

項  目 

平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月  1日
至  平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月  1日
至  平成16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) 

 

2. 固定資産の減価
償却の方法 

(1) 有形固定資産 
 定率法によっております。 
   また,取得原価10万円以
上20万円未満の少額減価償
却資産については、３年間

の均等償却によっておりま

す。 
なお,主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
建物     8～15年 
工具器具備品 3～15年 

(2) 無形固定資産 
定額法によっております。 
自社利用のソフトウェア

については、社内における

利用可能期間５年に基づい

ております。 

(1) 有形固定資産 
同左 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 無形固定資産 

同左 
 

(1) 有形固定資産 
同左 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
(2) 無形固定資産 

同左 
 

 (3) 長期前払費用 
 定額法によっております。 

(3) 長期前払費用 
同左 

 (3) 長期前払費用 
同左 

3. 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 
支出時に全額費用として

処理しております。 

― ― 

4. 引当金の計上 
基準 

貸倒引当金 
 債権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 

 

5. 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 

 

消費税等の処理方法 
税抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 
同左 

 

消費税等の処理方法 
同左 

 

6. 固定資産の減損
に係る会計基準 

当会計期間より、固定資産の

減損に係る会計年度(｢固定資
産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書｣(企業会計
審議会平成14年8月9日))及び
｢固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針｣(企業会計基
準適用指針第6号平成15年10
月31日)を適用しております。 
これによる損益に与える影

響はありません。 

― ― 
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注 記 事 項          
（四半期貸借対照表関係         ） 

 平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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 有形固定資産の 
減価償却累計額 

※2 消費税等の取り 
扱い 

  

34,690千円 
 
仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺の上金額的重要

性が乏しいため、流動資産の

｢その他｣に含めて記載してお

ります。 

25,582千円 
 
同左 

28,140千円 
 
― 

 
（四半期損益計算書関係         ） 

 平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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 営業外収益のう
ち主要なもの 

※2 営業外費用のう
ち主要なもの 

※3 減価償却実施額 
  有形固定資産 
  無形固定資産 

受取利息    99,647千円 
為替差益   176,766千円 
新株発行費     72,312千円 
支払利息      15,410千円 
 

6,550千円 
17,787千円 

受取利息    14,810千円 
 

新株発行費      2,010千円 
社債発行費      6,980千円 

 
6,024千円 

11,507千円 

受取利息    20,573千円 
 
新株発行費  27,443千円 
 
 

8,582千円     
17,343千円     

※4 特別利益のうち
主要なもの 

投資有価証券売却益 
12,234千円 

 

投資有価証券売却益 
98,380千円 
 
 

投資有価証券売却益 
98,380千円 
 
 
 

※5 特別損失のうち
主要なもの 

出資金評価損 
34,768千円 

投資有価証券評価損 
             22,313千円 
関係会社株式評価損 

             14,832千円 
貸倒引当金繰入額 

             99,070千円 

― 
 
 

 

― 
 
 
 

 
(リ ー ス 取 引 関 係         ) 
平成18年3月期第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） 

  該当事項はございません。 
 
平成17年3月期第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） 
該当事項はございません。 

 
前事業年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

  該当事項はございません。 
 
 (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 
平成18年3月期第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） 

  （単位：千円） 
 貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 308,271    441,991   133,719   
 
平成17年3月期第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） 
該当事項はございません。 
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前事業年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

  該当事項はございません。 
 
(デリバティブ取引関係) 
平成18年3月期第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） 
当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はございません。 

 
平成17年3月期第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） 
当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はございません。 

 
前事業年度（自 平成16年4月1日  至 平成17年3月31日） 
当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はございません。 

 
   (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。 

 
 
（重 要 な 後 発 事 象） 

平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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) 

(重要な子会社の株式の売却) 
当社は、グループ戦略の転換に伴

いより高い成長性・収益性の見込ま

れる分野への経営資源のシフトを行

うことがグループ全体の企業価値増

大に寄与するとの判断から、㈱ウェ

ルコムの株式を売却いたしました。 
 １．売却する相手先の名称 

  ㈱MCJ 
２．売却の時期 

  平成 18年 1月 11日 
 ３．当該子会社の名称等 

  (1) 名称 
   ㈱ウェルコム 

   (2) 事業内容 
   インハウス業務を主軸とした

コールセンター事業 
   (3) 当社との取引内容 

業務委託契約あり。 
 

(重要な営業の譲渡) 
当社は、重複する事業を集約する

ことにより経営効率化を図るととも

に、利益責任の明確化を徹底するた

め、コンテンツ事業部を分割し、当

社の子会社である㈱ゾディアックへ

継承することを決議いたしました。 
１．譲渡する相手先の名称 
 ㈱ゾディアック 

２．譲渡する事業の内容・規模 
 (1) 内容 

   ＤＶＤ化権の取得、DVDの
企画・制作・販売 

(2) 規模 
前期売上高 579,954千円 

３．譲渡する資産・負債の額 
 なし。 

(新株予約権付社債の発行の件) 
 当社は、平成 17年１月 31日開催の
取締役会において、第三者割当ての方

法による第２回無担保転換社債型新株

予約権付社債（転換社債型新株予約権

付社債間限定同順位特約付）の発行を

決議いたしました。 
１．本新株予約権付社債の名称 
株式会社アイ・シー・エフ第２ 

  無担保転換社債型新株予約権付社 
  債（転換社債型新株予約権付社債 
間限定同順位特約付）（以下「本新 
株予約権付社債」といい、そのうち 
社債のみを「本社債」、新株予約権 
のみを｢本新株予約権｣という｡） 

２．本新株予約権付社債の発行総額 
金 30億円（額面総額 30億円） 
３．各本新株予約権付社債の金額 
金 7,500万円の１種 
なお、各本新株予約権付社債を分 

  割することはできない。 
４．新株予約権付社債券の形式 
無記名式とする。 
なお、本新株予約権付社債は商法第

341条ノ２第４項の定めにより、本
社債と本新株予約権のうち一方の

みを譲渡することはできない。 
５．利率 
本社債には利息は付さない。 
６．発行価額 
本社債の発行価額は額面 100円に 

  つき金 100円とし、本新株予約権 
の発行価額は無償とする。 
７．償還価額 
額面 100円につき金 100円 

８．償還期限 
平成 19年２月 16日 

(株式交換による株式発行の件) 
   当社は、平成 17年 2月 18日
開催の当社取締役会及び平成

17年 2月 28日開催の株式会社
バリタス株主総会において承認決

議された株式交換契約書に基づ

き、株式会社バリタスとの間で平

成 17年 4月 4日を株式交換の日
とする株式交換を実施し、同日を

もって同社を当社の完全子会社と

いたしました。 
   当社は、この株式交換に際し、

2,363 株の新株を発行し、株式会
社バリタスの株主に対してその所

有する株式 1株につき 1.1815株
の割合をもって当社の株式を割

当交付いたしました。 
 
(株式交換による株式発行の件) 
   当社は、平成 17年 4月 8日開
催の当社取締役会及び平成 17
年 4月 18日開催の株式会社エイ
チ・エヌ・ティ株主総会において承

認決議された株式交換契約書に

基づき、株式会社エイチ・エヌ・テ

ィとの間で平成 17年 5月 30日を
株式交換の日とする株式交換を

実施いたします。 
   当社は、この株式交換に際し、

4,400.01 株の新株を発行し、株
式会社エイチ・エヌ・ティの株主に

対してその所有する株式 1 株に
つき 2.2798 株の割合をもって当
社の株式を割当交付いたします。 
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平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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) 

４．譲渡の時期 
 平成 18年 4月 1日 
５．譲渡価額 

0円 
 

(株式交換による株式発行の件) 
   当社は、平成 17年 12月 27日開
催の当社取締役会及び平成 17 年
12月 27日開催の㈱エフマック株主
総会において承認決議された株式

交換契約書に基づき、㈱エフマック

との間で平成 18 年 1 月 31 日を株
式交換の日とする株式交換を実施

し、同日をもって同社を当社の完全

子会社といたしました。 
   当社は、この株式交換に際し、

2,160株の新株を発行し、㈱エフマッ

クの株主に対してその所有する株式

1株につき9株の割合をもって当社の

株式を割当交付いたしました。 

９．申込期間 
平成 17年２月 16日 

10．払込期日及び発行日 
平成 17年２月 16日 

11．募 集 の 方 法 
第三者割当ての方法により、全額 
を UBS AG London Branchに割
当てる。 

12．物上担保・保証の有無 
本社債には物上担保及び保証は付

されておらず、また本新株予約権付

社債のために特に留保されている

資産はない。 
13．社債管理会社の不設置 
本新株予約権付社債は、商法第 297

条但書の要件を充たすものであり、

社債管理会社は設置されない。 
14．財務上の特約 
（１）当社は、本社債の未償還残高が

存する限り、本新株予約権付社債

発行後に当社が国内で発行する他

の転換社債型新株予約権付社債

（新株予約権付社債のうち、商法

第 341条ノ３第１項第７号及び第
８号により、新株予約権を行使し

たときはかかる行使をした者か

ら、当該新株予約権が付された社

債の全額の償還に代えて、当該新

株予約権の行使に際して払込をな

すべき額の全額の払込がなされた

ものとする旨の請求があったもの

とみなす旨の取締役会決議を行っ

ているものをいう｡）に担保附社債

信託法に基づき担保権を設定する

場合には、本社債のためにも同法

に基づき同順位の担保権を設定す

る。当社が、本社債のために担保

権を設定する場合には、当社は、

直ちに登記その他必要な手続きを

完了し、且つ、その旨を担保附社

債信託法第 77 条の規定に準じて
公告する。 

（２）本新株予約権付社債には担附切

換条項等その他一切の財務上の特

約は付されていない。 
15．本社債償還の方法及び期限 
（１）本社債の満期償還 

平成 19年２月 16日（償還期限）
にその総額を額面 100 円につき金
100円で償還する。 

（２）当社の選択による繰上償還 
当社は、本社債権者に対し 10銀

行営業日以上の事前の通知をした

うえで、毎月４日に、残存本社債

の全部（一部は不可）を額面 100
円につき金 100 円で繰上償還する
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平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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) 

ことができる。 
（３）本社債権者の選択による繰上償

還 
本社債権者は、毎月４日に、その

保有する本社債の全部又は一部を

額面100円につき金99円で繰上償

還することを当社に対し請求する

権利を有する。この請求権を行使

するために、本社債権者は、当該

償還期日の 10 銀行営業日前まで

に、所定の償還請求書に、償還を

受けようとする本社債を表示し、

請求の年月日等を記載してこれに

記名捺印したうえ、当該本新株予

約権付社債券を添えて第 21 項記
載の償還金支払場所に預託しなけ

ればならない。 

（４）買入消却 
当社は、本新株予約権付社債の発

行日の翌日以降いつでも本社債を

買い入れ、これを保有し、転売し、

又は消却することができる。 
（５）償還すべき日が銀行休業日にあ

たるときは、その前銀行営業日に

支払いを繰り上げる。 
16．期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合は、本社債に

ついて期限の利益を喪失する。 
① 当社がいずれかの本社債につ
き、第 14 項第(１)号又は第
15 項第(３)号の規定に違背
し、７日以内にその履行をす

ることができないとき。 
② 当社が本社債以外の社債につ
いて期限の利益を喪失し、又

は期限が到来してもその弁

済をすることができないと

き。 
③ 当社が社債を除く借入金債務
について期限の利益を喪失

したとき、又は当社以外の社

債若しくはその他の借入金

債務に対して当社が行った

保証債務について履行義務

が発生したにもかかわらず、

その履行をすることができ

ないとき。但し、当該債務の

合計額（邦貨換算後）が５億

円を超えない場合は、この限

りではない。 
④ 当社が破産手続開始、民事再
生手続開始、会社更生手続開

始、会社整理開始若しくは特

別清算開始の申立をし、又は

取締役会において解散（新設

若しくは吸収合併の場合で、
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平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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) 

本新株予約権付社債に関す

る義務が新会社若しくは存

続会社へ承継され、本社債権

者の利益を害さないと認め

られる場合を除く｡）の決議

を行ったとき。 
⑤ 当社が破産手続開始決定、
民事再生手続開始決定若し

くは会社更生手続開始決定

又は会社整理開始若しくは

特別清算開始の命令を受け

たとき。 
当社は本社債について期限

の利益を喪失した場合、本

社債権者に対し直ちにその

旨を公告する。 
17．本新株予約権付社債券の喪失等 
（１）本新株予約権付社債券を喪

失した者が、その記番号及び

喪失の事由等を当社に届け出

て、且つ、公示催告手続をし、

その無効宣言があった後、確

定した除権判決の謄本を添え

て請求したときは、当社はこ

れに対し代り新株予約権付社

債券を交付することができ

る。 
（２）本新株予約権付社債券を毀

損又は汚染したときは、当該

本新株予約権付社債券を提出

して代り新株予約権付社債券

の交付を請求することができ

る。但し、真偽の鑑別が困難

なときは喪失の例に準ずる。 
（３）代り新株予約権付社債券を

交付する場合には、当社はこ

れに要した実費（印紙税を含

む｡）を徴収する。 
18．本社債権者に通知する場合の公告

の方法 
本社債権者に対して公告する場合

は、当社の定款所定の新聞紙にこ

れを掲載する。但し、法令に別段

の定めがある場合を除き、公告の

掲載に代えて各本社債権者に直接

通知する方法によることができ

る。 
19．社債権者集会に関する事項 
（１）本社債の社債権者集会は、当

社がこれを招集するものと

し、開催日の少なくとも３週

間前に本社債の社債権者集会

を開く旨及び会議の目的たる

事項を公告する。 
（２）本社債の社債権者集会は東京

都においてこれを行う。 
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平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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）本社債総額の 10 分の１以上
を保有する本社債権者は、会

議の目的たる事項及び招集の

理由を記載した書面を当社に

提出して、社債権者集会の招

集を請求することができる。 
20．費用の負担 

以下に定める費用は、当社の負担

とする。 

（１）第 18項に定める公告に関する
費用 

（２）第 19項に定める社債権者集会
に関する費用 

21．償還金支払場所 
当社本店経営管理部 

22．本新株予約権の内容 
（１）本社債に付された本新株予約

権の数 
各本社債に付された本新株予約

権の数は１個とし、合計 40 個
の本新株予約権を発行する。 

（２）本新株予約権の発行価額 
無償とする。 

（３）本新株予約権の目的である株

式の種類及び数 
本新株予約権の目的である株式

の種類は当社普通株式とし、そ

の行使により当社が当社普通株

式を新たに発行し又はこれに代

えて当社の保有する当社普通株

式を移転（以下当社普通株式の

発行又は移転を「発行・移転」

という｡）する数は、行使請求に

係る本社債の発行価額の総額を

本項第(４)号に定める転換価額
で除した数とする。但し、行使

により生じる１株の 100分の１
未満の端数は切り捨て、現金に

よる調整は行わない。また、本

新株予約権の行使により１株の

100 分の１の整数倍の端株が発
生する場合、商法に定める端株

の買取請求権が行使されたもの

として現金により精算する。 
（４）本新株予約権の行使に際して

払込をなすべき額 
① 各本新株予約権の行使に際し
て払込をなすべき額は、本社債の

発行価額と同額とする。 
② 転換価額は、当初 345,000円
とする。 
③ 転換価額の修正 
本新株予約権付社債の発行後、毎

月第１金曜日及び第３金曜日（以

下「修正日」という｡）の各翌取

引日以降、転換価額は、各修正日
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平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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) 

まで（同日を含む。）の３連続取

引日（但し、売買高加重平均価格

が算出されない日は除く。）の株

式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の売買

高加重平均価格の平均値の 92％
に相当する金額の１円未満の端

数を切り上げた金額（以下「修正

日価額」という｡）が、当該修正

日の直前に有効な転換価額を１

円以上上回る場合又は下回る場

合には、転換価額は、当該修正日

の翌日以降、当該修正日価額に修

正される。但し、かかる修正後の

転換価額が 517,500円（以下「上
限転換価額」という｡）を上回る

こととなる場合には転換価額は

上限転換価額とし、かかる修正後

の転換価額が 172,500 円（以下
「下限転換価額」という｡）を下

回ることとなる場合には転換価

額は下限転換価額とする。上限転

換価額及び下限転換価額は、下記

④の規定を準用して調整される。

上記３連続取引日の間に下記④

に基づく調整の原因となる事由

が発生した場合には、当該３連続

取引日の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通

取引の売買高加重平均価格は当

該事由を勘案して調整されるも

のとする。 
本新株予約権のいずれかの行使

にあたって上記修正が行われる

場合には、当社は、かかる行使の

際に、当該本社債権者に対し、修

正後の転換価額を通知するもの

とする。 
④ 転換価額の調整 
（イ）当社は、当社が本社債の発

行後、下記(ロ)に掲げる各事由に

より当社の普通株式数に変更を生

じる場合又は変更を生じる可能性

がある場合には、次に定める算式

（以下「転換価額調整式」という｡）

をもって転換価額を調整する。 

調整後転換価額＝調整前転換価額×  
新発行・処分株式数 

×1 株当り発行・処分価額 
既発行株式数＋――――――――――――― 

時価  
既発行株式数＋新発行・処分株式数 
（ロ）転換価額調整式により転換

価額の調整を行う場合及びその調

整後の転換価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。 
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平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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) 

（i）下記(ニ)(ii)に定める時価を下
回る発行価額又は処分価額をもっ

て普通株式を新たに発行し、又は

当社の保有する当社の普通株式を

処分する場合（但し、当社普通株

式の発行・移転を請求できる新株

予約権の行使及び株式交換又は合

併により当社の普通株式を発行・

移転する場合を除く｡） 
調整後の転換価額は、払込期日以

降又はかかる発行若しくは処分の

ための株主割当日がある場合はそ

の日の翌日以降これを適用する。 
（ii）株式分割により普通株式を発
行する場合 
調整後の転換価額は、株式分割の

ための株主割当日の翌日以降これ

を適用する。但し、配当可能利益

から資本に組入れられることを条

件にその部分をもって株式分割に

より普通株式を発行する旨取締役

会で決議する場合は、当該配当可

能利益の資本組入れの決議をした

株主総会の終結の日の翌日以降こ

れを適用する。 
なお、上記但書の場合において、

株式分割のための株主割当日の翌

日から当該配当可能利益の資本組

入れの決議をした株主総会の終結

の日までに行使請求をなしたもの

に対しては、次の算出方法により、

当社の普通株式を発行・移転する。

但し、株券の交付については第23
項の規定を準用する。 

株式数＝｛（調整前転換価額－調整後転換価

額）×調整前転換価額により当該期

間内に発行・移転された株式数｝÷

調整後転換価額 
この場合、１株の 100分の１未満の
端数は切り捨て、現金による調整は

行わない。 
（iii）下記(ニ)(ii)に定める時価を下
回る価額をもって当社の普通株式

に転換される証券若しくは転換で

きる証券又は当社の普通株式の発

行・移転を請求できる新株予約権若

しくは新株予約権付社債を発行又

は付与する場合,調整後の転換価額
は、発行又は付与される証券又は新

株予約権若しくは新株予約権付社

債の全てが当初の転換価額で転換

され、又は当初の行使価額で行使さ

れ、当社の普通株式が新たに発行さ

れたものとみなして転換価額調整

式を適用して算出するものとし、払

込期日（新株予約権が無償にて発行
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平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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) 

される場合は発行日）以降、又は、

その証券の発行若しくは付与のた

めの株主割当日がある場合は、その

日の翌日以降これを適用する。 
（ハ）転換価額調整式により算出さ

れた調整後の転換価額と調整前の

転換価額との差額が１円未満にと

どまる限りは、転換価額の調整はこ

れを行わない。但し、その後転換価

額の調整を必要とする事由が発生

し、転換価額を調整する場合には、

転換価額調整式中の調整前転換価

額に代えて調整前転換価額からこ

の差額を差し引いた額を使用する。 
（ニ）(i)転換価額調整式の計算につ
いては、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を四捨五入する。 
（ii）転換価額調整式で使用する時
価は、調整後の転換価額が初めて適

用される日に先立つ45取引日目に
始まる30取引日の株式会社東京証
券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の平均値（終値のな

い日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第２

位まで算出し、小数第２位を四捨五

入する。 
（iii）転換価額調整式で使用する既
発行株式数は、株主割当日がある場

合はその日、また、株主割当日がな

い場合は、調整後の転換価額を初め

て適用する日の１ヶ月前の日にお

ける当社の発行済普通株式数から、

当該日において当社の保有する当

社の普通株式を控除した数とする。 
（ホ）上記(ロ)の転換価額の調整を
必要とする場合以外にも、次に掲げ

る場合には、当社は、本社債権者と

協議のうえ、その承認を得て、必要

な転換価額の調整を行う。 
（i）株式の併合、資本の減少、商
法第 373条に定められた新設分割、
商法第 374条ノ 16に定められた吸
収分割、株式交換又は合併のために

転換価額の調整を必要とするとき。 
（ii）その他当社の普通株式数の変
更又は変更の可能性が生じる事由

の発生により転換価額の調整を必

要とするとき。 
（iii）転換価額を調整すべき複数の
事由が相接して発生し、一方の事由

に基づく調整後の転換価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他

方の事由による影響を考慮する必

要があるとき。 
（ヘ）上記(ロ)の規定にかかわらず、
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平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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) 

上記(ロ)に基づく調整後の転換価額
を初めて適用する日が本第(４)号③
に基づく転換価額の修正日と一致

する場合には、上記(ロ)に基づく転
換価額の調整は行わないものとす

る。但し、この場合も、上限転換価

額及び下限転換価額については、か

かる調整を行うものとする｡ 
（ト）本第(４)号④により転換価額
の調整を行うときには、当社は、あ

らかじめ書面によりその旨並びに

その事由、調整前の転換価額、調整

後の転換価額及びその適用開始日

その他必要な事項を当該適用開始

日の前日までに公告する。但し、上

記(ロ)(ii)但書に示される株式分割
の場合その他適用開始日の前日ま

でに上記公告を行うことができな

い場合には、適用開始日以降速やか

にこれを行う。また、上記(ヘ)の規
定が適用される場合には、かかる公

告は上限転換価額及び下限転換価

額の調整についてのみ効力を有す

る｡ 
（５）本新株予約権の行使請求期間 

平成 17 年２月 17 日から平成 19
年２月 13日までとする。但し、①
当社の選択による本社債の繰上償

還の場合は、償還日の３営業日前

の日まで、②本社債権者の選択に

よる本社債の繰上償還の場合は、

所定の償還請求書及び当該本新株

予約権付社債券が第 21 項記載の
償還金支払場所に預託されたとき

まで、③買入消却の場合は、当社

が本社債を消却したときまで、ま

た④期限の利益の喪失の場合に

は、期限の利益の喪失時までとす

る。上記いずれの場合も、平成 19
年２月 13 日より後に本新株予約
権を行使することはできない。 

（６）その他の本新株予約権の行使の

条件 
各本新株予約権の一部行使はで

きない。 
（７）本新株予約権の消却事由及び消

却の条件 
消却事由は定めない。 

（８）本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額

中資本に組入れない額 
本新株予約権の行使により発行

する株式の発行価額中資本に組入

れない額は、当該発行価額より資

本に組入れる額を減じた額とす

る。資本に組入れる額とは、当該
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平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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) 

発行価額に0.5を乗じた金額とし、
計算の結果１円未満の端数を生じ

る場合はその端数を切り上げた額

とする。 
（９）代用払込に関する事項 

商法第 341条ノ３第１項第７号
及び第８号により、本社債権者が

本新株予約権を行使したときはか

かる行使をした者から、当該本新

株予約権が付された本社債の全額

の償還に代えて、当該本新株予約

権の行使に際して払込をなすべき

額の全額の払込がなされたものと

する旨の請求があったものとみな

す。 
（10）本新株予約権の行使後第１回目

の配当 
本新株予約権の行使により発

行・移転する当社普通株式の利益

配当金又は中間配当金（商法第

293 条ノ５による金銭の分配）に
ついては、行使請求が４月１日か

ら９月 30 日までの間になされた
ときは、４月１日に、10月１日か
ら３月 31 日までになされたとき
は 10月１日に、それぞれ当該普通
株式の発行・移転があったものと

みなしてこれを支払う。なお、平

成 17年２月 17日から同年３月 31
日までの間になされた行使請求に

ついても上記規定を適用する。 
（11）本新株予約権の行使請求の方法 

① 行使請求しようとする本社債
権者は、所定の行使請求書に、

行使請求しようとする本新株予

約権付社債を表示し、請求の年

月日等を記載してこれに記名捺

印したうえ、当該本新株予約権

付社債券を添えて本第 22 項第
(５)号の行使請求期間中に第 27
項記載の行使請求受付場所に提

出しなければならない。 
② 行使請求の効力は、行使請

求に必要な書類の全部が第

27 項記載の行使請求受付場
所に到着した日に発生する。 

23．株券の交付方法 
当社は、行使請求の効力発生後

速やかに株券を交付する。 
24．本新株予約権の発行価額を無償と

する理由及びその行使に際して払

込むべき金額の算定理由 
本新株予約権は、転換社債型新

株予約権付社債に付されたもので

あり、本社債からの分離譲渡はで

きず、且つ本新株予約権が行使さ
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平成18年3月期  
第3四半期 

(自 平成17年4月 1日
至 平成17年12月31日) 

平成17年3月期  
第3四半期 

(自 平成16年4月 1日
至 平成16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) 

れると代用払込により本社債は消

滅し、本社債と本新株予約権が相

互に密接に関連することを考慮

し、また本新株予約権の価値と、

本社債の利率、発行価額等のその

他の発行条件により得られる価値

とを勘案して、その発行価額を無

償とした。また、本社債が転換社

債型の新株予約権付社債であるこ

とから、新株予約権１個の行使に

際して払込をなすべき額は本社債

の発行価額と同額とし、当初転換

価額は、平成 17年１月 31日の株
式会社東京証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値とし

た。 
25．登録機関 

該当事項なし 
26．償還金支払事務取扱者及びその取
扱場所 
当社本店経営管理部 

27．行使請求受付場所 
住友信託銀行株式会社 証券

代行部 
28．行使請求取次場所 

該当事項なし 
29．その他 
（１）本社債の応募額が発行総額に達

しないときは、応募額をもって本

社債の総額とする。 
（２）上記各項については、証券取引

法による届出の効力発生を条件と

する。 
（３）その他本新株予約権付社債発行

に関し必要な事項は、当社代表取

締役に一任する。 
 

(株式交換による株式発行及び資本準備
金の増加の件) 
   当社は、平成 16年 12月 24日開催
の当社取締役会及び平成 17年 1月 5
日開催の株式会社大阪第一企画株主

総会において承認決議された株式交

換契約書に基づき、株式会社大阪第

一企画との間で平成 17年 2月 9日を
株式交換の日とする株式交換を実施

し、同日をもって同社を当社の完全子

会社といたしました。 
 当社は、この株式交換に際し、2,365

株の新株を発行し、株式会社大阪第一

企画の株主に対してその所有する株式

1株につき 1.478125株の割合をもって

当社の株式を割当交付いたしました。 

 
 
 


