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平成 18 年 ９ 月期   個別中間財務諸表の概要 平成18年５月26日 

会 社 名 株式会社 ＮＥＳＴＡＧＥ        上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ７６３３                本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.nestage.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役 
        氏    名 小 櫻 尚 司 
問い合わせ先 責任者役職名 取締役 

        氏    名 許 田 周 一     ＴＥＬ（06）6849－5499 

決算取締役会開催日  平成18年５月26日   中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日  ――――――――-    単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株） 

１．18年３月中間期の業績(平成17年10月１日～平成18年３月31日) 

(1)経営成績                               （金額表示：百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年３月中間期 

17年３月中間期 

百万円   ％ 

13,839（  28.5） 

10,771（ 17.2） 

百万円   ％ 

217（  22.9） 

177（ － ） 

百万円   ％ 

210（  18.4） 

178（ 394.8） 

17年９月期 17,784 189 163 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

18年３月中間期 

17年３月中間期 

百万円   ％ 

△118（  －   ） 

50（  235.1） 

円   銭 

△5      45 

9      73 

 

17年９月期 △900 △56      92  

(注)①期中平均株式数 18年３月中間期21,719,405株 17年３月中間期5,223,442株 17年９月期15,818,466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 

 

18年３月中間期 

17年３月中間期 

円  銭 

――――― 

――――― 

円  銭 

――――― 

――――― 

17年９月期 ――――― ――――― 

 

 
(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 

 

18年３月中間期 

17年３月中間期 

百万円 

11,409 

6,459 

百万円 

1,591 

1,639 

％ 

14.0 

25.4 

円   銭 

58     45 

313     47 

17年９月期 6,277 1,700 27.1 89     10 

(注)①期末発行済株式数 18年３月中間期27,234,763株 17年３月中間期5,228,921株 17年９月期19,081,763株 

②期末自己株式数  18年３月中間期  128,471株 17年３月中間期   60,347株 17年９月期   175,871株 
 

２．18年９月期の業績予想(平成17年10月１日～平成18年９月30日) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

29,544 

百万円 

578 

百万円 

241 

円  銭 

――― 

円  銭 

――― 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 11円 10銭 

 

 ※ 上記の予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております

が、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 
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２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

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３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年９月30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 1,801,951   5,131,796   2,428,411   

２．受取手形  －   735   －   

３．売掛金  1,058,787   2,300,082   609,654   

４．たな卸資産  763,783   1,506,383   665,263   

５．繰延税金資産  70,614   311,762   111,870   

６．短期貸付金  286,500   12,371   950,000   

７．その他  195,050   369,777   105,659   

貸倒引当金  △14,526   △30,154   △2,232   

流動資産合計   4,162,162 64.4  9,602,752 84.2  4,868,627 77.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  186,001   184,850   171,680   

(2）土地  152,814   103,353   152,814   

(3）その他  55,702   74,172   47,502   

有形固定資産合計  394,518   362,377   371,998   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  232,672   249,045   199,809   

(2）その他  13,625   160,641   13,625   

無形固定資産合計  246,298   409,686   213,435   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  801,834   97,654   139,115   

(2）長期差入保証金  416,687   632,437   416,451   

(3）繰延税金資産  225,762   －   －   

(4）その他  246,772   381,097   309,282   

貸倒引当金  △35,738   △83,761   △50,703   

投資その他の資産
合計 

 1,655,317   1,027,427   814,146   

固定資産合計   2,296,134 35.6  1,799,492 15.8  1,399,580 22.3 

Ⅲ 繰延資産           

１．社債発行費  1,700   2,150   2,866   

２．新株発行費  －   4,740   6,278   

繰延資産合計   1,700 0.0  6,890 0.0  9,145 0.1 

資産合計   6,459,996 100.0  11,409,135 100.0  6,277,352 100.0 
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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３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年９月30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 ※２ 456,875   2,419,116   481,821   

２．短期借入金 ※２ 1,100,000   4,037,000   1,520,000   

３．一年以内返済予定
長期借入金 

※２ 1,359,370   842,811   892,940   

４．一年以内償還予定
社債 

 60,000   220,000   140,000   

５．未払法人税等  6,338   16,625   18,364   

６．賞与引当金  38,674   86,441   64,823   

７．事業損失引当金  －   350,000   －   

８．その他 ※４ 159,462   264,036   148,604   

流動負債合計   3,180,720 49.2  8,236,031 72.2  3,266,555 52.0 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  350,000   430,000   440,000   

２．長期借入金 ※２ 992,040   489,250   577,200   

３．預り保証金  275,148   641,445   268,249   

４．繰延税金負債  －   6,581   6,619   

５．その他  22,986   14,088   18,537   

固定負債合計   1,640,175 25.4  1,581,365 13.8  1,310,607 20.9 

負債合計   4,820,896 74.6  9,817,397 86.0  4,577,162 72.9 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   731,336 11.3  1,233,030 10.8  1,233,030 19.6 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  841,663   828,214   1,339,968   

２．その他資本剰余金  172   581   221   

資本剰余金合計   841,835 13.0  828,795 7.3  1,340,190 21.4 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  19,091   2,700   19,091   

２．中間未処分利益（△
は中間（当期）未
処理損失） 

 59,604   △474,754   △891,541   

利益剰余金合計   78,695 1.2  △472,054 △4.1  △872,450 △13.9 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  △2,489 △0.0  9,589 0.1  9,645 0.2 

Ⅴ 自己株式   △10,277 △0.1  △7,623 △0.1  △10,225 △0.2 

資本合計   1,639,100 25.4  1,591,737 14.0  1,700,190 27.1 

負債資本合計   6,459,996 100.0  11,409,135 100.0  6,277,352 100.0 

           



 

－  － 

 

45 

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10月１日 

至 平成18年３月31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９月30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   10,771,609 100.0  13,839,136 100.0  17,784,652 100.0 

Ⅱ 売上原価   9,683,300 89.9  12,204,172 88.2  15,680,725 88.2 

売上総利益   1,088,308 10.1  1,634,964 11.8  2,103,927 11.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  911,112 8.4  1,417,220 10.2  1,914,123 10.7 

営業利益   177,195 1.7  217,743 1.6  189,803 1.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１  41,520 0.4  31,867 0.2  58,629 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２  40,655 0.4  38,816 0.3  84,815 0.5 

経常利益   178,059 1.7  210,795 1.5  163,617 0.9 

Ⅵ 特別利益 ※３  433,419 4.0  64,659 0.5  440,747 2.5 

Ⅶ 特別損失 
※４、

５ 
 460,313 4.3  587,436 4.3  1,215,463 6.8 

税引前中間純利益
（△は税引前中間
（当期）純損失） 

  151,165 1.4  △311,981 △2.3  △611,098 △3.4 

法人税、住民税及
び事業税 

 4,019   6,228   10,102   

法人税等調整額  96,331 100,351 0.9 △199,891 △193,662 △1.4 279,129 289,231 1.7 

中間純利益（△は
中間（当期）純損
失） 

  50,814 0.5  △118,318 △0.9  △900,330 △5.1 

前期繰越利益   8,789   10,225   8,789  

合併による未処理
損失受入額 

  －   △366,661   －  

中間未処分利益
（△は中間（当期）
未処理損失） 

  59,604   △474,754   △891,541  
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中間財務諸表作成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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社及び関連会社株式 子会社株式 子会社及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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（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） 

同左  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） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

  ＣＤ、ゲームソフトおよび関

連商品ならびに中古書籍 

 ＣＤ、ゲームソフトおよび関

連商品ならびに中古書籍 

 ＣＤ、ゲームソフトおよび関

連商品ならびに中古書籍 

  総平均法による原価法 同左 同左 

 ―――――― ゴルフクラブ ―――――― 

  個別法による原価法  

 新刊書籍および雑貨 新刊書籍および雑貨 新刊書籍および雑貨 

  売価還元法 同左 同左 

 その他の商品 その他の商品 その他の商品 

  最終仕入原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法 

 ただし、取引先に対して貸与

している器具備品については、

定額法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物及び附属設備 

３年から39年 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア 

  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 

同左 同左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  定額法 同左 同左 

 (4）少額減価償却資産 (4）少額減価償却資産 (4）少額減価償却資産 

  取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、３年均

等償却 

同左 同左 
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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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権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。 

同左 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与

の支払に備えるため、当中間会

計期間の負担すべき支給見込額

を計上しております。 

同左  従業員に対して支給する賞与

の支払に備えるため、当事業年

度の負担すべき支給見込額を計

上しております。 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）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に基

づき、当中間会計期間末におい

て発生している額を計上してお

ります。 

同左  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に基づ

き、当事業年度末において発生

している額を計上しておりま

す。 

 (4)   ――――――― (4)事業損失引当金 (4)   ――――――― 

  コンピュータ事業の撤退によ

る損失に備えるため、将来負担

することが見込まれる損失額を

計上しております。 

 

４．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 

５．ヘッジ会計の方法 （イ）ヘッジ会計の方法 （イ）ヘッジ会計の方法 （イ）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によってお

ります。なお、特例処理の要

件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理によっ

ております。 

同左 同左 

 （ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 （ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 （ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  金利スワップを手段とし

て、契約時に存在する借入金

を対象としております。 

同左 同左 

 （ハ）ヘッジ方針 （ハ）ヘッジ方針 （ハ）ヘッジ方針 

  社内規程においてヘッジの

手段と対象を定め、金利変動

リスクをヘッジする目的で行

っております。 

同左 同左 
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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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 （ニ）ヘッジ有効性評価の方法 （ニ）ヘッジ有効性評価の方法 （ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象のキャッシュ・

フロー変動の累計または相場

変動とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計または

相場変動を比較し、その変動

額の比率によって有効性を評

価しております。ただし、特

例処理によっている金利スワ

ップについては、有効性の評

価を省略しております。 

同左 同左 

消費税等の処理方法 消費税等の処理方法 消費税等の処理方法 ６．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 

 消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

同左 同左 

 
中間財務諸表作成のため基本となる重要な事項の変更 

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10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） 

当中間会計期間より、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）を適用しており

ます。 

これにより税金等調整前中間純損失が49,461千円増加

しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務

諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。 

（役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。これによる損益に与える影

響はありません。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
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３月31日） 
前事業年度末 

（平成17年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 

673,290千円 744,233千円 703,808千円 

※２．担保資産    

（イ）担保に供している資

産 

   

定期預金 8,000千円 108,012千円 8,000千円 

（ロ）上記に対応する債務    

買掛金 －千円 50,000千円 －千円 

長期借入金（一年内

返済予定分含む） 

－千円 25,010千円 －千円 

短期借入金 －千円 12,000千円 －千円 

 ３．偶発債務 取引に対して保証を行っておりま

す。 

取引及び借入に対して保証を行っ

ております。 

取引に対して保証を行っておりま

す。 

  
取引保証 

㈱ウェブベース 6,389千円

㈱ハブ・ア・グ
ッド 

503,831千円

計 510,220千円
  

 
取引保証 

㈱ウェブベース 199千円

借入保証 

㈱モアグッドタ
イム 

60,000千円

計 60,199千円
  

 
取引保証 

㈱ウェブベース 199千円

計 199千円
  

※４．消費税の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

同左 ───── 
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（中間損益計算書関係） 

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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

※１．営業外収益の主要項目    

 
 
受取利息 6,691千円

受取手数料 28,819千円
  

 
受取利息 8,013千円

受取手数料 3,744千円

保険解約返戻金 15,152千円
  

 
受取利息 9,457千円

受取手数料 33,346千円
  

※２．営業外費用の主要項目    

 
 
支払利息 31,703千円
  

 
支払利息 29,617千円
  

 
支払利息 56,166千円
  

※３．特別利益の主要項目    

 
 
貸倒引当金戻入益 38,525千円

投資有価証券売却
益 

24,794千円

関係会社株式売却益 

㈱ウェブベース 369,800千円

 計 369,800 
  

 
投資有価証券売
却益 

10,659千円

退職給付費用戻入
益 

9,362千円

店舗等売却益 44,610千円
 

 
貸倒引当金戻入益 38,525千円

投資有価証券売却
益 

24,794千円

関係会社株式売却益 

㈱ウェブベース
369,800千円

 計 369,800 
 
その他 7,627千円
 

※４．特別損失の主要項目    

 
 

固定資産売却損 

建物 59,654千円

土地 275,896 

 計 335,550 
 
関係会社株式評価損 

㈱エービーズ・
コーポレーショ
ン 

10,870千円

㈱アンスコンサ
ルティング 

12,694 

 計 23,565 
 
関係会社株式売却損 

ダイヤライトジ
ャパン㈱ 

101,196千円

 計 101,196 
  

 

関係会社株式評価損 

㈱ウェブベース 64,559千円

 計 64,559 
 
投資有価証券評価
損 

23,204千円

役員退職慰労金 100,000千円

事業損失引当金繰
入額 

350,000千円

減損損失 49,461千円
 

 

固定資産売却損 

建物 59,654千円

土地 275,896 

 計 335,550 
 
関係会社株式評価損 

㈱エービーズ・
コーポレーショ
ン 

10,870千円

㈱アンスコンサ
ルティング 

12,694 

㈱ウェブベース 713,715 

 計 737,280 
 
関係会社株式売却損 

ダイヤライトジ
ャパン㈱ 

101,196千円

 計 101,196 
  

※５．減損損失 ───── 減損損失 

当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しております。 

 

用途 種類 場所 

賃貸用資産 土地 
大阪府 

豊中市 

 

───── 
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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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

  当社はキャッシュ・フローを生

み出す最小単位として店舗ごと

に、また、賃貸資産については、

物件ごとにグルーピングを行って

おります。 

地価の継続的な下落及び賃料相

場の低迷により、一部の賃貸用資

産につきましては時価が著しく下

落しているため、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（49,461千円）として

特別損失に計上いたしました。 

なお、当資産グループの回収可

能価額につきましては、使用価値

により測定しており、将来キャッ

シュ・フローを3.8％で割り引いて

算定しております。 

 

 ６．減価償却実施額    

 
 
有形固定資産 28,821千円

無形固定資産 32,713千円
  

 
有形固定資産 27,585千円

無形固定資産 43,614千円
  

 
有形固定資産 60,132千円

無形固定資産 65,576千円
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（リース取引関係） 

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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

(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

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

累計額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

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 
 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

器具備
品 

250,143 114,961 135,182 

合計 250,143 114,961 135,182 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装
置 

9,366 6,244 3,122 

器具備
品 

331,380 236,738 94,641 

ソフト
ウェア 

150,000 15,000 135,000 

合計 490,746 257,983 232,763 

  

 

 

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) 

機械装
置 

9,366 4,683 4,683 

器具備
品 

240,777 137,383 103,394 

合計 250,143 142,066 108,077 

  

 (2)未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2)未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 
 

１年内 52,336千円

１年超 85,790千円

合計 138,126千円
  

 
１年内 88,129千円

１年超 148,453千円

合計 236,582千円
  

 
１年内 48,387千円

１年超 62,548千円

合計 110,935千円
  

 (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 

(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 25,621千円

減価償却費相当
額 

24,001千円

支払利息相当額 1,607千円
  

 
支払リース料 58,538千円

減価償却費相当
額 

55,128千円

支払利息相当額 3,151千円
  

 
支払リース料 54,418千円

減価償却費相当
額 

51,554千円

支払利息相当額 3,213千円
  

 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はありません。 

 

 

（有価証券関係） 

 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、子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 
１株当たり純資産額 58円45銭

１株当たり中間純損失 ５円45銭
    

 
１株当たり純資産額 89円10銭

１株当たり当期純損失 56円92銭
  

 
１株当たり純資産額 313円47銭

１株当たり中間純利益 ９円73銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益 

９円66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。 

当社は、平成17年５月20日付で株

式１株につき３株の分割を行ってお

ります。 

当該株式が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間会計期間におけ

る１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 104円49銭

１株当たり中間純利益 ３円24銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
３円22銭

 

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。 

当社は、平成17年５月20日付で株

式１株につき３株の分割を行ってお

ります。 

当該株式が前期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度に

おける１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 102円12銭

１株当たり中間純損失 76円84銭

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株当たり中間純利益又は１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
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10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日)

１株当たり中間純利益又は１株当たり

当期純損失 
   

中間純利益又は中間（当期）純損失
（△）（千円） 

50,814 △118,318 △900,330 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は普通
株式に係る中間（当期）純損失（△） 

（千円） 

50,814 △118,318 △900,330 

期中平均株式数（株） 5,223,442 21,719,405 15,818,466 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 37,637 － － 

（うち新株予約権（株）） （37,637） （ －） （ －） 
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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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

Ⅰ．重要な子会社株式の売却 

 当社は、レンタルＣＤ卸代行店事

業における仕入及び販売業務の統合

を目的として、平成13年９月に株式

会社音通と分社型共同新設分割によ

り、株式会社ハブ・ア・グッドを設

立し事業運営を行ってまいりました

が、今回当社の親会社である株式会

社クインランドと協議のうえ、当社

はＴＶゲーム事業に特化すべく事業

の選択と集中を図ることとし、平成

17年４月28日開催の取締役会におい

て、同社の株式を譲渡することを決

議し、同日において株式売買契約を

締結しております。 

 なお、譲渡株式の総数は4,000株、

譲渡金額の総額は当社の株式会社ハ

ブ・ア・グッド株式の帳簿価額であ

る393,034千円であり、本件の株式譲

渡により株式会社ハブ・ア・グッド

の当社の持分比率は現在の50.0％か

ら0.0％となります。 

１．株式を譲渡する子会社の概要 

名称 株式会社ハブ・ア・グッド 

住所 大阪府茨木市東中条１－９ 

Ｋ・Iビル 

代表者氏名 代表取締役社長 

 伊藤 文明 

資本金 400,000千円 

事業の内容 ＣＤ、ビデオソフト、ブラ

ンクメディア等の卸売業 

当社との取引 ＣＤ、ビデオソフト等の仕

入 
  

Ⅰ．重要な子会社の株式引受契約の

締結 

当社は、平成18年５月25日開催の

取締役会において、中核事業である

エンタテインメント事業に特化する

ことなどを目的として、コンピュー

タ事業を運営する子会社（株式会社

ウェブベース）の株式について以下

の決議を行っています。なお、同日

付で以下の「株式引受契約」を住信

インベスメント株式会社が無限責任

社員として運営管理する「住信ｉハ

イブリッド型ベンチャー投資事業有

限責任組合」および「東京都ハイブ

リッド型ベンチャー投資事業有限責

任組合」、株式会社ウェブベースお

よび当社との間で締結しました。 

なお、本件の全部取得条項付種類

株式の取得および自己株式の無償消

却により、株式会社ウェブベースの

当社の持分比率は現在の100％から

0％となります。従って、同社は当社

グループの連結の範囲から外れるこ

ととなります。 

（決議概要） 

株式会社ウェブベースが６月27日

をもって全部取得条項付種類株式の

取得及び自己株式の無償消却を実施

し、同時に、同社経営陣および住信

インベスメント株式会社が無限責任

社員として運営管理する「住信ｉハ

イブリッド型ベンチャー投資事業有

限会社責任組合」および「東京都ハ

イブリッド型ベンチャー投資事業有

限責任組合」に対し、200,000千円の

第三者割当増資を実施する。 

 

なお、当該契約に伴う損益として、

当中間会計期間の損益計算書におい

て、事業損失引当金繰入額350,000

千円を計上しております。 

Ⅰ．株式会社アクトとの合併 

 当社は、平成17年11月17日開催の

取締役会において、平成18年２月１

日を期して株式会社アクトと合併す

ることを決議し、同日、合併契約書

を締結いたしました。 

１．当該合併の相手会社の名称、住

所、代表者の氏名、資本金、事業の

内容及び規模 

名称 株式会社アクト 

住所 岡山県岡山市西古松西町８番

18号 

代表者氏名 代表取締役会長 毛塚 敏郎

資本金 193,350千円(平成17年11月24

日現在) 

事業の内容 TVゲーム専門店｢wanpaku｣の

ＦＣ事業と直営店運営、トレ

ーディングカード専門店

「MANASOURCE 2001」のＦＣ事

業と直営店運営 

規模 

売上高 18,237,005千円

（自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日） 

当期純損失 662,133千円

（自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日） 

資産総額 3,957,612千円

（平成17年７月31日現在） 

負債総額 3,741,903千円

（平成17年７月31日現在） 

資本の部 215,709千円

（平成17年７月31日現在） 

従業員数 86名

（平成17年７月31日現在） 
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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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

２．株式の譲渡先 

名称 株式会社音通 

住所 大阪府高槻市栄町１－23－

１ 

代表者氏名 代表取締役社長 

 岡村 邦彦 

資本金 427,500千円 

事業の内容 カラオケ機器及び関連商品

の販売及び賃貸 

生活雑貨、食品の100円ショ

ップ「ＦＬＥＴ`Ｓ」の経営

及びフランチャイズチェー

ン店舗の運営 

 

 

Ⅱ．株式の分割 

 株式分割により当社株式の１株当

たりの投資金額を引下げ、投資家層

の拡大と当社株式の流動性向上を図

ることを目的とし、平成17年２月17

日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株

式を発行しております。 

１．平成17年５月20日をもって普通

株式１株につき３株に分割。 

（1）分割により増加する株式数 

普通株式 10,578,536株 

（2）分割方法 

 平成17年３月31日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載

または記録された株主の所有

株数を、１株につき３株の割

合をもって分割。 

２．配当起算日 

平成17年４月１日 

当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会

計期間及び前事業年度における

１株当たり情報並びに当期首に

行われたと仮定した場合の当中

間会計期間における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりと

なります。 

１．株式引受契約の対象となる子会

社の概要 

名称 株式会社ウェブベース 

住所 大阪府豊中市蛍池東町2-2-18

朝日生命ビル 

代表者氏名 代表取締役社長 中原 達史 

資本金 618,350千円 

事業の内容 インターネットを介したソリ

ューション事業 

１． 自己株式の消却の概要 

①資本減少額 

資本金 

減少前 減少後 

618,350千円 －千円

資本準備金 

減少前 減少後 

320,000千円 －千円

 

②資本減少の方法 

ａ．発行済株式（普通株式）を

全部取得条項付種類株式とす

るため定款を一部変更 

ｂ．全部取得条項付種類株式を

無償で取得し、消却 

ｃ．資本金及び資本準備金の額

を減少（100％の無償任意消

却） 

③減資の日程（予定） 

株主総会決議日 平成18年５月25日 

債権者異議申述広告 平成18年５月26日 

債権者異議申述広告

最終期日 

平成18年６月26日 

減資の効力発生日 平成18年６月27日 

 

３．第三者割当増資の概要 

発行株式数 普通株式4,000株 

発行価額 １株につき金50千円 

発行価額の総額 200,000千円 

払込予定日 平成18年６月27日 
 

２．当該合併の目的 

株式会社明響社と株式会社アクト

は、当事業年度において、株式会社

クインランドの娯楽事業部門の中核

を担う子会社として新たなスタート

をきっておりますが、今回別法人で

事業運営を行うよりも一体となるこ

とで資本の効率化、経営体質の強化

ならびに経営基盤の拡大が図れるも

のと判断し合併することにいたしま

した。 

両社は家庭用ゲーム市場黎明期よ

りゲームソフトの販売事業に参入

し、それぞれＴＶゲーム専門店「Ｔ

Ｖパニック」、ＴＶゲーム専門店

「wanpaku」の名称でフランチャイズ

展開ならびに直営展開を行っており

ます。 

３．当該合併の内容 

 ①合併の方法 

株式会社明響社と株式会社アク

トはお互いを尊重し、対等の精神

に則り合併することに合意してお

りますが、法手続き上、株式会社

明響社を存続会社といたします。 

 ②合併後の会社の名称 

株式会社 ＮＥＳＴＡＧＥ 

③合併比率 

株式会社アクトの株式１株に対

して、当社の株式272株を割当交付

する。 

④合併に際して発行する株式 

普通株式  8,105,600株 

⑤合併交付金の額 

合併交付金の支払はありませ

ん。 

⑥増加すべき資本、資本準備金、

利益準備金、任意積立金等の額 

合併による資本金の増加は行いま

せん。 
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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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 
前中間会

計期間 

当中間会

計期間 

前事業年

度 

１株当た

り純資産 

１株当た

り純資産 

１株当た

り純資産 

179.63円 104.49円 102.12円 

１株当た

り中間純

利益 

１株当た

り中間純

利益 

１株当た

り当期純

損失 

0.97円 3.24円 76.84円 

潜在株式

調整後１

株当たり

中間純利

益 

0.97円 

潜在株式

調整後１

株当たり

中間純利

益 

3.22円 

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。 
  

――――――― 合併により増加すべき資本準備

金の額は、商法第288条ノ２第１項

第５号の超過額から、本条第５項

の額を控除した額であり、増加す

べき利益準備金の額は、合併期日

における株式会社アクトの利益準

備金の額であり、増加すべき任意

積立金等の額は、合併期日におけ

る株式会社アクトの任意積立金等

の額であります。 

⑦引き継ぐ資産・負債の額 

合併期日において株式会社アク

トの資産・負債及び権利義務の一

切を引き継ぎます。 

⑧配当起算日 

平成17年10月１日 

４．合併の日程 

平成17年11月17日 取締役会決議 

平成17年11月17日 合併契約書締結 

平成17年12月22日 合併承認株主総会 

平成18年２月１日 合併期日 

 

 

Ⅱ．営業権の一部譲受に関する事項 

 当社は、平成17年11月16日開催

の取締役会において、株式会社日

野屋玩具店がフランチャイザーと

して運営するＴＶゲーム専門店

「ＣＯＭＧ！」（コング）のフラ

ンチャイズ本部経営に関する営業

権の一部を譲受けることを決議

し、同日、基本合意書を締結いた

しました。 
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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10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 ――――――― ――――――― １．営業権の譲受の目的 

新潟県を中心にＴＶゲーム専

門店「ＣＯＭＧ！」をフランチ

ャイズ展開する株式会社日野屋

玩具店よりフランチャイズ本部

経営に関する営業権の一部を譲

受け、新たに42店舗加えること

で当社合計では295店舗となり、

またクインランドグループでは

571店舗まで事業を拡大するこ

ととなり、これによりスケール

メリットを生かした収益性の向

上が図れるものと判断し営業権

の一部を譲受けすることといた

しました。 

２．譲受ける相手会社の名称 

 名 称 株式会社日野屋玩具店 

３．譲受ける事業の内容 

株式会社日野屋玩具店がフラン

チャイザーとして運営するＴＶゲ

ーム専門店「ＣＯＭＧ！」のフラ

ンチャイズ本部経営に関する営業

権 

４．譲受ける資産・負債の額 

資  産 －千円

（平成17年５月31日現在） 

負  債 21,000千円

（平成17年５月31日現在） 

５．譲受け価額及び決済方法 

譲受け価額 140,000千円(シス

テム使用権含む) 

決済方法  現金決済 

６．譲受けの日程 

平成17年11月16日 取締役会決議 

平成17年11月16日 基本合意書締結 

平成17年12月１日 営業譲渡契約締結 

平成17年12月１日 営業譲受期日 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 

 

 


