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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）

(1）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 2,514 △9.3 △746 － △692 －

17年3月期 2,773 288.7 354 － 320 －

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 △5,617 － △46,183 87 － － △63.8 △6.8 △27.6

17年3月期 417 695.9 6,194 23 4,440 57 10.0 7.1 11.5

（注）①期中平均株式数 18年3月期 121,637株 17年3月期 67,353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

(2）配当状況 （百万円未満切捨）

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 － － －

17年3月期 0 00 0 00 0 00 － － －

 

(3）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 12,637 10,434 82.6 62,802 65

17年3月期 7,686 7,174 93.3 77,608 04

（注）①期末発行済株式数 18年3月期 166,172.95株 17年3月期  92,470.07株

②期末自己株式数 18年3月期 　　 29.01株 17年3月期 　　 19.13株

２．平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）　　　　　　　　　　　　　 （百万円未満切捨） 

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

中間期 200 △370 0 0 00 　― 　―

通　期 450 △280 50 　― 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　300円89銭

※　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添付資料の7ページを参照して下さい。
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６．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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 1,806,686 1,222,192

２　受取手形 ― 14,156

３　売掛金 ※３ 761,939 900,379

４　有価証券  900,694 ―

５　商品  ― 313

６　映像コンテンツ  1,049,488 30,000

７　前払費用 6,631 36,989

８　未収入金 20,567 792,001

９　短期貸付金 600,000 ―

10　関係会社短期貸付金 979,000 7,984,837

11　その他 67,606 173,772

貸倒引当金 △50,929 △3,937,750

流動資産合計 6,141,685 79.9 7,216,891 57.1 1,075,206

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 11,140 119,544

減価償却累計額 △2,966 8,174 △3,711 115,832

(2）工具器具備品 39,877 41,793

減価償却累計額 △25,173 14,703 △30,179 11,613

有形固定資産合計 22,877 0.3 127,445 1.0 104,568

２　無形固定資産

(1）ソフトウェア 98,816 2,950

(2）電話加入権 509 509

無形固定資産合計 99,326 1.3 3,460 0.0 △95,866

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 124,166 259,258

(2）関係会社株式 1,196,782 3,594,890

(3）出資金 68,079 311,000

(4）関係会社出資金 ― 966,415

(5）敷金及び保証金 29,765 154,243

(6）長期前払費用 3,779 3,779

投資その他の資産合
計

1,422,572 18.5 5,289,589 41.9 3,867,017

固定資産合計 1,544,776 20.1 5,420,495 42.9 3,875,719

資産合計 7,686,461 100.0 12,637,386 100.0 4,950,925
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 210,411 129,157

２　短期借入金 250,000 1,531,700

３　１年以内償還予定社
債

― 40,000

４　未払金 28,951 205,566

５　未払費用 ― 681

６　預り金 2,490 102,750

７　未払法人税等 19,672 26,131

８　その他 ―  7,120

流動負債合計 511,525 6.7 2,043,107 16.2 1,531,581

 

Ⅱ　固定負債  

１　社債 ― 160,000

固定負債合計 ― ― 160,000 1.2 160,000

負債合計 511,525 6.7 2,203,107 17.4 1,691,581

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 3,448,398 44.8 7,331,702 58.0 3,883,303

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 3,940,834 8,965,475

資本剰余金合計 3,940,834 51.3 8,965,475 70.9 5,024,640

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 50 50

２　当期未処理損失 210,081 5,827,748

利益剰余金合計 △210,031 △2.7 △5,827,698 △46.1 △5,617,667

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金 

― ― △28,192 △0.2 △28,192

Ⅴ　自己株式 ※２ △4,266 △0.1 △7,007 △0.0 △2,741

資本合計 7,174,935 93.3 10,434,279 82.6 3,259,343

負債資本合計 7,686,461 100.0 12,637,386 100.0 4,950,925
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  2,773,802 100.0 2,514,708 100.0 △259,094

Ⅱ　売上原価 1,680,337 60.6 1,811,696 72.1 131,358

売上総利益 1,093,465 39.4 703,012 28.0 △390,453

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 738,752 26.6 1,449,391 57.6 710,639

営業利益又は営業損失
（△）

354,712 12.8 △746,379 △29.7 △1,101,092

Ⅳ　営業外収益

(1）受取利息 ※２ 20,573 152,481

(2）雑収入 2,908 584

(3）為替差益 ― 163,647

(4）その他 60 23,542 0.8 ― 316,713 12.6 293,171

Ⅴ　営業外費用

(1）新株発行費 27,443 228,065

(2）社債発行費 13,243 13,783

(3）投資事業組合投資損失 17,154 ―

(4）その他 383 58,225 2.1 21,371 263,220 10.5 204,995

経常利益又は経常損失
（△）

320,029 11.5 △692,886 △27.6 △1,012,915

Ⅵ　特別利益

(1）投資有価証券売却益 98,380 ―

(2）関係会社株式売却益 ― 528,797

(3）その他 ― 98,380 3.6 4,115 532,913 21.2 434,533

Ⅶ　特別損失

(1）貸倒引当金繰入額  ― 3,886,820

(2）版権償却  ― 981,150

(3）その他  ― ― ― 588,512 5,456,484 216.9 5,456,484

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

418,409 15.1 △5,616,457 △223.3 △6,034,867

法人税、住民税及び事
業税

1,209 0.1 1,210 0.1 0

－ 4 －



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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

当期純利益又は当期純
損失（△）

417,200 15.0 △5,617,667 △223.4 △6,034,867

前期繰越損失 627,281 210,081 △417,200

当期未処理損失 210,081 5,827,748 5,617,667

－ 5 －



売上原価明細書

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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　当期商品仕入高 357,652 21.3 53,073 2.9

Ⅱ　外注費 1,194,692 71.1 1,173,382 64.8

Ⅲ　労務費 666 0.0 ― ―

Ⅳ　経費 127,325 7.6 585,240 32.3

売上原価合計 1,680,337 100.0 1,811,696 100.0

（原価計算の方法）

　当社の原価計算の方法は、個別原価計算による実際原価計算であります。

(3）損失処理案

前事業年度

（平成17年6月24日）

当事業年度

（平成18年6月29日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処理損失 210,081 5,827,748 5,617,667

Ⅱ　損失処理額    

　　資本準備金取崩額 ― ― 5,827,748 5,827,748 5,827,748

Ⅲ　次期繰越損失 210,081 ― △210,081
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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）

― 　当社は、当事業年度において、746百万円の営業損失、

5,617百万円の当期純損失を計上しております。当該状況

により、当社には継続企業の前提に関する重要な疑義が

生じております。

　当社は、当該状況の解消を図るべく以下の対策を講じ

ております。

１．営業損失の発生要因並びにその解消について

　当社が前事業年度より広告SP事業本部内のコンテン

ツ事業部を中心に重要な経営戦略の一環として推進し

てまいりましたコンテンツ販売における不振並びに、

この目的のために取得いたしましたコンテンツ版権の

償却負担の増加に起因するものが746百万円とその大半

を占めております。このことから、当事業年度内に当

該事業からの撤退を既に実施し、コンテンツ事業部に

つきましては、平成18年4月1日付けをもって当社の完

全子会社であります株式会社ゾディアックにその残務

処理を既に移管済みであるほか、当該事業に供する目

的で計上しておりました資産981百万円につきましても

保守的な販売見込みに基づき全額特別損失（版権償却）

として計上済みであります。また広告・SP事業本部傘

下のSP事業部につきましても、平成18年2月1日をもっ

て新設子会社であるADDENDIS株式会社へ事業を継承し

ております。

　こうした諸施策により、当社は平成18年4月1日より

持ち株会社への段階的な移行を推進中であり、今後は

グループ経営戦略の策定や経営管理機能等、持ち株会

社としての機能に特化することにより、収益を捻出す

ることの出来る体制を構築してまいります。当社は、

これら諸施策の実施により、当該状況の解消が図れる

ものと考えております。

２．当期純損失の発生要因並びにその解消について

　当期純損失5,617百万円のうち5,456百万円につきま

しては当事業年度において特別損失として計上したも

のであります。

　これらはその性質上、事業の撤退に伴うものや、解

消の困難な事業損失を一掃し、グループ企業の財務体

質の改善を図るために経営判断として一括償却したも

のであります。前述「1．営業損失の発生要因並びにそ

の解消について」において記載しております諸施策と

併せ下記施策を実施することにより、当該状況の解消

を図れるものと考えております。
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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）

内訳
金額

（百万円）
対象

要因及び

対応策

貸倒引当金
繰入

3,886

①関係会
社貸付金
（6社）
3,251百万
円
②売掛金
509百万円
③未収入
金126百万
円

①関係会社貸付に
つきましては、財
務状況・将来的な
回収見込み等につ
いて充分な審査が
なされていなかっ
たとの認識から、
グループ企業への
貸付審査の厳格化
により再発防止に
努めるほか、タス
クフォースを編成
し、債権回収に努
めます。
②売掛金および未
収入金の発生につ
きましては、与信
審査・管理機能体
制の抜本的な見直
し・強化通じ、再
発防止に努めると
ともに、法的対応
も視野に入れた回
収に努めてまいり
ます。

版権償却 981
当社コン
テンツ事
業部

ネットシネマDVD化
権やコンテンツ版
権および制作費に
ついて、コンテン
ツ事業の撤退およ
び保守的な販売予
測にもとづき償却。
コンテンツ版権の
売却による回収に
努めてまいります。

商品評価損 221
当社SP事
業部

販売用データベー
スシステムの評価
損。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。
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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

(1）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）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券 (2）その他有価証券

・時価のあるもの

―

 

 

 

・時価のないもの

・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）

・時価のないもの

　移動平均法による原価法 　移動平均法による原価法

 　なお、投資事業有限責任組合及びこれ

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て

いる決算報告日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。 

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

たな卸資産

―

　

映像コンテンツ

　１年間の償却または契約期間での均等償

却によっております。

たな卸資産

　個別法による原価法

 

映像コンテンツ

同左

３　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産

　定率法によっております。

　また、取得価額10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、３年間

の均等償却によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　８～15年

工具器具備品　　３～15年

同左

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産

　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

定額法におります。

同左

(3）長期前払費用 (3）長期前払費用

　定額法によっております。 同左

 ４　繰延資産の処理方法  新株発行費

 ―

 

 社債発行費

―

新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

社債発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

５　引当金の計上基準 貸倒引当金 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。

同左

－ 9 －



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）

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日現在）

当事業年度
（平成18年３月31日現在）

※１  授権株式数及び発行済株式総数 ※１　授権株式数及び発行済株式総数

会社が発行する株式の総数 普通株式 184,000株

発行済株式総数 普通株式 92,470.07株

会社が発行する株式の総数 普通株式 350,000株

発行済株式総数 普通株式166,172.95株

※２　自己株式 ※２　自己株式

普通株式　　　　　

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式19.13株

であります。　　　　　　　　　　

普通株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式29.01株

であります。　　　　　　　　

  ※３　関係会社に対する資産及び負債

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

 売掛金　　　　　　　　　　　　　94,257千円

 ※３　関係会社に対する資産及び負債

 －

　４　偶発債務

－

 

　４　偶発債務

　・債務保証

　次の関係会社等について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

㈱エイチ・エヌ・
ティー

83,600 借入債務

日欧貿易㈱ 47,400 借入債務

計 131,000 －

　５　資本の欠損

　資本の欠損の額は、214,347千円であります。

　５　資本の欠損

　資本の欠損の額は、5,834,756千円であります。
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 当期中の発行済株式数の増加  

発行年月日 発行形態
発行株式数

（株）

発行価格

（円）

資本組入額

（円）

前事業年度 2004年4月22日 

 株式交換

668.00 － －

2004年9月14日 960.00 － －

2004年9月22日 1,280.00 － －

2004年10月19日 450.00 － －

 2004年11月10日 1,200.00 － －

  2004年12月28日  3,513.02 － －

2005年2月9日 2,365.00 － －

  2004年7月20日  株式分割（１：２） 14,668.00 － －

   2004年12月15日 株式分割（１：２） 33,012.40 － －

2004年7月30日 新株引受権行使 192.00 125,000 62,500

2004年10月6日

 第１回転換社債型新株予約権付

 社債の権利行使

85.60 584,100 292,050

2004年10月7日 245.45 611,100 305,550

  2004年10月15日 48.50 515,400 257,700

  2004年10月21日 414.85 482,100 241,050

 2004年10月29日 103.90 240,600 120,300

2004年11月1日 817.99 244,500 122,250

2004年11月2日 199.84 250,200 125,100

2004年11月4日 393.08 254,400 127,200

 2004年11月5日 755.85 264,600 132,300

2005年2月25日～

2005年3月4日
 第２回転換社債型新株予約権付

 社債の権利行使
6,950.49 302,136 151,068

2004年9月22日 2,862.10 314,454 157,227

2004年11月1日～

2005年3月31日
第１回新株予約権の行使

6,364.00 51,640 25,820

2005年1月18日～

2005年3月15日
第２回新株予約権の行使

920.00 103,636 51,818

当事業年度  2005年4月4日 

 株式交換

2,363.00 － －

 2005年5月30日 4,400.01 － －

2005年7月26日 2,964.00 － －

2005年7月29日 988.00 － －

 2005年9月13日 2,680.00 － －

  2005年10月11日 4,616.00 － －

  2005年12月20日 1,200.00 － －

  2005年12月20日 5,120.00 － －

 2006年1月31日 2,160.00 － －

2005年7月25日～

2005年7月26日

 第３回転換社債型新株予約権付

 社債の権利行使

3,513.88 313,043 51,818

2005年8月15日～

2005年8月18日 1,825.85 273,842 51,818

2005年8月29日～

2005年9月20日 11,355.48 255,238 51,818

 2005年10月17日～

2005年10月21日 7,320.66 204,899 51,818

2005年4月15日～

2006年2月15日
第１回新株予約権の行使

576.00 51,640 25,820

2005年4月15日～

2005年12月28日
第２回新株予約権の行使

620.00 103,636 51,818

 2006年3月20日 第三者割当増資 22,000.00 76,140 38,070
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（損益計算書関係）

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31.4％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

68.6％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。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は29.1％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

70.9％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。

役員報酬 45,626千円

給与手当 104,329千円

支払手数料 129,237千円

広告宣伝費 171,242千円

業務委託費 51,548千円

減価償却費 7,582千円

貸倒引当金繰入額 48,573千円

役員報酬 79,600千円

給与手当 214,247千円

支払手数料 329,007千円

広告宣伝費 438,145千円

業務委託費 58,466千円

減価償却費 11,775千円

   

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社受取利息 10,189千円 関係会社受取利息 140,390千円
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①　有価証券

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当事業年度（自　平成17年４月１日　

至　平成18年３月31日）

　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。

 

 

②　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）

繰越欠損金 74,299千円

投資事業組合投資損失 6,945千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 177千円

繰延税金資産小計 81,422千円

評価性引当金 △81,422千円

繰延税金資産合計 ―千円

（繰延税金資産）

繰越欠損金 118,546千円

投資事業組合投資損失 94千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,594,395千円

貸倒損失否認 177千円

減価償却超過額 18千円

ソフトウェア償却否認 30,242千円

商品評価損否認 89,698千円

関係会社株式評価損否認 77,843千円

関係会社出資金評価損否認 13,598千円

出資金評価損否認 20,245千円

版権償却否認 397,267千円

繰延税金資産小計 2,342,127千円

評価性引当金 △2,342,127千円

繰延税金資産合計 ―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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.49

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項

目

0.67

住民税均等割等 0.29

未払事業税 1.79

評価性引当金純増減 △42.95

小計 △40.20

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.29

（％）

法定実効税率 40.49

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項

目

△0.19

住民税均等割等 △0.02

未払事業税 △0.05

評価性引当金純増減 △40.25

小計 △40.51

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.02
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（１株当たり情報）

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       77,608円04銭             62,802円  65銭

１株当たり当期純利益金額      6,194円23銭           △46,183円  87銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

     4,440円57銭 　潜在株式は存在するものの１株あ

たり当期純損失であるため記載して

おりません。

　（注）　「１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」の算定上の基礎は以下のとおり

です。

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株当たり当期純利益金額    

当期純利益 (千円) 417,200 △5,617,667

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益 (千円) 417,200 △5,617,667

普通株式の期中平均株式数 (株) 67,353 121,637

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

― ―
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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）

（株式交換による株式発行の件） （子会社の吸収合併の件）

　当社は、平成17年２月18日開催の当社取締役会及び平

成17年２月28日開催の株式会社バリタス株主総会におい

て承認決議された株式交換契約書に基づき、株式会社バ

リタスとの間で平成17年４月４日を株式交換の日とする

株式交換を実施し、同日をもって同社を当社の完全子会

社といたしました。

　当社は、この株式交換に際し、2,363株の新株を発行

し、株式会社バリタスの株主に対してその所有する株式

１株につき1.1815株の割合をもって当社の株式を割当交

付いたしました。

（株式交換による株式発行の件）

　当社は、平成17年４月８日開催の当社取締役会及び平

成17年４月18日開催の株式会社エイチ・エヌ・ティー株

主総会において承認決議された株式交換契約書に基づき、

株式会社エイチ・エヌ・ティーとの間で平成17年５月30

日を株式交換の日とする株式交換を実施いたしました。

　当社は、この株式交換に際し、4,400.01株の新株を発

行し、株式会社エイチ・エヌ・ティーの株主に対してそ

の所有する株式１株につき2.2798株の割合をもって当社

の株式を割当交付いたしました。

（株式交換による株式発行の件）

　当社は、平成17年６月９日開催の当社取締役会及び平

成17年６月20日開催の株式会社ゼルス株主総会において

承認決議された株式交換契約書に基づき、株式会社ゼル

スとの間で平成17年７月26日を株式交換の日とする株式

交換を実施いたします。

　当社は、この株式交換に際し、2,964株の新株を発行

し、株式会社ゼルスの株主に対してその所有する株式１

株につき14.82株の割合をもって当社の株式を割当交付

いたします。

（株式交換による株式発行の件）

　当社は、平成17年６月13日開催の当社取締役会及び平

成17年６月22日開催の株式会社プライムスタイル株主総

会において承認決議された株式交換契約書に基づき、株

式会社プライムスタイルとの間で平成17年７月29日を株

式交換の日とする株式交換を実施いたします。

　当社は、この株式交換に際し、988株の新株を発行し、

株式会社プライムスタイルの株主に対してその所有する

株式１株につき4.94株の割合をもって当社の株式を割当

交付いたします。

　当社は、平成18年４月25日開催の取締役会において当

社の完全子会社であるADDENDIS株式会社と、同じく完全

子会社である株式会社大阪第一企画の合併を承認決議い

たしました。当該合併契約書については、平成18年３

月29日に合併会社および被合併会社の取締役会において

調印し、平成18年４月13日開催の臨時株主総会にて承認

を得ております。

１　合併の目的 

　各種広告企画・制作並びにセールスプロモーション

需要に対して一括して対応する体制を構築するととも

に、グループ会社間の整理統合による経営の効率化を

図るため。 

２　合併の方法

　ADDENDIS株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、

株式会社大阪第一企画を解散。

３　資本金の増加

　当社は、合併当事会社である　ADDENDIS株式会社

（存続会社）および株式会社大阪第一企画（消滅会

社）の発行済株式を100％保有しておりますので、合

併による新株式の発行および資本金の増加は行いませ

ん。

４　合併期日

 　平成18年６月１日

５　引継財産

　平成18年３月31日現在の株式会社大阪第一企画の資

産、負債は以下のとおりであります。

 　・資産合計　　　　383,516千円

 　・負債合計　　　　316,426千円

 　・資本合計　　　　 67,090千円

 （中間持ち株会社の解散の件）

　当社は、平成18年４月28日開催の当社取締役会の決議

に基づき、平成18年６月１日をもって、当社の完全子会

社であるADDENDIS AGENCY株式会社を解散致します。  

１　当該子会社の事業内容

　当グループの広告企画・制作並びにプロモーション

事業会社（ADDENDIS株式会社、株式会社大阪第一企画、

株式会社バリタス、株式会社プライムスタイル、株式

会社エフ・マック）の持ち株管理。

２　解散の理由

　同社は、経営統合による傘下事業会社間の連携強化

によるシナジー効果の創出や、サービス対応力の向上

による顧客の利便性向上等を目的として設立致しまし

たが、グループ企業の更なる統合・整理による再編の

方が、より経営効率が高いとの判断に至ったため。
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７．役員の異動

記載が可能になり次第「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。
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