
１．平成18年3月期の業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △736円12銭 

※  当社は平成18年５月15日開催の取締役会において、事業年度の末日の変更（毎年３月31日を毎年９月30日へ変更）を決議しており、平成18

年６月27日に開催予定の株主総会において定款の変更（事業年度の末日の変更）が承認されることを前提に記載しております。 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績

等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は連結添付資料の5ペ－ジを参照して下さい。 

平成18年3月期 個別財務諸表の概要 平成18年5月15日

上場会社名 イーディーコントライブ株式会社 上場取引所 東証マザーズ 

コード番号 7853 本社所在都道府県 大阪府 

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

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 小椋 量友紀 

問合せ先責任者 役職名 取締役 経営支援プロジェクトリーダー 氏名 松本 幸男 TEL（06）6150－6780 

決算取締役会開催日 平成18年5月15日 中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 ─────── 定時株主総会開催日 平成18年6月27日 

単元株制度採用の有無 無     

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 2,309 △10.1 △275 － △324 －

17年3月期 2,570 8.9 △49 － △87 －

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 △573 － △4,526 88 － － △50.1 △13.1 △14.0

17年3月期 △102 － △933 71 － － △13.0 △3.6 △3.4

（注）①期中平均株式数 18年3月期        126,789.59株 17年3月期 109,995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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
１株当たり年間配当金 配当金総額 

（年間） 
配当性向 

株主資本 

配当率  中間 期末 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年3月期 0 00 0 00 0 00 0 － －

17年3月期 0 00 0 00 0 00 0 － －

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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 2,491 1,303 52.3 9,139 34

17年3月期 2,462 987 40.1 7,895 02

（注）①期末発行済株式数 18年3月期        142,640株 17年3月期 125,082株

②期末自己株式数 18年3月期 3.16株 17年3月期 3.16株

２．平成18年9月期の業績予想（平成18年4月1日～平成18年9月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり年間配当金 

中間 期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

通 期 1,082  △103  △105   ―  0  00  ― 

ご参考               

(平成18年4月1日～ 

 平成19年3月31日) 
1,142  △163  △166   ― ― ― 



７．個別財務諸表等 
(1）貸借対照表 

    
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金 ※1 784,267   624,721

２．受取手形   155,161   29,625

３．売掛金   635,295   410,699

４．商品   17,248   973

５．製品   8,346   1,128

６．原材料   15,417   21,845

７．仕掛品   270   5,376

８．前払費用   14,783   22,414

９．その他   23,657   11,562

貸倒引当金   △5,053   △5,833

流動資産合計   1,649,396 67.0   1,122,514 45.1

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

(1)建物   26,067 61,120  

減価償却累計額   4,961 21,105 1,031 60,089

(2)機械及び装置   16,336 －  

減価償却累計額   9,942 6,393 － －

(3)車両及び運搬具   3,597 977  

減価償却累計額   2,897 700 111 865

(4)工具、器具及び備品   52,545 7,770  

減価償却累計額   24,899 27,645 1,575 6,195

(5)土地 ※1 166,621   256,859

有形固定資産合計   222,466 9.0   324,010 13.0

２．無形固定資産      

(1)電話加入権   4,342   4,342

(2)ソフトウェア   123,776   64,805

(3)ソフトウェア仮勘定   57,995   12,916

無形固定資産合計   186,114 7.6   82,063 3.3
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

３．投資その他の資産      

(1)投資有価証券 ※1 198,531   806,183

(2)関係会社株式   38,427   19,953

(3)出資金   511   511

(4)破産更生債権等   37,416   72,651

(5)長期前払費用   26,962   30,377

(6)差入保証金   73,018   74,250

(7)長期営業債権   21,240   －

(8)その他   13,023   12,909

貸倒引当金   △32,750   △64,818

投資その他の資産合計   376,379 15.3   952,018 38.2

固定資産合計   784,960 31.9   1,358,092 54.5

Ⅲ 繰延資産      

１．社債発行費   28,568   10,784

繰延資産合計   28,568 1.1   10,784 0.4

資産合計   2,462,925 100.0   2,491,391 100.0 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金   388,018   276,320

２．1年内償還予定の社債   100,000   100,000

３．1年内返済予定の長期借
入金 

※1 301,724   138,627

４．未払金   93,543   83,313

５．未払費用   375   247

６．未払法人税等   8,439   5,316

７．未払消費税等   4,203   －

８．前受金   4,313   1,135

９．預り金   8,546   11,500

10．その他   823   691

流動負債合計   909,988 36.9   617,152 24.8

Ⅱ 固定負債      

１．社債   250,000   150,000

２．長期借入金 ※1 285,510   119,883

３．長期未払金   4,914   169

４．預り保証金   20,000   20,000

５．繰延税金負債   4,988   250,652

６．その他    －   29,898

固定負債合計   565,412 23.0   570,604 22.9

負債合計   1,475,400 59.9   1,187,756 47.7
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）      

Ⅰ 資本金 ※2 927,543 37.7   1,193,612 47.9

Ⅱ 資本剰余金      

１．資本準備金 ※5 474,227 740,296  

資本剰余金合計   474,227 19.2   740,296 29.7

Ⅲ 利益剰余金      

１．当期未処理損失   421,400 995,361  

利益剰余金合計   △421,400 △17.1   △995,361 △40.0

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  7,268 0.3   365,201 14.7

Ⅴ 自己株式 ※3 △114 △0.0   △114 △0.0

資本合計   987,524 40.1   1,303,634 52.3

負債・資本合計   2,462,925 100.0   2,491,391 100.0 

       

（資本の部）      

Ⅰ 資本金 ※2 927,543 37.7   1,193,612 47.9

Ⅱ 資本剰余金      

１．資本準備金 ※5 474,227 740,296  

資本剰余金合計   474,227 19.2   740,296 29.7

Ⅲ 利益剰余金      

１．当期未処理損失   421,400 995,361  

利益剰余金合計   △421,400 △17.1   △995,361 △40.0

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  7,268 0.3   365,201 14.7

Ⅴ 自己株式 ※3 △114 △0.0   △114 △0.0

資本合計   987,524 40.1   1,303,634 52.3

負債・資本合計   2,462,925 100.0   2,491,391 100.0 
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(2）損益計算書 

    
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高      

１．コンピュータメディア
売上高 

  2,115,471 1,732,728  

２．コンテンツ制作その他
売上高 

  454,804 2,570,276 100.0 576,976 2,309,705 100.0 

Ⅱ 売上原価      

１．コンピュータメディア
売上原価 

  1,592,589 1,271,545  

２．コンテンツ制作その他
売上原価 

  280,047 1,872,636 72.9 420,608 1,692,153 73.3

売上総利益   697,639 27.1   617,551 26.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 747,236 29.0   893,062 38.6

営業損失   49,597 △1.9   275,511 △11.9

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   513 178  

２．受取配当金   220 432  

３．受取賃貸料   － 8,332  

４．受取手数料   25 20  

５．保険解約益   2,026 2,247  

６．その他   635 3,422 0.1 1,166 12,377 0.5

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   13,861 11,707  

２．社債利息   1,076 783  

３．支払保証料   4,887 4,339  

４．新株発行費   408 3,664  

５．社債発行費償却   17,784 17,784  

６．たな卸資産評価損   2,242 3,499  

７．貸倒引当金繰入額   － 15,165  

８．その他   722 40,983 1.6 4,122 61,068 2.6

経常損失   87,158 △3.4   324,202 △14.0
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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） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益      

１．投資有価証券売却益   2,948 2,948 0.1 298,975 298,975 12.9

Ⅶ 特別損失      

１．有形固定資産除却損 ※3 2,106 9,563  

２．ソフトウェア除却損   － 43,088  

３．投資有価証券評価損   1,260 12,852  

４．子会社株式評価損   － 28,474  

５．投資有価証券売却損   － 12,263  

６．固定資産減損損失  ※4 － 282,092  

７．システム開発損害金   － 149,483  

８．移転関連費用   10,398 13,765 0.5 7,820 545,638 23.6

税引前当期純損失   97,974 △3.8   570,865 △24.7

法人税、住民税及び事
業税 

  4,728 3,096  

法人税等調整額   － 4,728 0.2 － 3,096 0.1

当期純損失   102,702 △4.0   573,961 △24.8

前期繰越損失   318,697   421,400

当期未処理損失   421,400   995,361
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コンピュータメディア売上原価明細書 

（注）※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

    
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費   1,096,759 79.1   813,956 77.2

Ⅱ 労務費   142,455 10.3   119,438 11.3

Ⅲ 外注加工費   38,535 2.8   4,168 0.4

Ⅳ 経費   107,778 7.8   116,428 11.1

   計   1,385,529 100.0   1,053,991 100.0

  期末仕掛品たな卸高   －   2,996

当期製造原価   1,385,529     1,050,995   

期首製品たな卸高   2,504   5,032

商品仕入高   209,588   226,637

計   1,597,621   1,282,665

他勘定振替高 ※1 －   9,991

期末商品たな卸高   －   13

期末製品たな卸高   5,032   1,114

コンピュータメディア
売上原価 合計 

  1,592,589   1,271,545

       

項  目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 

たな卸資産評価損 － 1,021

たな卸資産除却損 － 2,352

販売管理費 － 6,617

合  計 － 9,991
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コンテンツ制作その他売上原価明細書 

（注）※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

２．コンテンツ制作その他事業における原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

    
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費   188,522 83.4   310,573 85.1

Ⅱ 労務費   26,412 11.7   29,318 8.0

Ⅲ 外注加工費   74 0.0   －

Ⅳ 経費   11,143 4.9   25,321 6.9

計   226,152 100.0   365,213 100.0 

期首仕掛品たな卸高   2,589   270

計   228,741   365,484

期末仕掛品たな卸高   270   2,380

当期制作原価   228,471   363,104

期首商品たな卸高   3,156   17,248

期首製品たな卸高   3,367   3,313

商品仕入高   66,338   50,671

計   301,332   434,338

他勘定振替高 ※1 722   12,756

期末商品たな卸高   17,248   973

期末製品たな卸高   3,313   －

コンテンツ制作その他
売上原価 合計 

  280,047   420,608

          

項  目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 

たな卸資産評価損 722 2,406

シュリ在庫譲渡 － 6,300

販売管理費 － 4,049

合  計 722 12,756
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(3）損失処理案 

    
前事業年度 

株主総会承認日  
（平成17年６月28日） 

当事業年度 
株主総会承認日  

（平成18年６月27日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失   421,400   995,361

Ⅱ 次期繰越損失   421,400   995,361
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

子会社株式 

同  左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

その他有価証券 

同  左 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法を採用しております。 

同  左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・製品・原材料 

総平均法による原価法を採用してお

ります。 

商品・製品・原材料 

同  左 

  仕掛品 

個別法による原価法を採用しており

ます。 

仕掛品 

同  左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

主として定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        3～22年 

機械及び装置    12～17年 

工具、器具及び備品 3～10年 

有形固定資産 

主として定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        3～40年 

機械及び装置    12～17年 

工具、器具及び備品 3～10年 

  無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

  社内における利用可能期間(最長 

  5年)に基づく定額法によっており 

  ます。  

市場販売目的のソフトウェア 

  残存有効期間(最長3年)における 

  販売見込数量を基準に償却してお 

  ります。  

無形固定資産 

同  左 

  長期前払費用 

均等償却を採用しております。 

長期前払費用 

同  左 
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会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．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。 

新株発行費 

     

同  左 

 社債発行費 

商法施行規則に規定する最長期間(3

年)で均等償却しております。 

社債発行費 

同  左 

６．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、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。 

同  左 

７．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同  左 

  

  

  

  

８．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 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

同  左 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── 1.固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」 

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意 

見書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固 

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計 

基準委員会平成15年10月31日企業会計基準適用指針第 

6号）を適用しています。これにより、税引前当期純利 

益は282,092千円減少しています。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しておりま

す。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１．担保に供している資産 

定期預金           125,091千円 

定期積金            16,000千円 

土地             166,621千円 

投資有価証券          9,588千円 

   合計           317,300千円 

上記の担保付債務 

１年内返済予定の長期借入金  111,900千円 

長期借入金             143,679千円 

   合計           255,579千円 

※１．担保に供している資産 

定期預金             95,039千円 

土地               40,787千円 

   合計            135,826千円 

上記の担保付債務 

１年内返済予定の長期借入金    53,070千円 

長期借入金               63,609千円 

   合計             116,679千円 

上記の他、1年内返済予定の長期借入金17,000千円に

ついて、総財産担保留保条項が付されております。 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数(普通株式)     308,000株 

発行済株式総数(普通株式) 125,085.16 株 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数(普通株式)       308,000株 

発行済株式総数(普通株式)  142,643.16株 

※３．自己株式の保有数 

普通株式            3.16 株 

※３．自己株式の保有数 

普通株式             3.16株 

４．配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は7,279千

円であります。 

４．配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は365,201千

円であります。 

※５．準備金による欠損てん補 

平成14年6月7日開催の定時株主総会において下

記の欠損てん補を行っております 

資本準備金        201,933千円 

※５． 

───────  

 ６．資本の欠損の額は421,514千円であります。  ６．資本の欠損の額は995,475千円であります。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は57.0％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は43.0％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額     1,641千円 

役員報酬        17,896千円 

給料及び手当      310,909千円 

福利厚生費       39,651千円 

支払手数料       106,530千円 

賃借料         27,416千円 

減価償却費       42,012千円 

旅費交通費       56,366千円 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は54.2％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は45.8％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額      17,683千円 

役員報酬        19,060千円 

給料及び手当      324,137千円 

福利厚生費       43,250千円 

支払手数料       139,931千円 

賃借料         28,572千円 

減価償却費       50,614千円 

旅費交通費       58,311千円 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

              17,121千円 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

               2,537千円 

※３．有形固定資産除却損の内訳 

 建物           1,837千円 

      工具、器具及び備品     268千円 

※３．有形固定資産除却損の内訳 

 建物            6,320千円 

      工具、器具及び備品     3,243千円 
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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） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

─────── ※４. 減損損失 

   当事業年度において、以下の資産について減損損失を 

計上しております。 

 原則としてプロジェクトごとに、また遊休資産について 

は物件ごとにグル－ピングを実施しております。 

場所 主な用途 種類 
減損損失

（千円） 

本社(大阪市) 事務所 

建物、工器具備品、 

ソフトウェア、 

リ－ス資産等 

63,324 

東京支社 

(千葉市) 
物流設備 

建物、機械装置、 

工器具備品、 

リ－ス資産等 

50,012 

東京営業所 

(東京都新宿 

区)  

事務所 

建物、工器具備品、 

ソフトウェア、 

リ－ス資産 

18,389 

幕張営業所 

(千葉市)  
事務所 

建物、工器具備品、 

ソフトウェア 
24,531 

大阪府枚方市

  遊休 

(当初社宅

用地として

取得)  

土地  125,834 

  競争の激化等により予想以上に収益性の低下しているTAP・

DNA・M:I・OPL・システム開発プロジェクト及び全社共用資

産における本社、東京支社、東京営業所及び幕張営業所に

係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（156,257千円）として特別損失に計

上しております。 

 遊休資産である上記物件については、近年の継続的な地 

価の下落により、回収可能価額が著しく下落したため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を固定資産 

減損損失（125,834千円）として特別損失に計上しておりま

す。 

 その内訳は、建物29,848千円、機械及び装置6,499千円、

車両及び運搬具386千円、工具器具及び備品21,930千円、土

地125,834千円、ソフトウェア50,202千円、ソフトウェア仮

勘定1,356千円、長期前払費用16,133千円、リ－ス資産

29,898千円であります。 

 遊休資産の回収可能価額は、土地の正味売却価額により

測定しており、正味売却価額は近隣の取引事例を基準とし

て測定しております。 

 その他の資産の回収可能価額は、使用価値により測定し

ており、将来キャッシュフロ－は6.9％で割り引いて算出し

ております。 
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① リース取引 

② 有価証券 

前事業年度末（平成17年3月31日） 

当事業年度末において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度末（平成18年3月31日） 

当事業年度末において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(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期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額（千
円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置 15,700 2,429 13,270

工具、器具及
び備品 

6,347 2,296 4,050

ソフトウェア 2,291 1,565 725

合計 24,338 6,292 18,046

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) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

機械及び装置 15,700 4,672 11,027 －

工具、器具及
び備品 

6,347 3,355 2,992 －

ソフトウェア 2,291 2,024 267 －

合計 24,338 10,052 14,286 －

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,524千円

１年超 15,109千円

合計 18,633千円

１年内 3,254千円

１年超 11,854千円

合計 15,109千円

リース資産減損勘定の残高       14,286千円

(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、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 4,713千円

減価償却費相当額 3,929千円

支払利息相当額 1,200千円

支払リース料      4,527千円

リース資産減損勘定の取崩額  －  

減価償却費相当額      3,759千円

支払利息相当額      1,002千円

減損損失     14,286千円

(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 

(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 
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③ 税効果会計 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)  

土地 20,518千円

貸倒引当金繰入超過額 7,477千円

たな卸資産 2,512千円

未払事業税 2,055千円

その他 1,302千円

小計 33,864千円

評価性引当額 △33,864千円

繰延税金資産合計 －

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △4,988千円

繰延税金負債合計 △4,988千円

繰延税金資産（負債）の純額 △4,988千円

   

(繰延税金資産)  

土地    20,518千円

貸倒引当金繰入超過額   23,853千円

投資有価証券    16,820千円

固定資産減損   114,811千円

ソフトウエア   17,536千円

繰越欠損金   182,215千円

その他      8,453千円

小計    384,208千円

評価性引当額  △384,208千円

繰延税金資産合計 － 

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金  △250,652千円

繰延税金負債合計  △250,652千円

繰延税金資産（負債）の純額  △250,652千円

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

当事業年度については、税引前当期純損失を計上し

ているため、記載しておりません。 

  

          同左 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額（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。 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 7,895円02銭     9,139円34銭 

１株当たり当期純損失金額 933円71銭    4,526円88銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されているた

め、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されているた

め、記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額（当期純損失金

額） 
    

当期純損失（千円） 102,702 573,961 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期損失（千円） 102,702 573,961 

期中平均株式数（株） 109,995.00           126,789.59 

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めなか

った潜在株式の概要 

新株引受権 30,914株 

新株予約権  1,450個 

  

新株引受権  13,616株 

新株予約権    860個 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．投資有価証券の売却  

株式会社ザッパラスの上場に伴う株式売出しへの参加に

より、当社保有株式を以下のとおり売却し、投資有価証券

売却益55,128千円を計上しています。 

１．会社分割による持株会社移行および商号変更 

当社は、平成18年４月27日開催の取締役会において、

平成18年10月１日(予定)を期して会社分割により当社の

全ての営業を新会社へ承継させ、純粋持株会社へ移行す 

  銘柄名  株式会社ザッパラス ることを決定いたしました。 

  株式数 80株 なお、持株会社制への移行に関して必要となる事項につ 

  受渡日 平成17年5月27日 いては、平成18年６月27日に開催予定の定時株主総会に 

  帳簿価格 13,691千円 付議する予定です。 

   売却代金  68,820千円 本分割後、当社は商号を本年10月1日(予定)に「株式会社 

YAMATO」へと変更し、引き続き上場会社となる予定であ

ります。 

２．株式会社伽楽可楽との営業譲渡契約の締結   

当社は、平成17年6月1日開催の取締役会において、「プ

ロジェクトシュリ」部門を株式会社伽楽可楽に営業譲渡す

ることを決議し、同日をもって営業譲渡契約を締結してお

ります。 

（1）営業譲渡の理由  

「コンテンツ制作事業」の一部である「プロジェクトシ

ュリ」部門につきましては、平成13年2月の発足以来、沖

縄をテ－マとした出版やオリジナル商品の企画開発等の事

業活動を行ってまいりましたが、これまでに得られた沖縄

に関するコンテンツや人脈、出版・物販でのノウハウを最

大限に活かし、沖縄から本土に向けての情報や文化の発信

基地となるべく、同プロジェクトが関わる営業の一切を譲

渡することとなりました。 

 なお、当社では株式会社 伽楽可楽への出資及び同社事

業への参画の方向で検討しており、今後は事業パ－トナ－

としての関係を継続していく見込みであります。 

  

（会社分割(新設分割)の目的) 

持株会社制移行により、市場環境の変化に機動的に対

応できる組織体制を構築することでコア事業の競争力を

高め、「グループ企業価値」の最大化を目指します。新

たな持株会社制においては、機能特性に応じて分社され

た各事業会社が自ら属する市場において、市場環境、お

客様のニーズの変化に対してスピーディーに対応するこ

とができるよう、明確な権限と責任の下、自主独立経営

を徹底してまいります。 

  

（新設会社が承継する権利義務） 

（新）イーディーコントライブ株式会社 

リムジンエンターテイメント株式会社が承継する営業お

よび投資業以外の営業に関する資産および負債ならびに

これに付帯する一切の権利義務（一定のものを除く） 

 (2）営業譲渡の内容 

  ①プロジェクトシュリの内容： 

   沖縄をテ－マとした出版やオリジナル商品の企画 

   開発等 

   ②プロジェクトシュリの平成17年3月期の経営成績 

    売上高     33,125千円 

    売上総利益   16,500千円 

    営業損失    17,584千円 

   ③譲渡資産の内容 

    流動資産    12,572千円 

    固定資産     1,739千円 

    流動負債     △292千円 

     合計     14,019千円     

   ④譲渡価額および決済方法 

    譲渡価額    65,000千円 

    決済方法    両者協議の上、決定 

リムジンエンターテイメント株式会社 

ライブハウスの運営・音楽レーベル事業の営業に関する

資産および負債ならびにこれに付帯する一切の権利義務

（一定のものを除く） 

  

（承継させる資産、負債の項目及び金額） 

(新)イーディーコントライブ株式会社（単位：千円） 

リムジンエンターテイメント株式会社（単位：百万円） 

    資  産     負  債  

  項 目  帳 簿 価 額   項 目   帳 簿 価 額 

流動資産  590,506 流動負債  348,889 

固定資産 201,889 固定負債  50,068 

合計  792,395 合計  398,958 

    資  産     負  債  

   項 目  帳 簿 価 額    項 目   帳 簿 価 額 

流動資産 60,038 流動負債  2,105 

固定資産  1,962 固定負債  － 

合計  62,000 合計  2,105 
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８．役員の異動 

（1）代表者の異動 

   該当事項はありません 

  

（2）その他の役員の異動 

  ① 新任取締役候補 

    未定 

※平成18年３月13日開催の当社取締役会において、当社創業者 川合 アユムにつきましては、平成18年６月27日開催の定時株主総

会の承認決議を前提に、取締役就任を内定しております。 

  ② 退任予定取締役                            

        未定                       

                                               以上 

  

     

  

  

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （3）営業譲渡先の概要   

 名称 株式会社伽楽可楽     

 主な事業内容 沖縄をテ－マとした出版・飲

食・物販・産直事業 

    

 設立年月日 昭和59年7月4日     

 本店所在地 沖縄県那覇市牧志三丁目２番30

号 

    

 代表者 阿南 満三     

 資本の額 22,000千円     

 従業員 ３名     

 当社との関係 資本関係、人的関係及び取引関

係につきましては、該当事項は

ありません。 
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