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１　18年２月中間期の業績（平成17年９月１日～平成18年２月28日）

(1）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 8,015  34.2  △438  ―  △617  ―  

17年３月中間期 5,973  △12.5  269  ―  △494  ―  

17年８月期 13,067  ―  988  ―  1  ―  

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

 百万円  ％  円  銭

18年２月中間期 △457  ―  △5  28  

17年３月中間期 △3,990  ―  △94  27  

17年８月期 △4,471  ― △76  29  

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無

③売上高，営業利益，経常利益，中間（当期）純利益におけるパーセント表示は，対前年中間期増減率

(2）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

 円  銭 円 銭

18年２月中間期 0  00  ―――――

17年３月中間期 0  00  ―――――

17年８月期 ――――― 0 00

(3）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 20,966  41  0.2  0  48  

17年３月中間期 25,390  △3,191  △12.6  △45  15  

17年８月期 19,572  336  1.7  3  91  

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年２月中間期 316株 17年３月中間期 316株 17年８月期 316株

２　18年８月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 15,000 △200 △500 △400 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　△4円　62銭

※　上記の予想は、本資料発表日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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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年２月28日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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 5,250,691   1,320,609   1,715,460   

２．売掛金 ※２ 3,660,895   3,052,485   3,385,161   

３．たな卸資産 ※２ 11,511,896   8,266,758   9,609,605   

４．前渡金 ※２ 1,676,681   1,255,278   1,393,501   

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

６．未収入金  1,587,308   3,613,901   1,828,080   

７．その他  594,573   1,263,494   448,195   

８．貸倒引当金  △495,895   △296,537   △233,826   

流動資産合計   23,934,220 94.3  19,102,802 91.1  18,231,686 93.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 3,465   3,383   3,208   

２．無形固定資産  22,429   21,072   22,056   

３．投資その他の資
産

          

  (1) 破産更生債権
　等　

 ―   1,054,100   ―   

(2）その他 ※２ 2,506,064   1,860,203   2,389,900   

(3）貸倒引当金  △1,075,985   △1,074,605   △1,074,605   

投資その他の資
産合計

 1,430,078   1,839,697   1,315,294   

固定資産合計   1,455,973 5.7  1,864,153 8.9  1,340,559 6.8

資産合計   25,390,194 100.0  20,966,955 100.0  19,572,245 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年２月28日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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  4,990,245   2,232,005   2,652,831   

２．短期借入金 ※２ 13,843,900   9,488,000   6,029,150   

３．未払金  1,610,380   879,326   1,702,886   

４．前受金  4,094,774   3,094,116   3,993,075   

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

６．賞与引当金  59,947   46,956   47,888   

７．返品調整引当金  10,484   5,461   5,342   

８．その他  624,715   1,050,366   865,876   

流動負債合計   26,052,215 102.6  19,377,148 92.4  16,749,705 85.6

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  22,886   15,356   16,892   

３．その他  73,276   93,336   87,775   

固定負債合計   2,529,163 10.0  1,548,693 7.4  2,486,167 12.7

負債合計   28,581,379 112.6  20,925,841 99.8  19,235,872 98.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   12,436,964 49.0  1,076,923 5.1  14,430,956 73.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  7,000,000   76,923   8,993,991   

資本剰余金合計   7,000,000 27.5  76,923 0.4  8,993,991 46.0

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未
処理損失

 22,718,956   1,232,947   23,200,516   

利益剰余金合計   △22,718,956 △89.5  △1,232,947 △5.9  △23,200,516 △118.5

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  90,995 0.4  120,403 0.6  112,128 0.5

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

資本合計   △3,191,184 △12.6  41,113 0.2  336,373 1.7

負債資本合計   25,390,194 100.0  20,966,955 100.0  19,572,245 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度の要約損益計算書
（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   5,973,436 100.0  8,015,081 100.0  13,067,869 100.0

Ⅱ　売上原価 ※５  4,608,789 77.2  7,382,758 92.1  10,042,339 76.8

売上総利益   1,364,646 22.8  632,323 7.9  3,025,529 23.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※５  1,095,600 18.3  1,070,832 13.4  2,037,442 15.6

営業利益又は営業
損失(△)

  269,046 4.5  △438,508 △5.5  988,086 7.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  41,025 0.7  74,271 0.9  66,155 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※２  804,701 13.5  253,316 3.1  1,052,869 8.1

経常利益又は経常
損失(△)

  △494,628 △8.3  △617,553 △7.7  1,373 0.0

Ⅵ　特別利益 ※３  316,895 5.3  429,037 5.4  770,842 5.9

Ⅶ　特別損失 ※４  3,808,425 63.7  293,900 3.7  5,236,484 40.1

税引前中間（当
期）純損失

  3,986,158 △66.7  482,415 △6.0  4,464,268 △34.2

法人税、住民税及
び事業税

 4,038 4,038 0.1 △25,035 △25,035 △0.3 7,488 7,488 0.0

中間（当期）純損
失

  3,990,197 △66.8  457,380 △5.7  4,471,756 △34.2

前期繰越損失   18,728,759   775,567   18,728,759  

中間（当期）未処
理損失

  22,718,956   1,232,947   23,200,516  
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

　当社は、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、当中間会

計期間において3,990,197千円の中間

純損失を計上した結果、3,191,184千

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。

 

 当社は、前期において18,146,983千

円の当期純損失を計上した結果、

13,246,865千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。

 当期において平成16年12月27日及び

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Ｕ

ＳＥＮ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

実施しました。

 また、金融機関にも引き続き支援を

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、

当期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期におい

て4,471,756千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、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）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

①時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法

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。

その他有価証券

①時価のあるもの

同左

その他有価証券

①時価のあるもの

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。

 ②時価のないもの

移動平均法による原価法

②時価のないもの

同左

②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

①仕掛品

個別法による原価法

(3）たな卸資産

①仕掛品

同左

(3）たな卸資産

①仕掛品

同左

 ②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

②映像使用権

              同左

②映像使用権

　同左　

２．固定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．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、賞与の翌期支給見込額のうち

当事業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

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、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、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

計上しております。
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項目 前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

 

（追加情報）

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、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。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６．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

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1)消費税の会計処理

　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、流動負債その他に含めて

表示しております。

(1)消費税の会計処理

同左

 

(1)消費税の会計処理

　税抜方式を採用しております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（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日に終了する事業年度に係る財務諸

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日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当事業年度から

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。 
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（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）、当期からビデオ

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、当

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、当中間会計期間は、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

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、税引前中間純損失

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22,254千

円増加し、営業利益が同額減少し、経常損失及

び税引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、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての

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60,622千

円増加し、営業利益及び経常利益が同額減少し、

税引前当期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）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

         　　　  ─────────

 

（貸借対照表）

　前中間会計期間において、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、当中間会計期間より

区分掲記しております。なお、前中間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」 1,054,100千円
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年２月28日）

前事業年度
（平成17年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

16,636千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

15,378千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

15,063千円

※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．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．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　短期借入金の当中間会計期間末残高の

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　     ―――――――――――  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。

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

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

  

  

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。

４．貸出コミットメントライン契約

　当社は、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。

４．貸出コミットメントライン契約

　当社は、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。

　当事業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  ─

差引額  8,450,000

　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

　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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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年８月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 231千円

受取手数料  16,475

受取利息 281千円

為替差益

保険解約返戻金

9,688

30,132

デリバティブ利益

 

11,219

 

受取利息 771千円

受取手数料

投資事業組合収益

還付加算金

和解金等

25,600

8,257

9,987

8,820

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 231,111千円

支払手数料  207,135

為替差損  72,542

デリバティブ損失  222,885

支払利息 128,385千円

支払手数料 122,723

  

  

支払利息 369,362千円

支払手数料 310,664

デリバティブ損失  207,041

  

※３．　      ─────── ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．　       ──────

  関係会社株式売却益 427,781千円   

 ※４．特別損失のうち主要なもの

映像使用権等評価損 2,705,060千円

 ※４．特別損失のうち主要なもの

劇場公開中止損失 288,836千円

 ※４．特別損失のうち主要なもの

映像使用権等評価損 3,686,961千円

※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額

有形固定資産 1,828千円

無形固定資産  3,844

有形固定資産 314千円

無形固定資産 4,384

有形固定資産 2,092千円

無形固定資産  7,296
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28日）

前事業年度
（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

累計額相当額及び中間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

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間会
計期間
末残高
相当額
（千円）

有形固定資
産

54,466 35,113 19,353

無形固定資
産

112,789 91,940 20,849

合計 167,256 127,053 40,202

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間会
計期間
末残高
相当額
（千円）

有形固定資
産

20,800 10,758 10,041

無形固定資
産

59,879 50,462 9,417

合計 80,679 61,220 19,459

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

有形固定資
産

24,921 19,980 4,940

無形固定資
産

112,789 98,661 14,127

合計 137,711 118,642 19,068

(2）未経過リース料中間会計期間末残高相当額 (2）未経過リース料中間会計期間末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 23,329千円

１年超 19,736千円

　合計 43,066千円

１年内 10,574千円

１年超 10,192千円

　合計 20,766千円

１年内 12,932千円

１年超 8,046千円

　合計 20,978千円

(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 20,912千円

減価償却費相当額 18,833千円

支払利息相当額 822千円

支払リース料 8,215千円

減価償却費相当額 7,480千円

支払利息相当額 317千円

支払リース料 32,668千円

減価償却費相当額 29,531千円

支払利息相当額 1,210千円

(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

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（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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