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１． １８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 
(1)連結経営成績                               （百万円未満切捨） 
 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 
１７年３月期 

１，５２６    23.0  
１，２４０     － 

    △６１５   － 
    △５２９   － 

      △７１６   －
       △５３９     － 

 

 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
１７年３月期 

△６７７   19.0 
△５６８    － 

△5,273 74
△8,581 88

－ 
－ 

△33.5  
△78.9 

△14.7  
△14.0 

△46.9  
△43.8 

(注) ①持分法投資損益 １８年３月期△４百万円  １７年３月期   △１５百万円 
     ②期中平均株式数 １８年３月期 １２８，３８１株  １７年３月期 ６６,２６９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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
   ⑤前期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期における対前年同期増減率は記載してお

りません。 
(2)連結財政状態                               （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 
１７年３月期 

５，６８１ 
４，０６８ 

３，３１７ 
７２０ 

58.4    
17.7 

15,947  26  
9,366  37 

(注) 期末発行済株式数 １８年３月期 ２０８，０２３株  １７年３月期 ７６,９５８株 
     
 
(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 
１７年３月期 

△382 
△410 

△2,471 
△852 

1,946
 2,299 

955
1,163 

 
(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  4 社 持分法適用非連結子会社数 5 社 持分法適用関連会社数  １社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
  連結（新規）  3 社（除外）   －社  持分法（新規）  4 社 （除外）   －社 
 
２．平成１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

１株当たり年間配当金  売 上 高     
 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 
通   期 

    714 
   2,260 

     7
     313

7
     313

0.00 
― 

― 
0.00 

―
0.00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 1,504 円 64 銭 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因
に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大
きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定につきましては、添付資料の 4 ペー
ジを参照してください。 

 
 
 
 
 



２．添付資料 
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（ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会

社）、子会社 4 社及び持分法非適用連結子会社 5 社､持分法適用関連会社１社により構成されており

ます。当社は創業以来、デジタルコンテンツ業界において、コンテンツ関連投資及びビジネスコー

ディネーション業務等を通じて知的財産権の管理並びに流動化・証券化等のアレンジメントを手が

けてまいりましたが、平成１６年１２月３０日に施行された改正信託業法に基づき、平成１７年５

月２７日に内閣総理大臣より信託会社の免許を交付され、同年６月１３日より信託業務を開始して

おります。 
当社グループの主要な業務内容は次のとおりであります。 
① 信託業務及び関連事業 

平成１７年６月より開始した業務であり、著作権等の知的財産権をはじめとして、金銭、金銭

債権、有価証券、動産を対象とする信託業務を行っております。具体的には映画等のコンテンツ

に関し、制作会社より著作権等の信託を受け、交付した信託受益権を投資家に販売することによ

り資金調達を支援するとともに、その著作権等の運用による収益を投資家に分配する業務を中心

に手がけております。資金調達を目的とする流動化信託業務以外に、信託財産の管理運用のみを

行う管理信託業務もあります。 
② デジタルコンテンツ・アレンジメント業務 

従来から行っているビジネスコーディネーション業務やデジタルコンテンツ投資関連業務等

が含まれます。 
ビジネスコーディネーション業務では、コンテンツビジネスを事業化するためのコンサルティ

ングやビジネスモデル構築の支援、流通･配信に関するアドバイスなどを行っています。最近は、

動画コンテンツの権利保持者から作品を預かり、各種権利処理を行った上でブロードバンド配信

業者に対して作品を提供するコンテンツアグリゲーション業務が急速に拡大しています。また、

デジタルコンテンツに関する出版物又はデジタルコンテンツと連携した出版物等を出版する株

式会社九天社に対しては、企画立案・編集業務の支援などを行っておりますが、今後デジタルコ

ンテンツと活字媒体の融合によるシナジー効果が図れる業務を推進していきたいと考えており

ます。 
デジタルコンテンツ投資関連業務としては、アイディアはあるが資金力のない中小の制作会社

が、著作権を保持しつつ適正な収益配分を受けることのできる仕組みとして考案された常設のコ

ンテンツ投資ファンド「東京マルチメディアファンド」の運営・管理を行っております。 
その他、著作権や特許権など知的財産権の管理に関するアドバイス業務として、権利処理に関

する代行やコンサルティング、調査などを行っています。 
③ その他の事業 

デジタルコンテンツの普及・インフラ拡大を図る目的で平成１６年７月に設立された連結子会

社の株式会社バズスタイルが行う事業であり、デジタル AV 家電の企画・販売業務等のハードウ

ェアセールス事業です。 
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 [事業系統図] 

 
デジタルコンテンツに関する事業化支援 

 
知的財産権の信託 

金 銭 の 信 託 
（信託業務） 

事業アドバイス等 
（ビジネスコーディネーション業務） 

直接投資等 
（投資関連業務） 

  

企画

出

知的財産権 知的財産権 

金  銭 金  銭 

受益権等 受益権等 
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人
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個
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TMF2、3､ﾕﾋﾞｷｬｽﾄ
  
 
（連結子会社）
 

業務提携                   デジタルコンテンツに関する 

企画立案支援 ハードウェア(デジタル AV 家電) 

の販売 
（連結子会社） 

立案・編集業務の支援               デジタルコンテンツに関する 

版物の製造販売 出版物又はデジタルコンテンツ 

と連携した出版物の販売 

㈱バズスタイル 

㈱九天社  

           （持分法適用関連会社） 
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２．経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、ブロードバンド化やデジタル化の進展に伴い市場規模の拡大が期待されるデジタルコン

テンツ分野において、優良なデジタルコンテンツ制作会社を育成し、我が国の情報産業全体の発展

につなげていくことを創業の理念としております。この理念のもと、デジタルコンテンツ投資関連

業務や信託スキーム等を､制作規模や環境に応じて提供することによりデジタルコンテンツ産業の

インフラ整備・拡充を図っております。 
(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、経営基盤の充実と将来の事業展開のための内部留保の充実を念頭に、株主各位に対する

利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。当社は、経済金融情勢、業界の動向、

企業体質と今後の事業展開等を総合的に勘案したうえで、将来の配当などによる株主への利益還元

を考えております。なお、会社法施行後の配当回数については特段の変更はありません。 
(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式市場において適正な株価形成の促進のためには、株式の流動性が確保されているこ

とが重要であると考えております。また､そのためには投資家の皆様にとって購入しやすい株価水

準であることも必要であると考えております。 
当社は、平成１６年５月２０日に１：５の株式分割､平成１７年１１月１８日に１：２の株式分

割を行っております。 
今後も株式流通の活性化と投資家層の拡大を目的とした投資単位の引下げにつきましては､市場

環境等を勘案しながら、適宜検討してまいりたいと考えております。 
(4) 目標とする経営指標 

当社は、業歴及び企業規模等の観点から成長途上の段階にあると認識しており、早期に売上高・

利益の規模を拡大させることが課題であると考えております。そのためには、信託財産の積上げ､

それに伴う売上高、利益の額を当面重視すべき経営指標として業務拡大、企業価値の最大化を図っ

てまいります。 
平成１９年３月期における通期の業績予想は、売上高 2,260 百万円、経常利益 313 百万円、当期

純利益 313 百万円の達成を重要な目標として位置付けております。 
(5) 中長期的な会社の経営戦略 

① 事業体制 
当社は平成１７年６月１３日より、著作権等の知的財産権を主に扱う信託会社に移行したこと

を受け、今後は信託機能を活用しつつ、積極的に知的財産権のアレンジメント業務に取り組んで

まいります。 
信託業務を中核業務として位置付け、その強化を図っていくとともに、状況に応じてビジネス

コーディネーション業務や投資関連業務等、その他の業務とのバランスを保ちながらシナジー効

果を発揮できる事業体制の構築を目指します。 
② 組織・人材 

専門知識とビジネス感覚に優れた人材の採用、育成に努めるとともに、個々の人材がその専門

性とヒューマンネットワークを存分に発揮できる組織づくりを目指します。また、信託業務の開

始に伴い、信託財産の管理及び運用を行う専門部署や内部監査部、コンプライアンス室を新設し、
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社内の管理体制を強化しております。 
③ コラボレーション 

当社は、デジタルコンテンツ業界に関連する企業とのコラボレーション形成を重視しており､

これまでも松竹株式会社や、株式会社角川書店、株式会社ゴンゾ、有限会社シネカノンなどとコ

ンテンツ制作及び資金調達の支援に関する連携を発表しております。また、信託商品の販売強化

を図るため有力な証券会社等との連携を進めており、すでにジェット証券株式会社、日興コーデ

ィアル証券株式会社が当社の信託契約代理店として登録しております。 
(6) 会社の対処すべき課題 

① 信託業務及び関連事業 
今後より一層のデジタル化・ブロードバンド化の進展が予想される中、デジタルコンテンツ市

場もこうした動きに合わせて大きく成長するものと期待されます。当社は市場の拡大に伴うデジ

タルコンテンツ業界のニーズに対応するため、信託スキームを活用した新たな金融商品を開発し、

業界内に対して信託スキームのメリットをアピールすることで受託財産額の積上げを図り、信託

業務及び関連事業を拡大していきます。 
② デジタルコンテンツ・アレンジメント業務 

ブロードバンド配信ビジネスの本格的な立ち上がりを受け、コンテンツアグリゲーション業務

への取組みを強化し、売上拡大を目指します。デジタルコンテンツ投資関連業務に関しては、既

存ファンド及び平成１７年４月に独立行政法人中小企業基盤整備機構と共同で組成したファン

ドの募集及び運営を積極的に行い、有望な作品や制作会社を発掘するとともに、パフォーマンス

のアップを図っていきます。 
③ 人材の確保 

以上の事業展開を着実に進めるためには、高度な専門知識とビジネス感覚を兼ね備えた優秀な

人材の確保が不可欠であります。引き続き優秀な人材の採用と育成を重要な経営課題として位置

付け、積極的に取り組んでまいります。 
④ 海外チャネルの開拓 

デジタルコンテンツ業界のグローバル展開に向け、海外でのマーケティング推進体制及びディ

ストリビューション・チャネルの開拓体制の構築を進めてまいります。 
(7) 親会社等に関する事項 

当社は、親会社等を有しておりませんので、該当事項はありません。 
 (8) その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
(1)経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油や鉄鋼・銅などの素材価格高騰という企業業績に対

するマイナス要因は発生したものの、広範な業種における企業収益と家計消費の明らかな回復が見

られました。さらに、デフレ脱却や金融政策の変更が議論されるなど、総じて景気は底堅く推移し

ました。 
一方、デジタルコンテンツ業界に関しましては、大容量動画コンテンツ配信の本格化、地上デジ

タル放送の開始、ワンセグを含めた携帯電話へのコンテンツ配信の充実等、メディアの多様化・分

散化が進む一方、大画面薄型テレビや第３世代携帯電話、携帯音楽プレーヤーの普及、次世代 DVD
の登場、ブロードバンド通信回線の普及等、ハード面・インフラ面の整備も進み、更に今まで以上

の付加価値を高めたデジタルコンテンツが求められています。 
このような環境のもと、当社グループ（当社及び当社の関連会社）は、デジタルコンテンツ業界

におけるアレンジメント業務を手がけて参りましたが、平成１７年５月に信託免許を取得したこと

により、新たに信託という法的にも整備された金融の仕組みを使った信託業務を開始し、売上拡大

を果たしております。 
当連結会計年度の売上高につきましては１，５２６百万円（前年同期比２３.０％増）となりまし

たが､人件費・経費の増加、匿名組合等の出資に係る損失･評価損などの取込により売上原価が１，

４８４百万円（前年同期比２０.１％増）、販管費が６５７百万円（前年同期比２３.１％増）と増加

したことなどにより､営業損失は６１５百万円（前年同期比１６.２％増）、経常損失は７１６百万円

（前年同期比３２.７％増加）、当期純損失は６７７百万円（前年同期比１９.０％増加）となりまし

た。 
なお､当社グループのセグメント別の売上高は以下のとおりです。 

 
前連結会計期間 

（自 平成16年４月 1日 

  至 平成17年３月31日）

当連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 事業部門別 

金額（千円）   構成比（%） 金額（千円）  構成比（%） 

デジタル・コンテンツアレンジメント事業 1,213,144 97.8 1,281,082 83.98 

信託関連事業 － ― 223,691 14.7 

その他事業 27,532 2.2 21,207 1.4 

合 計 1,240,676 100.0 1,526,481 100.0 

 
 (2)財政状態 

当連結会計期間におけるにおける現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高１,
１６３百万円と比べ２０７百万円減少し、当連結会計期間末には９５５百万円となりました。 
当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） 
営業活動によるキャッシュ・フローは３８２百万円のマイナスとなりました。これは主に、税金

等調整前純損失が７０３百万円、売上債権の増加額が５０９百万円となったことによるものであり
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ます。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動に伴うキャッシュ・フローは２,４７１百万円のマイナスとなりました。これは主に無形

固定資産の取得５００百万円､短期貸付による支出１,７４６百万円を反映したものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動に伴うキャッシュ・フローは１,９４６百万円のプラスとなっております。これは、新株

の発行による収入１,５１４百万円を反映したものです。 
当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 16 年 3 月期 平成 17年 3月期 平成 18 年 3 月期 
自己資本比率 49.9% 17.7％ 58.4％ 

時価ベースの

自己資本比率 85.6% 211.7％ 323.3％ 

債務償還年数 － － － 
ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯ

ｼﾞ･ﾚｼｵ － － － 

      自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    （注）16 年 3 月期ならびに､18 年 3 月期中間期の株式時価は株式分割の権利落後の終値を使用しております。 

      （株式分割比率は 16/3 期においては 1:5、18/3 期においては 1：2） 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）1.当社は､平成 17 年 3 月期より､連結財務諸表を作成しておりますので､16 年 3 月期は単体の数値を記載

しております。 

     2.平成 16 年 3 月期以降、営業活動のキャッシュ・フローがマイナスであったため､債務償還年数およびイ

ンタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

   (3)次期の見通し 
   デジタル化・ブロードバンド化の進展が予想される中、デジタルコンテンツ市場もこうした動き

に合わせて大きく成長するものと期待されております。 
このような状況下、当社はコンテンツ制作者を支援するという理念のもと､平成 17 年 5 月に信

託免許を取得することにより､新たに信託という法的に整備された金融の仕組みを使ったコンテ

ンツの資金調達の支援業務を開始いたしております。 
今後は､映画などの著作権権信託スキームを用いた「シネマ信託」を初めとした新たな金融商品

の組成開発に積極的に取り組んでいく方針であります。 
信託受託財産額につきましては､平成 18 年 3 月末で８７億円となっております。次期の受託財

産額については５８７億円の積み上げを計画しておりますが､知財信託については､著作権が発生

してから信託されることなどから､遅延リスクが生じることを見込み､４６９億円の受託財産額を

見込んでおります。信託案件の組成に伴う手数料につきましては､通期の信託報酬を４４７百万円

から遅延リスクを勘案し３５７百万円を見込んでおります。その他信託関連報酬についても通期

７２９百万円目標に対し遅延リスクを勘案し､５８３百万円を見込んでおります。この結果､信託

関連収入の合計は１,１７６百万円､遅延リスク勘案後では９４０百万円を見込んでおります。 
一方で､従来､デジタル・コンテンツアレンジメント事業で実施していた組合等の組成アレンジ
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業務に関しては､当社の財務上のリスクが発生することから､当該業務から撤退等を行い､信託ス

キームへの移行を図ってまいります。 
アレンジメント事業については､１,０７０百万円の売上高を見込んでおりますが､従来の組案投

資案件評価損等１８０百万円を見込み､売上総利益８０百万円を見込んでおります。 
この結果､平成 19 年 3 月期における売上高は､２,２６０百万円､経常利益３１３百万円､当期純

利益３１２百円を見込んでおります。 

(4)事業等のリスク 
当社及び当社グループ事業に関するリスク要因となりうる主要な事項は以下のとおりでありま

す。 
①コンテンツマーケットに関するリスク 

デジタルコンテンツビジネスのマーケット規模は､今後も大きく拡大するものと想定されてお

りますが､予期しない何らかの事情でマーケット環境悪化等が発生した場合には、当社の業績に

影響を与える可能性があります。 
②競合激化に関するリスク 

知的財産権の信託が平成16年末の法改正により実現され以降､当社のようにコンテンツを中心

とした知的財産権をメインに取扱う信託会社は他に存在しておりませんが､信託銀行をはじめと

した金融機関等が当社のビジネス領域に進出した場合には､競争激化により当社グループの経営

成績に影響を与える可能性があります。 
また､一般事業会社においても信託業への進出が可能となったことから､当社と同様の業務を

行う企業が出現した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
③出資金等の回収に伴うリスク 

当社は､コンテンツ制作会社の企業リスクと切り離した形でデジタルコンテンツ制作企画に対

して資金供給を側面からサポートしており､様々なプロジェクトに対し出資を行っております。

コンテンツビジネスは､大ヒットした場合､大きな収益が見込める反面､期待どおりの収益が確保

できないという可能性もあります。コンテンツプロジェクト投資に対して､当社はリスク・リタ

ーン分析を行いながら､適切な投資判断を行っておりますが､プロジェクト収益が予想を大きく

下回ることも想定されます。このような場合､当社の出資額に対する全額回収が見込めない可能

性もあり､当社の業績に影響を与える可能性があります。 
④人材の確保について 

当社の業務は、ハード・ソフト面でのコンテンツ知識と信託業務を行うための金融の知識が要

求されていることから､今後の事業拡大における重要な要素は、優秀なスタッフの確保にあると

考えております。 
更なる業務拡大を図るためには、優秀な人材の確保が最重要の課題として考えておりますが､

当社の求める人材確保が計画どおりに進まなかった場合には、ビジネスチャンスを逃すことや､

プロジェクト遅延などが発生することになり､そのような場合には当社の業績に影響を与える可

能性があります。 
⑤ インセンティブ・プランについて 

当社は、取締役及び従業員の意欲や士気を高め当社の業績向上に資するため、ストックオプシ

ョンの付与を行っております。 
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なお､将来的に本新株予約権の権利行使がなされた場合には､保有株主の株式価値を希薄化さ

せる可能性があります。 
また､当社は今後についても企業価値の最大化を図るべく､優秀な人材確保のため、必要に応じ

てストックオプション等のインセンティブ・プランを継続して検討していく方針です。 
⑥継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況について 

当社グループは､前期 529,881 千円、当期 615,568 千円と大幅な営業損失を計上し､また､前期

410,969 千円、当期 382,951 千円と大幅な営業キャッシュフローのマイナスとなっております。

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います。 
当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価

損の取込により生じたものであります。 
当社グループは、当該状況を解消すべく､当期より開始した信託業務を事業の中核として、信託

スキームを活用した新たな金融商品を開発し、信託スキームのメリットをアピールすることで受

託財産額の積み上げを図り、信託業務及び関連事業による収益拡大により、利益計上体質への改

善を目指す計画であります。 
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１【連結財務諸表等】 
(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

 
当連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 
 

 

増 減 

 
 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２ 1,163,049 1,075,968  △87,081

２．受取手形及び売掛金  340,415 850,180  509,765

３．営業投資有価証券 ※１ 906,395 613,181  △293,214

４ 営業出資金  797 -  △797

５．たな卸資産  387,441 236,895  △150,546

６．短期貸付金  - 1,672,920  1,672,920

 ７．その他  88,171 105,647  17,476

  貸倒引当金  - △4,069  △4,069

流動資産合計  2,886,271 70.9 4,550,724 80.1 1,664,452

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

 （1）建物及び構築物  333   

   減価償却累計額  261 71

 
333

284
48  △23

 （2）工具器具備品  2,543   

   減価償却累計額  1,706 837

5,874

2,551 3,323  △2,486

有形固定資産合計  0.0 3,372 0.1 2,464

２．無形固定資産  

908

  

(1)ソフトウェア  198,865 537,781  338,915

(2)その他  1,357 1,833  475

 無形固定資産合計   200,225 4.9 539,615 9.5 339,390

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券 ※１ 873,428 369,361  △504,067

(2)出資金  44,965 94,807  49,843

(3)その他  60,789 119,718  58,929

貸倒引当金  △9,243 △9,243  -

投資その他資産合計  969,936 23.9 574,643 10.1 △395,293

固定資産合計  1,171,069 28.8 1,117,631 19.7 △53,438
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前連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 
当連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 
増減 

 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

Ⅲ 繰延資産     

１．新株発行費   3,006 9,413  6,407

２.社債発行費   8,206 4,103  △4,103

繰延資産合計   11,212 0.3 13,517 0.2 2,305

資産合計   4,068,555 100.0 5,681,873 100.0 1,613,317

     

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金   135,814 312,482  176,668

２．短期借入金 ※５  937,500 1,150,000  212,500

３．1年以内返済予定長
期借入金 

  33,200 25,300  △7,900

４．組合出資預り金   118,377 51,647  △66,730

５．未払法人税等   3,079 9,248  6,169

６．その他   34,162 96,323  62,160

流動負債合計   1,262,133 31.0 1,645,002 29.0 382,869

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   325,300 300,000  △25,300

２．社債   1,760,000  △1,760,000

３．新株予約権   -

- 
 

20,000  20,000

固定負債合計   2,085,300 51.3 320,000 5.6 △1,765,300

負債合計   3,347,433 82.3 1,965,002 34.6 △1,382,431

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   300 0.0 399,473 7.0 399,173

（資本の部） ※３    

Ⅰ 資本金   635,691 15.6 2,272,911 40.0 1,637,220

Ⅱ 資本剰余金   547,291 13.4 2,184,511 38.4 1,637,220

Ⅲ 利益剰余金   △460,603 △11.3 △1,137,653 △20.0 △677,050

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  △1,523 △0.0 △333 △0.0 1,190

Ⅴ 自己株式 ※４  △36 △0.0 △2,038 △0.0 △2,002

資本合計   720,820 17.7 3,317,397 58.4 2,596,577

負債、少数株主持分及
び資本合計 

  4,068,555 100.0 5,681,873 100.0 1,613,317
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

増減 
 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比

（％） 
金額（千円 

百分比 
（％） 

金額 
（千円） 

Ⅰ 売上高  1,240,676 100.0 1,526,481 100.0 285,805

Ⅱ 売上原価 ※１ 1,236,337 99.7 1,484,650 97.3 248,313

売上総利益  4,339 0.3 41,830 2.7 37,492

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 534,220 43.0 657,399 43.0 123,179

営業損失  529,881 △42.7 615,568 △40.3 85,687

Ⅳ 営業外収益    

 １．受取利息  742 4,889   

 ２．匿名組合損益分配金  38,970 -   

 ３．雑収入  756 40,468 3.3 3,226 8,115 0.5 △32,353

Ⅴ 営業外費用   
 
 

 

 １．支払利息  21,543 27,770   

 ２．持分法投資損失  15,669 4,365   

 ３．新株発行費償却  3,016 7,713   

 ４．社債発行費償却  4,283 4,103   

 ５．支払手数料  -  25,790   

 ６．組合損益分配額  - 32,855   

 ７．投資有価証券評価損  - 5,956   

 ８．雑損失  5,779 50,292 4.1 50 108,604 △7.1 58,312

経常損失  539,705 △43.5 716,057 △46.9 176,352

Ⅵ 特別利益    

 １．持分変動損益  - - - 12,274 12,274 0.8 12,274

Ⅶ 特別損失    

 投資事業組合損失  21,135 21,135 △1.7 -  

    

税金等調整前当期純損失  560,840 △45.2 703,782 △46.1 △142,942

法人税、住民税及び事業税  1,070 1,130   

法人税等調整額  8,931 10,001 △0.8 - 1,130 △0.1 △8,871

少数株主損失  2,123 0.2 27,862 1.8 

当期純損失  568,718 △45.8 677,050 △44.4 △108,332
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計期間 
（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） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  500,513 547,291 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．ストックオプション行使
による新株の発行 

 26,778 6,365  

２.転換社債型新株予約権付
社債の権利行使による 

  新株の発行 
 20,000 880,000      

３．新株予約権行使による新
株発行 

 - 46,778 750,854 1,637,219 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  547,291  2,184,511 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  111,623  △460,603 

Ⅱ 利益剰余金減少高    

１．持分法除外による減
少高 

 
3,336

  

２．持分の減少による減
少高 

 170   

３．当期純損失  568,718 572,226 677,050 △677,050 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △460,603 △1,137,653 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税金等調整前当期純損失  △560,840 △703,782 

減価償却費  49,322 162,274 

持分法による投資損失  15,669 4,365 

貸倒引当金の増加額  4,075 4,069 

受取利息  △742 △4,889 

支払利息  21,543 27,770 

支払手数料  - 25,790 

投資有価証券評価損  - 5,956 

持分法変動損益  - △12,274 

売上債権の増減額  256,492 △509,765 

たな卸資産の増減額  △368,740 150,546 

営業投資有価証券及び営
業出資金の増減額 

 228,277 189,441 

仕入債務の増減額  △18,638 176,668 

組合出資預り金の増減額  81,063 △66,730 

その他  △15,879 190,610 

小計  △308,396 △359,954 

利息及び配当金の受取額  520 5,032 

利息の支払額  △23,707 △27,439 

法人税等の支払額  △79,385 △595 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △410,969 △382,951 
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前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（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） 金額（千円） 

 投資活動によるキャッシュ・

フロー 
  

定期預金の預入による支

出 
 - △120,000 

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △483 △3,527 

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △168,912 △500,601 

貸付による支出  △113,002 △1,746,987 

貸付の回収による収入  46,362 72,140 

投資有価証券の取得及び

出資による支出 
 △647,750 △226,950 

投資有価証券及び出資金

回収による収入 
 31,402 79,023 

保証金の差入による支出  △360            △25,000 

その他  - 312 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △852,742 △2,471,589 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
  

短期借入れによる増加額  197,500 212,500 

長期借入れによる収入  300,000 - 

長期借入金の返済による

収入 
 △33,200 △33,200 

社債の発行による収入  1,787,690 - 

株式の発行による収入  45,752 1,514,439 

少数株主からの払込によ

る収入 
 2,000 275,000 

手数料の支出  - △25,790 

新株予約権発行による収

入 
 - 5,879 

自己株式の取得による支

出 
 - △2,002 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 2,299,743 1,946,826 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
 - - 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減

額 
 1,036,030 △907,715 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 127,019 1,163,049 

Ⅶ 新規連結による現金および

現金同等物増加 
 - 700,633 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末
残高 

※１ 1,163,049 955,968 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

－  
当社グループは､前期 529,881 千円、当期 615,568

千円と大幅な営業損失を計上し､また､前期 410,969
千円、当期 382,951 千円と大幅な営業キャッシュフロ

ーのマイナスとなっております。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います。 
当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込に

より生じたものであります。 
当社グループは、当該状況を解消すべく､当期より

開始した信託業務を事業の中核として、信託スキーム

を活用した新たな金融商品を開発し、信託スキームの

メリットをアピールすることで受託財産額の積み上

げを図り、信託業務及び関連事業による収益拡大によ

り、利益計上体質への改善を目指す計画であります。 
 連結財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、このような疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子会社は全て連結しております。 

 

（１）連結子会社の数1社 

 

（２）連結子会社の名称 

株式会社バズスタイル 

なお、上記1社が平成16年7月7日付で設

立され、新たに子会社となったため、当

連結会計年度より、新たに連結財務諸表

を作成しております。 

（３）投資事業組合等の連結の範囲に関

する取扱い 

当社が管理運営する投資事業組合等に

対する出資のうち、当社の持分割合が過

半数を超える投資事業組合が７ファン

ドありますが、投資事業組合等の資産、

負債及び収益、費用は持分割合に応じて

各出資者に帰属する為、投資事業組合等

は子会社として取扱っておりません。 

（１） 連結子会社の数 4社 

主要な連結子会社の名称 

  ・株式会社バズスタイル 

・投資事業有限責任組合第２東京 
   マルチディアファンド 
   ・TMF3 投資事業有限責任組合中小

企業コンテンツ制作支援ファン

ド 
  ・ユビキャスト匿名組合 
 
従来、組合等についてはその財産の

持分相当額を出資金、投資有価証券､

営業出資金及び営業投資有価証券と

して計上し、組合等の営業により獲

得した損益の持分相当額を当期の損

益として計上しておりましたが、実

質的に支配している組合等について

ファンド全体の資産規模を明確にす

ることが、当社グループの経営成績、

財政状態及びキャッシュ・フローの

状況をより適切に開示することにな

るため、連結の範囲に含めることに

いたしました。なお、当期純利益に

影響はありません。 
（２）主要な非連結子会社の名称 
 ・ケイジェイ・プロジェクト匿名

組合 
連結の範囲から除いた理由 
 非連結子会社 6 社は、いずれも小

規模会社等であり､会計の総資産、売

上高、当期純損益及び利益利益剰余

金（持分に見合う額）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 持分法適用の関連会社数 

（１）１社 

（２）会社等の名称 

  株式会社九天社 

（３）投資事業組合等の持分法の適用に

関する取扱い 

当社が管理運営する投資事業組合等に

対する出資のうち,当社の割合が100分

の20以上、100分の50以下である投資事

業組合が４ファンドありますが、投資事

業組合等の資産、負債及び収益、費用は

持分割合に応じて各出資者に帰属する

為、投資事業組合等は関連会社として取

扱っておりません。 

（１）持分法を適用した非連結子会社

の数 4社 

   持分法を適用した関連会社の

数  1社 

主要な会社等の名称 

  ・ケイジェイ・プロジェクト匿名

組合 

  ・株式会社九天社 

（２）持分法を適用しない非連結子会

社のうち主要な会社等の名称 

  ・株式会社日本デジタルリンク 

  ・ジェイトス匿名組合 

（３）持分法を適用しない理由 

  持分法非適用会社2社は､それぞ

れ当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため

であります。 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

３．連結子会社の決算日等に関

する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。 

連結子会社のうち､投資事業有限責任

組合第2東京マルチメディアファンド

の決算日は､12月31日であります。連

結財務諸表の作成にあたっては､同日

現在の財務諸表を使用し､連結決算日

との間に生じた重要な取引について

は､連結上必要な調整を行っておりま

す。 

 また、ユビキャスト匿名組合の決算

日は6月30日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては､連結決算日に

おいて仮決算を行っております。 

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 

 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（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。 

 なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（証券取引

法第2条第2項により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約

に規定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書等を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。 

 

 

①有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

   同 左 

 

 

 

 時価のないもの 

   同 左 

 

 

 

 

（２）重要な減価償却資産の減価

償却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②たな卸資産 

  商品・仕掛品 

個別法による原価法を採用してお

ります。 

 

①有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

②無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

なお、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）に基づく定額法を採用してお

ります。 

③長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

 

 

②たな卸資産 

  商品・仕掛品 

   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 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

（３）重要な引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

 

（４）重要なリース取引の処理方

法 

貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えて､一般債権に

ついては貸倒実績率により計上して

おり、貸倒懸念債権当特定の債権につ

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。 

 

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－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。 

貸倒引当金 

    同  左 

 

 

 

 

 

同  左 

 

（５）ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）その他の連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特例処理の要

件を満たしておりますので特例処理を

採用しております。 

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） 

  借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目

的で行なっております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため､有効性の判定を省略し

ております 

 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

①ヘッジ会計の方法 

同  左 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同  左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

    同   左 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

    同   左 

 

 

 

消費税等の会計処理 

    同   左 

５.連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては､全面時価評価法を採用しておりま

す。 

     同  左 

６.連結調整勘定の償却に関する

事項 

連結調整勘定の償却については､5年間の

均等償却を行っております。 

なお、発生した年度より実質的判断によ

る年数の見積もりが可能で､かつ､見積年

数が5年以内の場合は、その見積年数で均

等償却しております。 

      

     同  左 

７.利益処分項目の取扱いに関す

る事項 

連結剰余金計算書は､連結会計の利益処

分について､連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。

 

 

同  左 
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項目 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

８．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 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

   投資有価証券（株式）    17,318千円 

 

※１非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

  営業投資有価証券（その他） 20,393千円 

  投資有価証券（株式）    17,202千円 

  投資有価証券（その他）   27,594千円 

  

※２ 担保資産 

          － 

※２担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融機関からの借入金に

対し、定期預金120,000千円を担保として差し入れて

おります。 

 

※３ 会社が発行する株式 

 普通株式         244,000株 

   発行済株式総数 

   普通株式        76,958.34株 

※３ 会社が発行する株式  

普通株式         488,000株 

   発行済株式総数 

普通株式      208,041.28株 

※４ 自己株式の保有数 

     普通株式        0.34株 

※４ 自己株式の保有数 

     普通株式      18.28株 

※５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行な

うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結してお

ります。 

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

 

   当座貸越限度額  700,000千円 

   借入実行残高   700,000千円 

    差引額        －千円 

※５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行な

うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結してお

ります。 

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

 

   当座貸越限度額  1,000,000千円 

   借入実行残高    900,000千円 

    差引額       100,000千円 

 
（連結損益計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用

の金額が512,204千円含まれております。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

はつぎの通りであります。 

支払手数料      99,283千円 

従業員給与手当   120,088千円 

役員報酬       61,380千円 

貸倒引当金繰入額    4,075千円 

※１ 売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用

の金額が221,760千円含まれております。        

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

はつぎの通りであります。 

支払手数料      181,049千円 

従業員給与手当    167,018千円 

役員報酬        76,100千円 

貸倒引当金繰入額     4,069千円 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

 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 

 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３月31日現在）
 

現金及び預金勘定 1,163,049千円 

現金及び現金同等物 1,163、049千円 
  

 
現金及び預金勘定 1,075,968千円 

拘束性預金 1200,00千円 

現金及び現金同等物 955,968千円 
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会計処理の変更 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

－  固定資産の減損に係る会計基準 

 当連結会計年度から､「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）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 
 
  表示方法の変更 
 

前連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

－ （連結貸借対照表） 

「短期貸付金」は、前連結会計期間末は､流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計期間

末において資産の100分の5を超えたため区分掲記しまし

た。 

なお、前連結会計期間末の「短期貸付金」の金額は39,140

百万円であります。 
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①リース取引関係 
  EDINET により開示を行うため、記載を省略しております。 
 
②有価証券関係 

前連結会計年度（平成１７年３月 31 日） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 

計上額 
（千円） 

差額（千円） 

 (1)株式  －  － － 

 (2)債券 － － － 

 (3)その他 － － － 

 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

小計 － － － 

 (1)株式 － － － 

 (2)債券 － － － 

 (3)その他 5,150 3,626 △1,523 

 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

小計 5,150 3,626 △1,523 

 合計 5,150 3,626 △1,523 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 
（１） その他有価証券 
  非上場株式 
  匿名組合出資金 
  その他 

 
9,200 

1,750,825 
1,100 

合計          1,761,125 

 
 
当連結会計年度（平成 1８年３月 31 日） 
有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

証券投資信託 5,150 4,817 △333 

合計 5,150 4,817 △333 
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1)満期保有目的の債券  

(2)その他有価証券  

 非上場株式 158,419 

 
 

③デリバティブ取引 
    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） 

  該当事項はありません。 
     なお､金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりま

すので注記の対象から除いております 
 

当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 
 該当事項はありません。 

     なお､金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりま

すので注記の対象から除いております。 
 

④退職給付 
     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） 
          該当事項はありません。 
    当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 
     該当事項はありません。 
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⑤税効果会計 
１．繰延税金資産およ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（流動） 
当連結会計年度 

（平成17年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日現在） 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 -千円 1,655千円 

 たな卸資産評価損 -千円 18,239千円 

 未払事業税否認 -千円 1,987千円 

        計 -千円 21,882千円 

 繰延税金資産（固定）   

 税務上の繰越欠損金 221,266千円 517,226千円 

 その他有価証券評価差額金 619千円 135千円 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 3,761千円 3,757千円 

 投資有価証券評価損 -千円 2,169千円 

 その他 139千円 74千円 

 計 225,787千円 523,362千円 

 繰延税金資産小計 225,787千円 545,245千円 

 評価性引当額 △225,787千円 △545,245千円 

  繰延税金資産合計 －千円 －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要な項目別の内訳 

  税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。 
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⑥セグメント情報 
 a.事業の種類別セグメント情報 
 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） 
   当社グループの主力事業であるデジタルコンテンツ・アレンジメント事業の売上高､営業利益（損

失及び）全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも 90％を超であるため事業の種

類別セグメントの記載を省略しております。 
  
当連結会計年度（自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年３月 31 日） 

ｺﾝﾃﾝﾂｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ

事業 
信託 
事業 

（千円） 

その他の 
事業 

（千円） 

 
計 

（千円） 

消去 
又は全社 
（千円） 

 
連結 

（千円） 
Ⅰ売上高及び 

営業損益 
売上高  

      

(1)外部顧客に対す

る売上高 
 

1,281,082 
 

223,691 
 

21,707 
 

1,526,481 
 

－ 
 

1,526,481 
(2)セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－ － － － － － 

計 1,281,082 223,691 21,707 1,526,481 － 1,526,481 
営業費用 1,874,925 131,766 42,660 2,049,351 92,697 2,142,049 
営業利益又は 
営業損失（△） 

 
△593,843

 
91,925 

 
△20,953 

 
△522,870 

 
(92,697) 

 
△615,568

Ⅱ資産、減価償却費 
 及び資本的支出 

      

資産 5,817,747 299,119 32,761 6,149,628 (467,755) 5,681,873 
減価償却費 69,443 17,723 － 87,166 107 87,274 
資本的支出 501,561 17,723 － 519,284 1,430 520,715 

（千円） 

 
（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 各区分の主な事業内容 
    （1）デジタル・コンテンツアレンジメント事業 
     デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っておりま

す。 
    （2）信託事業 
     著作権等の知的財産権をはじめ、金銭を対象とする信託業務を行っております。 
    （3）その他の事業 
     連結子会社株式会社バズスタイルは､デジタル AV 家電の企画・販売業務等のハードウェアセ

ールス事業を行っております。 
    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（92,697 千円）の主なも

のは､親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
    ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（768,862 千円）の主なものは､親会社

で運転資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり

ます。 
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ｂ．所在地別セグメント情報 
前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため､該当事項はあり

ません。 
 
当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 
 該当事項はありません。 
 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため､記載を省略し

ております。 
 
 ｃ．海外売上高 

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、該当事項はありません。 

      海外売上高がないため､記載を省略しております。 
 
当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

      該当事項はありません。 
      海外売上高がないため､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） 

当連結会計年度 
（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     9,366円  37銭 

１株当たり当期純損失額   8,581円  88銭 

 

 

１株当たり純資産額     15,947円  26銭 

１株当たり当期純損失額    5,273円  74銭 

 

 

 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。 

 （注）１.１株当たり当期純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純損失（千円） 568,718 677,050 

普通株主に帰属しない金額（千円）        －        － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 568,718 677,050 

期中平均株式数 66,269.73株 128,381.41株 
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（重要な後発事象） 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．転換社債型新株予約権付社債の権利行使について 

 当連結会計年度終了後､提出会社において平成17年4月1

日から平成17年5月23日までに、転換社債型新株予約権付社

債の権利行使による新株への転換が行われました。その概

要は次のとおりであります。 

(1) 転換社債型新株予約権付社債の減少額 1,154,000千円

(2)資本金の増加額            577,000千円

(3)資本準備金の増加額          577,000千円

(4)増加した株式の種類及び株数 普通株式 11,203.84株

(5)新株の配当起算日          平成17年4月1日

 

上記以降､平成17年5月24日から平成17年6月23日までに、転

換社債型新株予約権付社債の権利行使による新株への転換

が行われました。その概要は次のとおりであります。 

(1) 転換社債型新株予約権付社債の減少額  474,000千円

(2)資本金の増加額            237,000千円

(3)資本準備金の増加額          237,000千円

(4)増加した株式の種類及び株数 普通株式  4,601.92株

(5)新株の配当起算日          平成17年4月1日

           

－ 

２．ストックオプションについて 

 当社は､平成17年5月27日開催の取締役会において、平成

17年6月23日開催予定の定時株主総会の決議に基づき､当社

の取締役､監査役及び従業員に対し、商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づき､新株予約権の付与(ストック

オプション)することを決議しております。 

〔ストックオプションの内容〕 

(1)株式の種類：普通株式 

(2)新株予約権の予定総数：1,000個 

(3)新株予約権の発行価額：無償 

(4)１株当たりの払込金額： 

新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引

が成立していない日を除く。）の東京証券取引所における

当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１

円未満の端数は切り上げ）とする。但し､当該金額が新株予

約権発行日の終値（取引が成立しない場合はその前日の終

値）を下回る場合は､当該終値とする。 

(5)払込予定期間：平成19年6月24日から 

平成27年3月31日まで 

(6)新株予約権の譲渡制限：新株予約権を譲渡するときは、

取締役会の承認を要する。 

１．ストックオプションについて 

 当社は､平成18年5月25日開催の取締役会において、

平成18年6月22日開催予定の定時株主総会の決議に基

づき､当社の従業員に対し、会社法第236条、第238条

および239条の規定に基づき､新株予約権の付与(スト

ックオプション)することを決議しております。 

〔ストックオプションの内容〕 

(1)株式の種類：普通株式 

(2)新株予約権の予定総数：1,000個 

(3)新株予約権の発行価額：無償 

(4)１株当たりの払込金額： 

新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日

（取引が成立していない日を除く。）の東京証券取引

所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05

を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。

但し､当該金額が新株予約権発行日の終値（取引が成

立しない場合はその前日の終値）を下回る場合は､当

該終値とする。 

(5)払込予定期間：平成20年6月23日から 

平成28年3月31日まで 

(6)新株予約権の譲渡制限：新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を要する。 
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５．役員の異動 
（平成 17 年６月 23 日付） 
 
新任取締役候補 

取締役  鈴木 哲司（当社 投資業務部長兼営業企画部長）       
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