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１　18年２月中間期の連結業績（平成17年９月１日～平成18年２月28日）

(1）連結経営成績 （注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月中間期 9,632 29.3 △172 ― △349 ―

17年３月中間期 7,450 △9.4 442 ― △324 ―

17年８月期 15,810 ― 1,285 ― 289 ―

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年２月中間期 △405 ― △4 68 ― ―

17年３月中間期 △3,887 ― △91 85 ― ―

17年８月期 △4,237 ― △72 29 ― ―

（注）①持分法投資損益 18年２月中間期 ―百万円 17年３月中間期 ―百万円 17年８月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年２月中間期 86,571,844株 17年３月中間期 42,327,296株 17年８月期 58,617,783株

③会計処理の方法の変更 無

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

(2）連結財政状態  

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２月中間期 21,988 444 2.0 5 14

17年３月中間期 25,908 △2,971 △11.5 △42 05

17年８月期 20,102 687 3.4 8 00

（注）期末発行済株式数（連結） 18年２月中間期 86,607,805株 17年３月中間期 70,677,690株 17年８月期  86,016,089株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円  百万円 百万円

18年２月中間期 △2,910 79 2,695 1,857

17年３月中間期 △8,656 4 9,118 5,625

17年８月期 △8,323 68 5,073 1,986

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２　18年８月期の連結業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日）  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

通　期 18,000 300 50 △200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　  　　△2円　31銭

※　上記の予想は、本資料発表現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なることがあります。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社が、主として「映像コンテンツプロバイダー事業」を行い、株式

会社ギャガ・クロスメディア・マーケティングが、映画情報等の映画関連コンテンツ等をＣＡＴＶ、衛星放送、インター

ネット、携帯端末等のメディアを通じて提供する「放送事業」と、ビデオソフトメーカー、ビデオソフト販売店その他

の流通業者及びビデオレンタルショップ向けのビデオ業界誌及びＤＶＤ情報誌の出版を行い、株式会社キネマ旬報社の

映画情報誌出版とともに「出版事業」を行っております。株式会社ギャガ・デジタルブレインは、映画関連情報の収集

と整備及びレポーティングの「マーケティング＆システムソリューション事業」を行っております。

　また、金額基準に基づき連結対象としておりませんが、当社のグループ会社として、米国現地法人である

Ｇａｇａ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ.が海外、特に米国の映像コンテンツに関する情報収集を、株式会社ギャガ・ミュー

ジックが映像コンテンツにおいて使用される音楽の著作権利用等の事業をそれぞれ行っており、当社の「映像コンテン

ツプロバイダー事業」を補完しております。

【事業概況表】

区分 会社名 事業内容

映像コンテンツプロバイダー

事業

当社

海外映像コンテンツの日本国内における映像使用権の買

付け及び自社製作、映像コンテンツの配給、ビデオ版権

及びテレビ版権のライセンス

Ｇａｇａ　Ａｍｅｒｉｃａ，

Ｉｎｃ.
海外映像コンテンツに関する情報収集

㈱ギャガ・ミュージック 音楽著作権の管理

放送事業 ㈱ギャガ・クロスメディア・

マーケティング

映画情報番組の企画・製作・放送

映画情報等のコンテンツ提供及びそれに付帯する製作受託

出版事業
ビデオ業界誌及びＤＶＤ情報誌の業界向け出版

㈱キネマ旬報社 映画情報誌の出版

マーケティング＆システムソ

リューション事業
㈱ギャガ・デジタルブレイン

リサーチ＆マーケティングサービス及びシステムソリュー

ションの受託

　また、当社グループの事業の概況は次項のとおりであります。
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当社グループ全体像

　（注）　上記のほかに持分法を適用しない関連会社として㈱ＢＢＢ及び㈱ビットワークス・ジャパンがあります。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は、平成16年末より株式会社ＵＳＥＮの子会社になったことを機に、平成17年８月期から平成19年８月期まで

の中期経営計画として「改革プラン」を策定いたしました。

　当社は、新体制のもと、経営体制及び管理体制の強化を図り、収益性及び信頼の回復に努めております。また、社

員のモラル・モチベーションの高揚のための抜本的改革を実現しております。

　そして、平成16年９月期において行った会計方針の変更により、実態をより適正に反映した損益計算を行い、金融

機関及び投資家からの信頼を回復するよう努めるとともに、作品の新規買付けを絞ることでＧＡＧＡ本体の企業規模

を適正規模に再構築し、収益性の早期回復を目指します。さらに、株式会社ＵＳＥＮのグループ各社とのシナジーを

具現化し、収益性を改善するとともに、収益性が高く安定したＧＡＧＡグループ会社（株式会社ギャガ・クロスメディ

ア・マーケティング、株式会社キネマ旬報社及び株式会社ギャガ・デジタルブレイン）の映画情報サービス事業を積

極的に伸ばすことにより、グループ全体の収益性と安定性を高めます。「改革プラン」の概要につきましては、

「（5）中長期的な経営戦略」をご参照下さい。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要目標のひとつとして位置付けており、配当につい

て、業績、財政状態、将来の事業拡大に役立てるための内部留保の必要性等を総合的に勘案し検討することとしてお

ります。

 （3）目標とする経営指標

  当社は、「改革プラン」に従い、買付け作品を厳選してより利益率の高い作品に買付・配給を集中させることによっ

て、営業利益率の向上及び営業キャッシュ・フローの改善を目標とし、収益性と安定性を強化いたします。

 

 （4）対処すべき課題

　当社グループは、当社グループの主要な経営資源である映像使用権の有効活用を図るため、日本～アジア～世界を

結ぶトータル映像コンテンツプロバイダを目指し、より良質な映像コンテンツの買付および販売を事業目的としてお

ります。今後においてもこのような事業目的達成のため、下記のような事項に取り組んでいく方針であります。

1）当社グループは、メディア・コンテンツ・カンパニーを目指すＵＳＥＮグループの一員として、より幅広く宣伝

 や告知を重ねて、映画ファン人口の底上げを図ってまいります。

2）コンテンツ業界のインターネットＴＶ分野が拡大しつつある中で、ＶＯＤ権の販路拡大の可能性が広がってきて

 おり、当社グループは、株式会社ＵＳＥＮの提供する無料ブロードバンド放送サービス「ＧｙａＯ」という大きな

 コンテンツ販売先を足がかりに、ＵＳＥＮグループとのシナジーを最大限に発揮してまいります。

3）自社で映画製作を行い、日本発の新しい作品を世界へ提供することで販売チャンネルを増やし、今以上の幅広い

 収益機会を獲得してまいります。

 

(5）中長期的な経営戦略

＜改革プラン＞

1）　会計方針の変更による損益状況の明確化

① 買付コストの償却方法の変更

　平成16年９月期より、作品買付コストの償却方法を「定率法による２年償却」から「権利毎の一括償却」に変

更いたしました。その効果として、収益と費用の関係が明確となり利益を意識した適正規模での経営を可能とし

ます。

2）　取扱作品の厳選による収益性の回復

　作品の買付基準は収益性をより重視した厳しい基準とし、買付作品を厳選するとともに取扱作品数を減少させます。

① マーケティングの効率化

・当社の得意分野であり、利益率の高い大型作品と単館系作品に買付配給を集中させます。

・作品価値を最大化するために重要な劇場営業の有利な展開を図ります。

・各作品の利益を高めるための施策に、より大きな時間を投下することを図ります。

② 大幅な経費の削減

　買付作品数を減少させることにより、買付部門・宣伝部門・管理部門の人件費を含めた経費の削減を図ります。
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3）　ＵＳＥＮグループとのシナジーを発揮

　今後の成長戦略分野であるブロードバンド市場向け映画・映像配信事業において、親会社である株式会社ＵＳＥ

Ｎとグループ会社のもつインフラを優先的に活用し新たな収益機会を獲得いたします。

㈱ＵＳＥＮ：2005年４月25より始まった無料ブロードバンド放送サービス「ＧｙａＯ」にコンテンツを提供中。

http://www.gyao.jp/about/

　㈱ショウタイム：2001年12月３日に始まった日本初の本格的なオープンブロードバンド　コンテンツ・ポータ

ルにコンテンツを提供中。

http://www.showtime.jp/

㈱ＢＭＢ：全国展開するカラオケボックス「Ｕ－ＢＯＵ」「Ｕ－ＳＴＹＬＥ」を活用したプライベートシアター

向けに当社が保有する映像コンテンツを提供し、新たな収益源といたします。

4）　ＤＶＤ／ビデオの自社発売機能の強化

　従来はビデオ化権をビデオメーカーへ販売していましたが、今後は版権販売から自社発売へ切り替えていきます。

これにより、ビデオメーカーの得ているメーカー利益の獲得が可能となります。

 

(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、業務執行の迅速化及び経営の透明性の確保がコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。そ

の施策として、「執行役員制度」を導入して、迅速な意志決定を行いつつ、社外取締役の参画を得た取締役会に

より、業務執行の監督を行っております。また、より透明性の高い公正な経営監視体制の確立に資するため、社

外監査役を含む監査役会にて取締役の業務遂行を監査しております。

２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　経営上の意志決定、執行及び監督に係る経営管理組織とその他の体制の状況

・当社は監査役制度を採用しております。

・取締役会の下に、執行役員からなる執行役員会議を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に

関する全般的重要事項を決議決定しております。

・内部統制は、外部の専門家に業務委託し、内部監査業務によりその充実を図っております。

②　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　社外取締役の日下孝明氏は、株式会社レントラックジャパン代表取締役社長及び株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ代

表取締役副社長であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。

　社外取締役の加茂正治氏は、株式会社ＵＳＥＮ取締役副社長、株式会社ＢＭＢ代表取締役社長及び株式会社

スタンダード代表取締役会長であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。

　社外取締役の高垣佳典氏は、株式会社ＵＳＥＮ取締役、株式会社ショウタイムの代表取締役社長及び株式会

社電子公園代表取締役社長であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。

  社外監査役の本間浩一郎氏は、株式会社バンダイナムコホールディングス常勤監査役であります。同氏は、

当社の株式を1,000株保有しております。

  社外監査役の住谷猛氏は、株式会社ＵＳＥＮ取締役であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。

　その他該当事項はありません。

③ ＩＲ活動の実施状況

　企業情報の開示につきましては、適時開示を遂行し、当社及び当社グループの企業活動の動向等を適切に伝

えるためＩＲ活動を重視しております。当社ホームページの充実はもとより、わかりやすいプレスリリース、

事業報告書、説明会の開催等で個人投資家や機関投資家、また証券アナリスト向けに、積極的に情報を開示し

ております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当期の業績

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、雇用情勢の改善、個人消費の持ち直しなど、明るい兆しが見え、景

気は一部に弱い動きがあるものの緩やかに回復に向けた動きが見られるようになりました。

　このような経営環境の下、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は、96億32百万円（前年同期比29.3％増）

と増収となりましたが、営業損益につきましては、「オペラ座の怪人」、「きみに読む物語」といったヒット作が公

開された前年同期と比較して減益となり、１億72百万円の損失（前年同期は４億42百万円の利益）となりました。経

常損益につきましては、借入金の返済に伴う支払利息の負担減などの要因はありましたが、３億49百万円の損失（前

年同期は３億24百万円の損失）となりました。また、中間純損失は、子会社株式売却益等の特別利益及び劇場公開中

止損失等の特別損失を計上したことにより、４億５百万円（前年同期は38億87百万円の損失）となりました。

　事業部門別の売上高の状況は以下のとおりであります。

＜映像コンテンツプロバイダー事業＞

［映画配給事業］

　当中間連結会計期間の映画配給事業は、「頭文字Ｄ　ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」、「シン・シティ」、「私の頭の中の消

しゴム」他計７作品を新規全国チェーン公開しました。ミニシアター向けには、「ＲＩＺＥ<ライズ>」他計６作品を

新規に公開しました。

　「私の頭の中の消しゴム」は日本で公開された韓国映画史上興収№１を記録し、2005年度洋画興収ランキングのベ

スト10に入る大ヒットとなりましたが、もう一方の注力作品「シン・シティ」は計画に届きませんでした。

　その他全国チェーン公開作品、ミニシアター公開作品も堅調ではありましたが、「オペラ座の怪人」、「きみに読

む物語」が公開された前年同期と比較して減額となりました。 

　その結果、当事業の売上高は29億16百万円（前年同期比26.4％減）となりました。

［映像版権事業］

　当中間連結会計期間の映像版権事業は、市場の構造変化が進み、2005年12月のセルＤＶＤの出荷数が前年を下回る

という状況の中、全国主要大型公開作品のＤＶＤ発売として「きみに読む物語」、「Ｓｈａｌｌ ｗｅ Ｄａｎｃ

ｅ？ ～シャル・ウィ・ダンス？～」、「サハラ－死の砂漠を脱出せよ」を、単館拡大公開作品として「皇帝ペンギ

ン」、「ヒトラー」、「頭文字Ｄ　ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」といった劇場ヒット作品を中心とする売上となりました。

　また、ビデオ自社発売については、９月に発売した「マスク２」を中心とし14作品の発売を行い、順調に売上げ、

業績に貢献しております。

　その結果、当事業の売上高は50億92百万円（前年同期比153.5％増）となりました。

＜放送事業＞

　当中間連結会計期間の放送事業は、当事業を取り巻くＣＳ放送業界においては、ケーブル各局がデジタルサービス

を拡大する中、Ｊ:ＣＯＭを中心とする大手統括会社による中小の再編が進められ、また「スカイパーフェクトＴＶ！」

では４年振りに選択性ベーシックパックの導入やＦＴＴＨでの一戸建て住宅向け配信サービスが開始されるなど大き

な動きが続きました。

　このような環境の中、番組編成をこれまでの劇場公開映画やＤＶＤの情報番組のみならず、月に30本の映画本編を

追加するなど総合映画エンタメチャンネルとしてリニューアルさせたことにより、ケーブルＴＶ局ならびに「スカイ

パーフェクトＴＶ！」での配信世帯数を順調に伸ばし、それによるＣＭ広告の受注も増加致しました。

　しかしながら、加入者数の伸び悩みにより損失が膨らんでいた「スカパー！110」より2005年９月に撤退したことに

加え、前年同期に単発の大きなライセンス売上が計上されていたことにより、売上の増加が一部相殺されております。

　その結果、当連結会計年度の売上高は、５億76百万円（前年同期比14.4％増）となりました。

＜出版事業＞

　当中間連結会計期間の出版事業は、主力商品である月刊「ビデオ・インサイダー・ジャパン」、及び月刊「ＤＶＤ

ナビゲーター」が大きく依存する映像パッケージのマーケットで、急速に停滞感が強まるという厳しい市況を迎えて

います。レンタルのマーケットではＴＳＵＴＡＹＡ、ＧＥＯによる寡占化が進み、セルの市場では売上の頭打ち感が

店舗、メーカーを支配しています。しかしながら編集・営業の努力が結実し、高い信頼と評価を勝ち得たことで、引

き続き広告料収入の高い成長を実現する事ができました。この他、新規事業として一般書店売り雑誌としてのトライ

アルとなる季刊「ＦｏｏｔＢａｌｌ ＬＩＦＥ」を創刊いたしました。

　また、連結子会社である株式会社キネマ旬報社におきましても、「キネマ旬報」臨時増刊号の積極的な展開等によ

り、前年同期実績を上回る事ができました。
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　その結果、当連結会計年度の売上高は、９億99百万円（前年同期比8.4％増）となりました。

＜マーケティング＆システムソリューション事業＞

　当中間連結会計期間のマーケティング＆システムソリューション事業は、“リサーチ＆マーケティング”を中心と

した活動により、堅調に推移いたしました。

 　映像に関わるコンテンツ産業全般におきましては、製作・買付、流通、小売等のすべての流れの中で相乗効果が発

揮できるよう支援して参りました。

　また、宣伝に関わる分野では映画マーケティング事業で培った知材を活用し、一般分野へも拡大、弊社事業基盤の

拡大強化を図って参りましたが、前年同期と比較して減額となりました。

　その結果、当事業の売上高は46百万円（前年同期比15.0％減）となっております。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当中間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、連結子会社の株式を一部売却したこ

と及び金融機関からの短期借入金の増加がありましたが、税金等調整前中間純損失が３億41百万円となったこと及び

投資有価証券を取得したことにより資金が減少したため、前連結会計年度末に比べ１億28百万円減少し、当中間連結

会計期間末には18億57百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は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）

　営業活動の結果使用した資金は、29億10百万円（前年同期比57億46百万円減）となりました。これは、主に税金等

調整前中間純損失が３億41百万円となったこと及び未収入金が17億１百万円増加したことなど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）

　投資活動の結果得られた資金は、79百万円（前年同期比75百万円増）となりました。これは、主に投資有価証券の

取得による支出６億円及び連結子会社株式の売却による収入6億60百万円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）

　財務活動の結果得られた資金は、26億95百万円（前年同期比64億22百万円減）となりました。これは、主に短期借

入金の純増加額41億１百万円及び長期借入金の返済による支出15億59百万円によるものであります。

(3）通期の見通し

　今年度下半期における劇場公開作品は、４月に「マッハ！」に続く、トニー・ジャー主演の最新作「トム・ヤム・

クン！」、５月に本年度アカデミー賞におきましてレイチェル・ワイズが助演女優賞を受賞いたしました「ナイロビ

の蜂」、そして６月には、自社製作作品「ＧＡＧＡ　ＦＩＬＭＳ」の第一弾作品となる、宮﨑あおい主演「初恋」の

公開を予定しております。

　平成18年８月期の通期見通しは、売上高180億円、営業利益３億円、経常利益５千万円、当期純損失２億円といたし

ます。

　また、単独業績見通しにつきましては、売上高150億円、営業損失２億円、経常損失５億円、当期純損失４億円とい

たします。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

 
 

前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年８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  5,625,068   1,857,418   1,986,222  

２．受取手形及び売掛
金

※２  4,240,543   3,750,522   3,983,106  

３．たな卸資産 ※２  11,563,675   8,315,395   9,662,917  

４．前渡金 ※２  1,709,861   1,287,607   1,460,821  

５．繰延税金資産   121,800   153,023   153,023  

６．共同買付立替金   148,069   626,810   85,506  

７．未収入金   1,574,359   3,539,028   1,837,136  

８．その他   572,217   1,285,726   452,001  

９．貸倒引当金   △516,949   △316,050   △254,626  

流動資産合計   25,038,645 96.6  20,499,481 93.2  19,366,108 96.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  39,113   30,274   32,874  

２．無形固定資産   150,347   19,003   23,096  

３．投資その他の資産           

 　 (1)破産更生債権等  ―   1,058,344   ―   

(2)その他 ※２ 1,760,692   1,459,802   1,760,743   

(3)貸倒引当金  △1,079,926 680,766  △1,078,849 1,439,297  △1,080,435 680,308  

固定資産合計   870,227 3.4  1,488,576 6.8  736,278 3.7

資産合計   25,908,873 100.0  21,988,058 100.0  20,102,387 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   5,202,842   2,470,498   2,883,655  

２．短期借入金 ※２  13,223,900   8,743,000   5,259,150  

３．未払金   1,624,365   908,229   1,819,253  

４．前受金   4,118,842   3,075,938   4,020,043  

５．共同買付預り金   817,767   2,580,914   1,452,654  

６．賞与引当金   93,558   74,062   73,545  

７．返品調整引当金   58,305   81,569   55,053  

８．その他   692,678   1,117,095   835,236  

流動負債合計   25,832,260 99.7  19,051,307 86.6  16,398,592 81.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  2,433,000   1,440,000   2,381,500  

２．退職給付引当金   62,418   63,648   64,538  

３．役員退職慰労引当
金

  55,770   －   －  

４．その他   73,276   98,061   93,661  

固定負債合計   2,624,464 10.1  1,601,709 7.3  2,539,700 12.6

負債合計   28,456,725 109.8  20,653,017 93.9  18,938,292 94.2

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   423,982 1.7  890,239 4.1  476,152 2.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   12,436,964 48.0  1,076,923 4.9  14,430,956 71.8

Ⅱ　資本剰余金   7,000,000 27.0  76,923 0.4  8,993,991 44.7

Ⅲ　利益剰余金   △22,499,606 △86.8  △829,261 △3.8  △22,848,946 △113.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  90,995 0.3  120,403 0.5  112,128 0.6

Ⅴ　自己株式   △188 △0.0  △188 △0.0  △188 △0.0

資本合計   △2,971,834 △11.5  444,800 2.0  687,942 3.4

負債、少数株主持分
及び資本合計

  25,908,873 100.0  21,988,058 100.0  20,102,387 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年10月１日
至　平成17年８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   7,450,577 100.0  9,632,449 100.0  15,810,531 100.0

Ⅱ　売上原価   5,453,919 73.2  8,232,581 85.5  11,555,807 73.1

売上総利益   1,996,658 26.8  1,399,868 14.5  4,254,723 26.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,554,248 20.9  1,572,294 16.3  2,968,783 18.8

営業利益又は営業
損失(△）

  442,409 5.9  △172,426 △1.8  1,285,940 8.1

Ⅳ　営業外収益           

⒈　受取利息  232   282   773   

⒉　デリバティブ利益  －   11,219   －   

⒊  為替差益  －   9,859   －   

⒋  保険解約返戻金  －   30,132   －   

⒌　その他  33,223 33,456 0.5 17,404 68,898 0.7 44,325 45,098 0.3

Ⅴ　営業外費用           

⒈　支払利息  226,376   119,464   358,396   

⒉　支払手数料  207,135   122,723   310,664   

⒊　為替差損  72,886   －   62,415   

⒋　デリバティブ損失  222,885   －   207,041   

⒌　新株発行費  16,712   230   33,906   

⒍　その他  54,314 800,311 10.7 3,287 245,706 2.5 69,540 1,041,963 6.6

経常利益又は経常
損失（△）

  △324,445 △4.3  △349,234 △3.6  289,075 1.8

Ⅵ　特別利益           

⒈　前期損益修正益  40,000   －   248,278   

⒉　貸倒引当金戻入益  17,666   1,893   261,698   

⒊　役員退職慰労引当
金戻入益

 256,300   －   317,280   

⒋　子会社株式売却益  － 313,966 4.2 304,089 305,982 3.2 － 827,256 5.2

Ⅶ　特別損失           

⒈　前期損益修正損  475,480   －   901,713   

⒉　固定資産除却損 ※２ 27,224   －   24,319   

⒊　映像使用権等評
 価損

 2,705,060   －   3,686,961   

⒋　過年度売上値引
 及び売上戻り損
 失

 121,500   －   167,218   

⒌　違約損害金  152,246   －   150,460   

⒍　為替予約解約損  190,715   －   190,715   

⒎　事業所移転費用  155,063   1,243   133,961   

⒏  劇場公開中止損失  －   288,836   －   

９.  その他  － 3,827,291 51.4 8,274 298,355 3.1 125,055 5,380,405 34.0

　　税金等調整前中間
（当期）純損失

 － 3,837,770 △51.5  341,607 △3.5  4,264,073 △27.0
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前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年10月１日
至　平成17年８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
（％）

法人税、住民税及
び事業税

 31,449   5,479   29,521   

法人税等調整額(△
貸方)

 － 31,449 0.4 － 5,479 0.1 △127,206 △97,684 △0.6

少数株主利益   18,666 0.3  58,176 0.6  70,836 0.4

中間（当期）純損
失

  3,887,886 △52.2  405,263 △4.2  4,237,225 △26.8
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年10月１日
至　平成17年８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   5,485,535  8,993,991  5,485,535

Ⅱ　資本剰余金増加高        

　増資による新株の発行  7,000,000 7,000,000 76,923 76,923 8,993,991 8,993,991

Ⅲ　資本剰余金減少高        

　　欠損てん補による資本
剰余金減少高

 5,485,535 5,485,535 8,993,991 8,993,991 5,485,535 5,485,535

Ⅳ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  7,000,000  76,923  8,993,991

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △24,097,255  △22,848,946  △24,097,255

Ⅱ　利益剰余金増加高        

　　資本金取崩しによる利
益剰余金増加高

 －  13,430,956  －  

　　資本準備金取崩しによ
る利益剰余金増加高

 5,485,535 5,485,535 8,993,991 22,424,948 5,485,535 5,485,535

Ⅲ　利益剰余金減少高        

 中間（当期）純損失  3,887,886 3,887,886 405,263 405,263 4,237,225 4,237,225

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期
末)残高

  △22,499,606  △829,261  △22,848,946
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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10月１日
至　平成17年８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

    

税金等調整前中間
（当期）純損失

 △3,837,770 △341,607 △4,264,073

減価償却費  12,527 7,466 23,658

連結調整勘定償却額  23,725 ― 43,497

受取利息及び受取配
当金

 △372 △882 △773

支払利息  226,376 119,464 358,396

デリバティブ利益  ― △11,219 ―

デリバティブ損失  222,885 ― 207,041

関係会社株式売却益  ― △304,089 ―

売上債権の増加額
（△）又は減少額

 △337,367 232,583 △79,931

たな卸資産の増加額
（△）又は減少額

 △2,597,121 1,347,522 △696,363

前渡金の減少額  879,567 173,214 1,128,607

立替金の増加額  ― △603,606 ―

共同買付立替金の増
加額(△)又は減少額

 806,793 △541,304 869,355

未収入金の増加額
（△）又は減少額

 1,891,204 △1,701,892 1,630,920

仕入債務の減少額  △2,223,092 △413,157 △4,716,615

未払金の減少額  △1,296,450 △824,347 △1,013,903

前受金の減少額  △1,020,711 △944,105 △1,119,510

預り金の増加額  ― 574,912 ―

共同買付預り金の増
加額又は減少額(△)

 △1,269,254 1,128,260 △634,367

その他  62,871 △685,197 273,402

小計  △8,456,188 △2,787,983 △7,990,657

利息及び配当金の受
取額

 383 880 785

利息の支払額  △181,201 △102,887 △304,624

法人税等の支払額  △19,277 △20,269 △28,686

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △8,656,283 △2,910,260 △8,323,183
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前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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10月１日
至　平成17年８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

    

投資有価証券の取得
による支出

 ― △600,000 △10,000

連結子会社株式売却
による収入

 ― 660,000 ―

有形固定資産の取得
による支出

 △35,458 △489 △35,777

無形固定資産の取得
による支出 

 △4,787 △285 △7,866

保険積立金の返戻に
よる収入

 64,758 37,184 69,013

その他  △20,061 △16,908 53,620

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 4,451 79,502 68,990

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増加
額（△純減少額）

 △3,328,292 4,101,500 △10,883,842

長期借入金の返済に
よる支出

 △1,536,400 △1,559,150 △1,997,100

株式の発行による収
入

 13,983,287 153,615 17,954,077

その他  △58 ― △58

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 9,118,536 2,695,965 5,073,076

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △7,074 5,989 1,899

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額又は減少額
（△）

 459,629 △128,803 △3,179,216

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 5,165,439 1,986,222 5,165,439

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 5,625,068 1,857,418 1,986,222
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

　当社グループは、平成16年12月27日

及び平成17年１月11日に合計で

14,000,000千円の第三者割当増資を実

施し、株式会社ＵＳＥＮの子会社とな

りました。また、金融機関にも引続き

支援をお願いし、収益力の改善及び財

務体質の強化に努めてまいりました。

　しかしながら、映像使用権等評価損

等の特別損失の計上により、当中間連

結会計期間において3,887,886千円の

中間純損失を計上した結果、

2,971,834千円の債務超過となり、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。

　当社は、当該状況を解消すべく、親

会社等による新株予約権の行使により、

平成17年６月20日に3,987,983千円を

調達したため、当面資金調達に支障は

生じないものと考えております。

　今後は、「中長期的な経営戦略」に

記載のとおり、中期経営計画(改革プ

ラン)を実施し、ＵＳＥＮグループの

一員として収益力の改善を図り、再建

を目指してまいります。

　なお、中間連結財務諸表は、継続企

業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を反映してお

りません。

 当社グループは、営業キャッシュ・

フローのマイナスが継続しているとと

もに当中間連結会計期間において営業

損失が発生しており、当該状況により

継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

 当社は、当該状況を解消すべく、金

融機関に引き続き支援をお願いし、平

成18年２月20日付で総額9,600,000千

円のコミットメントラインの契約の更

新を行いました。

　また、中長期的な経営戦略である

「改革プラン」に従い、買付け作品を

厳選してより利益率の高い作品に買

付・配給を集中させることによって

マーケティングの効率化や経費の削減

を図るとともに、近年成長が著しい邦

画作品の自社製作を開始したことによ

り収益力の改善を見込んでおります。

加えて、ＵＳＥＮグループの一員とし

てＵＳＥＮのサービスであるブロード

バンド無料放送「ＧｙａＯ」での広告

を始めとしたグループ各社のシナジー

を最大限に利用することによって中長

期経営戦略である「改革プラン」の達

成に向けて邁進いたします。

　なお、当中間連結財務諸表は、継続

企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を反映して

おりません。

 

 

　

 

　当社グループは、前連結会計年度に

おいて17,818,093千円の当期純損失を

計上した結果、13,129,826千円の債務

超過となり、継続企業の前提に関する

重要な疑義が生じておりました。

　当社は、当連結会計年度において平

成16年12月27日及び平成17年１月11日

に合計で14,000,000千円の第三者割当

増資を実施し、株式会社ＵＳＥＮの子

会社となり、平成17年6月20日に親会

社等による新株予約権の行使により、

3,987,983千円の増資を実施いたしま

した。

　また、金融機関にも引続き支援をお

願いしており、収益の改善及び財務体

質の強化に努めてまいりました結果、

当連結会計年度末では債務超過は解消

されました。

　しかしながら、経営陣を刷新し、ビ

ジネスモデルの変更や社内体制の再構

築を図る過程において過年度の資産の

評価の見直しや整理を進めていった結

果、映像使用権等評価損等の多額の特

別損失を計上したことによって当連結

会計年度において4,237,225千円の当

期純損失を計上する結果となり、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

　当社グループは、このような状況を

解消すべく「対処すべき課題」に記載

のとおり、買付作品数を厳選し、より

利益率の高い作品に買付・配給を集中

させることによってマーケティングの

効率化や経費の削減を図るとともに、

ＵＳＥＮグループの一員としてグルー

プ各社のシナジーを具現化して収益力

の改善を図ることによって中期経営計

画「改革プラン」の達成に向けて邁進

いたします。

　なお、連結財務諸表は、継続企業を

前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を反映しておりま

せん。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　３社

(2）連結子会社の名称

(株)ギャガ・クロスメディア・

マーケティング

(株)キネマ旬報社

(株)ギャガ・デジタルブレイン

(1)連結子会社の数　　　３社

(2）連結子会社の名称

　　　　同左

 

 

(1）連結子会社の数　３社

(2）連結子会社の名称

同左

 (3）非連結子会社の名称及び連結の

範囲から除いた理由

Gaga　America,Inc.

(株)ギャガ・ミュージック

(3）非連結子会社の名称及び連結の

範囲から除いた理由

　　　　同左

 

(3）非連結子会社の名称及び連結の

範囲から除いた理由

Gaga　America,Inc.

(株)ギャガ・ミュージック

 非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、中

間純損益及び利益剰余金等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

 非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事

項

(1)持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称

Gaga　America,Inc.

(株)ギャガ・ミュージック

(株)ビットワークス・ジャパン

(株)BBB

(1)持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称

　　　　同左

 

 

 

(1)持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称

同左

 (2）持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子　

会社及び関連会社は、中間純損　

益（持分に見合う額）及び利益　

剰余金（持分に見合う額）等か　

らみて、持分法の対象から除い　

ても中間連結財務諸表に及ぼす　

影響が軽微であり、かつ全体と　

して重要性がないため持分法の　

適用の対象から除外しておりま　

す。

(2）持分法を適用しない理由

　　　　　　同左

(2)持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子　

会社及び関連会社は、当期純損　

益（持分に見合う額）及び利益　

剰余金（持分に見合う額）等か　

らみて、持分法の対象から除い　

ても連結財務諸表に及ぼす影響　

が軽微であり、かつ全体として　

重要性がないため持分法の適用　

の対象から除外しております。

　

３．連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する

事項

連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しております。

　　　　　同左 連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①有価証券

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格等に基

づく時価法

　なお、評価差額は全部資本直入法

により処理しており、売却原価は移

動平均法により算定しております。

①有価証券

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

同左

①有価証券

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく

時価法

　なお、評価差額は全部資本直入法

により処理しており、売却原価は移

動平均法により算定しております。

 (ロ)時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ)時価のないもの

同左

(ロ)時価のないもの

同左

 ②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

同左

②デリバティブ

同左

 ③たな卸資産

(イ)仕掛品

個別法による原価法

③たな卸資産

(イ)仕掛品

同左

③たな卸資産

(イ)仕掛品

同左

 (ロ)映像使用権

　作品毎の映像使用権の金額を過去

の実績に基づいて劇場上映権、ビデオ

化権及びテレビ放映権の予想収益（利

益）に応じて按分し、権利毎に使用に

よる収益獲得時に一括償却する方法

(ロ)映像使用権

　　　　　　　同左

(ロ)映像使用権

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８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

①有形固定資産

同左

①有形固定資産

同左

 ②無形固定資産

定額法

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

③長期前払費用

 同左

③長期前払費用

 同左

(3)重要な繰延資産の処理方法 ①新株発行費

支出時に全額費用処理しておりま

す。

①新株発行費

同左

①新株発行費

同左

(4)重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金

　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。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の賞与支給見込額のうち

当中間連結会計期間の負担に属す

る部分の金額を計上しております。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、翌連結会計年度の賞与支給見

込額のうち当連結会計年度の負担

に属する部分の金額を計上してお

ります。

 ③返品調整引当金

当社及び一部の連結子会社は、

売上返品による損失に備えるため、

返品予測高に対する売上総利益相

当額を計上しております。

③返品調整引当金

　　　　同左

③返品調整引当金

　　　　同左

 ④退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

④退職給付引当金

同左

④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計期間末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。

 ⑤役員退職慰労引当金

一部の連結子会社は、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく当中間連結会計期間末

現在の支給見積額を計上しており

ます。

⑤      ───────

 

⑤       ───────

 

 （追加情報）

　当社は、平成16年12月開催の取締

役会において、役員退職慰労金制度

の廃止を決議いたしました。そのた

め、当期首における役員退職慰労引

当金の全額を取崩し、役員退職慰労

引当金戻入益256,300千円を特別利

益に計上しております。

（追加情報）

　当社は平成16年12月開催の取締役

会において、連結子会社である株式

会社ギャガ・クロスメディア・マー

ケティング及び株式会社キネマ旬報

社については平成17年８月開催の取

締役会において、役員退職慰労金制

度の廃止を決議いたしました。その

ため、当連結会計年度に対応する

16,439千円を販売費及び一般管理費

に、その他全額を取崩し、役員退職

慰労引当金戻入益317,280千円を特

別利益に計上しております。

(5）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

(6）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

(7）重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

金利スワップについて、特例処

理の条件を充たしている場合には、

特例処理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

①ヘッジ会計の方法

同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ方針

将来の借入金金利の変動リスク

を回避する目的で金利スワップを

行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約ごとに行っております。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

特例処理の要件に該当すること

を事前に確認しており、有効性の

判定は省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項

イ　消費税の処理方法

　 税抜方式を採用しております。

  なお、仮払消費税と仮受消費税

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。

イ　消費税の処理方法

同左

イ　消費税の処理方法

　税抜方式を採用しております。

(9) 連結納税制度の適用 　　　  ───────

 

 

　当中間連結会計期間より連結納税

制度を適用しております。

 

  　 　───────

 

５．中間連結キャッシュ・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
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８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16年３月31日に終了する連結会計

年度に係る連結財務諸表から適用で

きることになったことに伴い、当中

間連結会計期間から同会計基準及び

同適用指針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。

────── 　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

16年３月31日に終了する連結会計年

度に係る連結財務諸表から適用でき

ることになったことに伴い、当中間

連結会計期間から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。この

結果、税金等調整前当期純損失が

16,594千円増加しております。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

（ビデオ化権の売上計上基準及び映像使用権

の評価方法の変更）

　ビデオ化権のライセンス売上は、従来、販

売契約締結後ビデオソフトメーカーに対し素

材の引渡しが可能となった時点で計上してお

りましたが（素材引渡可能日基準）、前連結

会計年度の下期からビデオソフトメーカーが

ビデオを発売開始した時点で計上する方法（ビ

デオ発売日基準）に変更いたしました。

　また、映像使用権の評価方法は、従来、定

率法による２年償却を採用しておりましたが、

前連結会計年度の下期から、作品毎の映像使

用権の金額を過去の実績に基づいて劇場上映

権、ビデオ化権及びテレビ放映権の予想収益

（利益）に応じて按分し権利毎に使用による

収益獲得時に一括償却する方法に変更いたし

ました。

　なお、前中間連結会計期間は、変更後の方

法によった場合に比べて売上高が2,747,880千

円、売上原価が3,870,985千円それぞれ多く計

上されております。さらに映像使用権の評価

方法について前期首から同一の会計処理方法

を適用していた場合の影響額6,807,213千円が

前連結会計年度において特別損失として計上

されているため、売上総損失、営業損失、経

常損失はそれぞれ1,123,104千円多く計上され、

税金等調整前中間純損失は5,684,109千円少な

く計上されております。

 　　　　――――――――――― 　　　　　―――――――――――

（外形標準課税）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間連結会計期間から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」（平成

16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対

応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が25,219

千円増加し、営業利益が同額減少し、経常損

失及び税金等調整前中間純損失が同額増加し

ております。

　　　　――――――――――― （外形標準課税）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間連結会計期間から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」（平成

16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対

応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が66,496

千円増加し、営業利益が同額減少し、経常損

失及び税金等調整前中間純損失が同額増加し

ております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　従来、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の短期借

入金に関するキャッシュ・フローについては、総額で表示

しておりましたが、当連結会計年度より、短期借入金につ

いては、期間が短く、かつ回転が早い項目であるため、純

額表示(「短期借入金の純増加額(△純減少額)」)としてお

ります。なお、従来の方法によった場合の表示は「短期借

入による収入」5,100,000千円、「短期借入金の返済によ

る支出」8,428,292千円となっております。

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました「破産更生債権等」は、

資産総額の100分の５を超えたため、当中間連結会計期間

より区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間の

金額は下記のとおりであります。

　「破産更生債権等」 1,058,040千円

  

 （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間において、営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「保険解約返戻金」は、営業

外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計

期間より区分掲記しております。なお、前中間連結会計期

間の金額は下記のとおりであります。

　「保険解約返戻金」 3,921千円

　  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「立替金の増加額」「預り金の増加額」は、金額的に重要

性が高まったため、当中間連結会計期間より区分掲記して

おります。なお、それぞれの前中間連結会計期間の金額は

下記のとおりであります。

　「立替金の減少額」 1,997千円

　「預り金の減少額」 △149,414千円
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

26,947千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

31,588千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

28,499千円

※２．担保資産及び担保付債務

①　当社は映像使用権の流動化を図るため、

特別目的会社である有限会社シネ・トゥモ

ローとビデオグラム原盤複製頒布契約を締

結して資金を調達しております。当該取引

によって計上された主な資産及び負債の当

中間連結会計期間末残高は以下のとおりで

あります。

たな卸資産 884,222千円

前渡金 181,944

短期借入金  1,048,950

長期借入金 871,500

　なお、上記のほか有限会社シネ・トゥモ

ローの金融機関からの借入金1,920,450千円

について、有限会社シネ・トゥモローを設

立したシネ・フェロー有限責任中間法人に

対する基金返還請求権3,000千円に質権が設

定されております。

②　短期借入金の当中間連結会計期間末残高

のうち、売上債権の流動化の一部を金融取

引として処理したことにより計上された金

額は、368,550千円であり、譲渡対象となっ

たビデオグラム原盤複製頒布契約のうち、

売上債権が回収された総額が184,800千円、

当中間連結会計期間末時点においてビデオ

発売日が到来していない契約による将来債

権は、183,750千円であります。

現金及び預金 184,800千円

将来債権 183,750

短期借入金 368,550

※２．担保資産及び担保付債務

①　当社は映像使用権の流動化を図るため、

特別目的会社である有限会社シネ・トゥモ

ローとビデオグラム原盤複製頒布契約を締

結して資金を調達しております。当該取引

によって計上された主な資産及び負債の当

中間連結会計期間末残高は以下のとおりで

あります。

たな卸資産 490,726千円

短期借入金 871,500

  

  

　なお、上記のほか有限会社シネ・トゥモ

ローの金融機関からの借入金871,500千円に

ついて、有限会社シネ・トゥモローを設立

したシネ・フェロー有限責任中間法人に対

する基金返還請求権3,000千円に質権が設定

されております。

②　　　　―――――――――――

※２．担保資産及び担保付債務

①　当社は映像使用権の流動化を図るため、

特別目的会社である有限会社シネ・トゥモ

ローとビデオグラム原盤複製頒布契約を締

結して資金を調達しております。当該取引

によって計上された主な資産及び負債の期

末残高は以下のとおりであります。

売掛金 954,894千円

たな卸資産 7,743

前渡金 181,944

短期借入金  1,048,950

長期借入金  871,500

　なお、上記のほか有限会社シネ・トゥモ

ローの金融機関からの借入金1,920,450千円

について、有限会社シネ・トゥモローを設

立したシネ・フェロー有限責任中間法人に

対する基金返還請求権3,000千円に質権が設

定されております。

　②　　　　―――――――――――

　３．偶発債務

　債権譲渡を行った売掛金について、下記

の会社に対し遡及義務を負っております。

エヌ・ティ・ティ・

リース株式会社
88,200千円

東銀リース株式会社 115,500

ダイヤモンドリース

株式会社
59,535

計 263,235

　３．　　　―――――――――――

　

　３．偶発債務

　債権譲渡を行った売掛金について、下記

の会社に対し遡及義務を負っております。

エヌ・ティ・ティ・

リース株式会社
88,200千円

計 88,200

　４．貸出コミットメントライン契約

　当社グループは、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と貸出コミット

メントライン契約を締結しております。

　当中間連結会計期間末における貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高は次

のとおりであります。

貸出コミットメントラ

インの総額
8,450,000千円

借入実行残高 ―――

差引額 8,450,000

　４．貸出コミットメントライン契約

　当社グループは、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行10行と貸出コミット

メントライン契約を締結しております。

　当中間連結会計期間末における貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高は次

のとおりであります。

貸出コミットメントラ

インの総額
9,600,000千円

借入実行残高 5,820,000

差引額 3,780,000

　４．貸出コミットメントライン契約

　当社グループは、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と貸出コミット

メントライン契約を締結しております。

　当連結会計年度末における貸出コミット

メントラインに係る借入未実行残高は次の

とおりであります。

貸出コミットメントラ

インの総額
8,450,000千円

借入実行残高 2,873,000

差引額 5,577,000
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

※１．販売費および一般管理費のうち主要な

費目および金額は次のとおりであります。

※１．販売費および一般管理費のうち主要な

費目および金額は次のとおりであります。

※１．販売費および一般管理費のうち主要な

費目および金額は次のとおりであります。

役員報酬 110,354千円

給与手当 468,701

賞与引当金繰入額 81,800

退職給付費用 12,391

役員退職慰労引当金

繰入額
11,229

業務委託費 159,156

役員報酬 109,504千円

給与手当 503,360

賞与引当金繰入額 94,964

退職給付費用 9,316

業務委託費 173,510

役員報酬 199,439千円

給与手当 953,628

賞与引当金繰入額  66,372

退職給付費用  24,649

役員退職慰労引当金

繰入額
 16,439

賃借料 179,979

  

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※２．　 　───────── ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

建物 26,349千円

器具及び備品  736

ソフトウェア 138

  建物 23,885千円

器具及び備品 295

ソフトウェア 138

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

　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17年３月31日現在） （平成18年２月28日現在） （平成17年８月31日現在）

　現金及び預金勘定と、現金及び現金

同等物は一致しております。

　現金及び預金勘定と、現金及び現金

同等物は一致しております。

　現金及び預金勘定と、現金及び現金同

等物は一致しております。
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８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

累計額相当額及び中間連結会計期間末残高

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、減損損失累計額相当額及び

中間連結会計期間末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

連結会計年度末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間連結
会計期間
末残高相
当額
（千円）

有形固定資産 93,952 61,631 32,321

無形固定資産 125,406 98,813 26,592

合計 219,359 160,445 58,914

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
(千円) 

中間連結
会計期間
末残高相
当額
（千円）

有形固定
資産

57,674 28,003 8,652 21,018

無形固定
資産

70,453 57,193 － 13,260

合計 128,127 85,196 8,652 34,278

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
 (千円)

連結会
計年度
末残高
相当額
(千円)

有形固定
資産

76,100 51,331 9,442 15,326

無形固定
資産

125,406 106,965 336 18,104

合計 201,506 158,297 9,778 33,430

(2）未経過リース料中間連結会計期間末残高

相当額

(2）未経過リース料中間連結会計期間末残高

相当額

(2）未経過リース料連結会計年度末残高相当

額

１年内 34,836千円

１年超 28,309千円

　合計 63,145千円

１年内 19,037千円

１年超 17,255千円

　合計 36,292千円

１年内 25,038千円

１年超 21,417千円

　合計 46,455千円

(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 28,146千円

減価償却費相当額 25,503千円

支払利息相当額 1,273千円

支払リース料 14,082千円

減価償却費相当額 12,435千円

支払利息相当額 655千円

支払リース料 47,148千円

減価償却費相当額 42,789千円

支払利息相当額 2,217千円

減損損失 9,778千円

(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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②　有価証券

（前中間連結会計期間）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 前中間連結会計期間末（平成17年３月31日）

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 26,737 180,160 153,423

合計 26,737 180,160 153,423

２．時価評価されていない有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 138,502

（当中間連結会計期間）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 当中間連結会計期間末（平成18年２月28日）

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 26,737 229,744 203,007

合計 26,737 229,744 203,007

２．時価評価されていない有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 138,502

投資組合出資金 608,695
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（前連結会計年度）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 前連結会計年度末（平成17年８月31日）

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

株式 26,737 215,792 189,055

合計 26,737 215,792 189,055

２．時価評価されていない有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭公開株式を除く） 148,502

(注)その他有価証券について、73,739千円(非上場株式)の減損処理を行っております。
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（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）

通貨 為替予約取引 855,179 839,692 △15,486

オプション取引 706,790 691,510 △15,279

合計 1,561,969 1,531,203 △30,766

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 スワップ取引 3,200,000 △152,287 △152,287

合計 3,200,000 △152,287 △152,287

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年２月28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 スワップ取引 2,200,000 △86,262 △86,262

合計 2,200,000 △86,262 △86,262

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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前連結会計年度末（平成17年８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）

通貨 為替予約取引 129,589 143,209 13,620

合計 129,589 143,209 13,620

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 スワップ取引 2,200,000 △135,442 △135,442

合計 2,200,000 △135,442 △135,442

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成16年10月１日　至　平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自　平成17年

９月１日　至　平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年８月31日）

全セグメントの売上高、営業損益に占める映像関連事業の売上高、営業損益の割合がいずれも90％超であるた

め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成16年10月１日　至　平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自　平成17年

９月１日　至　平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年８月31日）

　在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成16年10月１日　至　平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自　平成17年

９月１日　至　平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年８月31日）

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

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

１株当たり純資産額 △42円05銭

１株当たり中間純損失 91円85銭

１株当たり純資産額 5円14銭

１株当たり中間純損失 4円68銭

１株当たり純資産額 8円00銭

１株当たり当期純損失 72円29銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されているため記

載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されているため記

載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、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株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

前連結会計年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日)

中間（当期）純損失（千円） 3,887,886 405,263 4,237,225

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純損

失(千円)
3,887,886 405,263 4,237,225

期中平均株式数（株） 42,327,296 86,571,844 58,617,783

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後1株当たり中間（当期）

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権1種類、

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく

新株予約権1種類、及び新

株引受権付社債9種類。

旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権1種類、

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく

新株予約権1種類、及び新

株引受権付社債8種類。

旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権1種類、

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく

新株予約権2種類、及び新

株引受権付社債8種類。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

（新株予約権の行使による新株式の発

行について）

　当社は、平成17年６月20日に下記の

ように新株予約権の行使による資金調

達を行っております。

(1)発行新株式数
普通株式　

15,338,399株

(2)発行価額 １株につき金260円

(3)発行価額の総額 3,987,983,740円

(4)資本組入額 1,993,991,870円

───────

  

  

  

  

（新株予約権の行使による新株式の発

行について）

　当社は、平成17年９月12日に下記の

ように新株予約権の行使による資金調

達を行っております。

(1)発行新株式数
普通株式　

591,716株

(2)発行価額 １株につき金260円

(3)発行価額の総額 153,846,160円

(4)資本組入額  76,923,080円
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）仕入実績

　当社グループは、劇場権、ビデオ版権、テレビ版権等の映像使用権を主に海外から単独又は他社と共同で購入して

おります。また、当社グループがプロデュースを行い、制作工程のすべてを他社に委託して制作させたコンテンツを

完成品として単独又は他社と共同で購入しております。

　当中間連結会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。

事業部門別
当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前年同期比（％）

映像コンテンツプロバイダー事業（千円） 7,353,020 160.6

放送事業（千円） 359,857 94.3

出版事業（千円） 510,207 114.4

マーケティング＆システムソリューション事業（千円） 9,496 20.2

合計（千円） 8,232,581 150.9

　（注）　上記の金額には、消費税は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは受注生産を行っておりません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前年同期比（％）

映像コンテンツプロバイダー

事業

映像配給事業（千円） 2,916,295 73.6

映像版権事業（千円） 5,092,815 253.5

小計（千円） 8,009,111 134.2

放送事業（千円） 576,798 114.4

出版事業（千円） 999,745 108.4

マーケティング＆システムソリューション事業（千円） 46,793 85.0

合計（千円） 9,632,449 129.3

　（注）　上記の金額には、消費税は含まれておりません。
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