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１．平成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 （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 15,478 168.9 △735 － △940 －

17年3月期 5,756 359.6 718 － 671 －

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 △5,554 － △45,662 21 － － △60.9 △6.8 △6.1

17年3月期 599 529.3 8,901 11 6,381 09 14.0 13.3 11.7

（注）①持分法投資損益 18年3月期 △3,814千円 17年3月期 △2,385千円

②期中平均株式数（連結） 18年3月期   121,637株 17年3月期    67,353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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （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 18,955 10,870 57.4 65,430 97

17年3月期 8,812 7,355 83.5 79,557 56

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

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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 △3,223 △4,315 9,741 6,683

17年3月期 △1,897 708 4,346 3,948

(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 26社 持分法適用非連結子会社数 －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） 18社 （除外） 2社 持分法（新規） －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）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 4,000 △550 100

通　期 8,500 △100 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1,805円35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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１．企業グループの状況

(1）企業グループ等の概況

　当社グループは、株式会社アイ・シー・エフ及び関連会社26社（ADDENDIS㈱、㈱ゼルス、㈱プライムスタイル、㈱

大阪第一企画、㈱バリタス、ADDENDIS AGENCY㈱、ADDENDIS LIFE㈱、㈱エフ・マック、㈱サイバーゲート、㈱ゾディ

アック、日欧貿易㈱、HOP＆TEDDY㈱、㈱ワン・ウィング、Signal Media and Communications Holdings Limited、㈱

BBMC、㈱濱商、㈱ヴァリアス　㈱エイチ・エヌ・ティー、ADDENDIS SMC㈱、エムトゥエックス㈱、㈱スパークワン、

ADDENDIS CAPITAL㈱、ADDENDIS HK（Hong Kong）Limited、SEIZAN投資事業有限責任組合、NORSTROM LP、PORMART 

LP）で構成されております。

　インターネット、モバイル等の各種媒体を活用した総合的な広告・企画制作、販売促進サービス並びにインターネッ

トにおける航空券販売をはじめとするEコマースサービス等を含む広告SP事業を展開しております。また、前期よりコ

ンタクトセンターの運営受託（インバウンド）や、主に通信事業者対象とした契約獲得型サービス（アウトバウンド）

を行うコールセンター事業をてがけておりましたが、当初期待していた事業間のシナジー効果が得られない等の理由

から、当連結会計年度中に中核企業である株式会社ウェルコムの売却や携帯電話関連サービス事業からの撤退を行っ

ております。また、新たな収益基盤の確立と法改正に伴う市場拡大を鑑み、当連結会計年度より時間貸し駐車場の運

営を主体とする駐車場事業を開始したほか、M&Aアドバイザリーサービスを含む経営支援サービスや、ファンドの組

成・運用等をてがけるファイナンス事業を展開しております。

当社グループの事業に関わる位置付けは以下のとおりであります。

会社名 事業内容

株式会社アイ・シー・エフ 各種広告・セールスプロモーションおよびコンテン

ツの企画・制作

※持ち株会社への移行に伴い、平成18年2月1日を

もって広告・セールスプロモーション事業本部内の

SP事業を分割し、新設子会社であるADDENDIS株式会

社へ継承しております。また、平成18年4月1日を分

割期日として、同事業本部内のコンテンツ事業を子

会社である株式会社ゾディアックへ継承しておりま

す。

１. 広告SP事業（15社）  

　①ADDENDIS株式会社 各種広告企画・制作並びにセールスプロモーション

　②株式会社ゼルス 服飾繊維製品の企画・製造・販売

　③株式会社プライムスタイル 不動産広告の企画・制作およびプロモーション

　④株式会社大阪第一企画　 出版に関する広告代理事業

※平成18年6月1日をもってADDENDIS株式会社へ吸収

合併予定であります。

　⑤株式会社バリタス インターネット広告メディア開発事業

　⑥ADDENDIS AGENCY株式会社 ※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を行う目的で平成18年

2月15日に新設いたしましたが、平成18年6月1日を

もって解散予定であります。詳細に関しましては平

成18年4月28日付け『中間持ち株会社の解散に関する

お知らせ』をご参照ください。）

　⑦ADDENDIS LIFE株式会社 飲食事業の運営

※平成18年2月1日旧株式会社ディー・アンド・オー

ビットより商号変更し、主たる事業内容(プロモー

ション企画・制作)を変更しております。
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　⑧株式会社エフ・マック ウェブサイト制作およびフリーペーパー制作

※飲食事業につきましてはADDENDIS LIFE株式会社へ

の移管手続き中であります。

　⑨株式会社サイバーゲート 航空券のネット販売、金券買取をはじめとするEC事業

　⑩株式会社ゾディアック テレビ番組制作および各種ＰＲサービス

　⑪日欧貿易株式会社　 服飾関連商品の輸入および卸売

　⑫HOP＆TEDDY株式会社 アーティストマネージメントおよび各種コンテンツ

の企画・制作

※平成18年2月1日旧株式会社ドリーム・ヴィジョ

ン・ワークスより商号変更し、主たる事業内容を変

更しております。

　⑬株式会社ワン・ウィング DVD商品の制作、販売および流通

　⑭Signal Media and Communications

　  Holdings Limited

農薬製造販売（メディア、アパレル、不動産等の新

規事業を開拓中）のHoldings Limited香港上場企業

(香港メインボード、証券コード2362)

※平成18年3月末時点のグループ持株比率は56.97%で

ありますが、第三者割当による新株発行(平成18年4

月12日開示)が行われた場合、グループ持ち株比率

は36.41%に低下（持分法適用関連会社）する予定で

す。

 （持分法適用会社）

　⑮株式会社BBMC

 

PC、携帯電話向け音楽配信事業

２. コールセンター事業(2社)　  

　①株式会社濱商 　 アウトバウンドコールセンター事業

　②株式会社ヴァリアス　　 映像コンテンツ企画・制作およびソフトワエア開発

販売

※モバイル関連事業につきましては当連結会計期間

中に撤退しております。

３. 駐車場事業(4社)  

　①株式会社エイチ・エヌ・ティー 駐車場運営管理および付属機械製造販売

　②ADDENDIS SMC株式会社 Signal Media and Communications Holdings 

Limitedの持ち株管理等

※平成18年2月1日旧株式会社出晄エンタープライズ

より商号変更し、主たる事業内容を変更しておりま

す。

　③エムトゥエックス株式会社 VoIPを利用した通信サービスの開発および販売

　④株式会社スパークワン　 定額国際電話サービス等の提供

※平成18年3月29日子会社化し、平成18年4月1日旧株

式会社サイトップより商号変更しております。

  

４. ファイナンス事業(2社)  

　①ADDENDIS CAPITAL株式会社　 経営支援サービスおよび投資業務（国内）

※平成18年2月1日旧株式会社i-cfファイナンスより

商号変更しております。
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　②ADDENDIS HK（Hong Kong）Limited  経営支援サービスおよび投資業務（海外）

※旧i-cf International Limitedより商号変更登記

手続き中であります。

※この他に、国内で資金運用を行なうSEIZAN投資事業有限責任組合、海外で資金運用を行なうNORSTROM LP、PORMART 

LPがあります。

(2）企業グループ等の事業系統図

 

ア
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フ 

グ
ル
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事業セグメント サブセグメント グループ会社 

広告SP事業 

コールセンター事業 

駐車場事業 

ファイナンス事業 ※6 

ADDENDIS㈱ ※1 

㈱ゼルス 

㈱プライムスタイル 

㈱大阪第一企画 ※2 

㈱バリタス 

ADDENDIS AGENCY㈱ ※3 

ADDENDIS LIFE㈱ 

㈱エフ・マック 

㈱サイバーゲート 

㈱ゾディアック 

日欧貿易㈱ 

HOP＆TEDDY㈱ 

Signal Media and Communicat ions 
Holdings Limited 

㈱BBMC 

㈱i-cf コンテンツ事業部 ※4 

㈱ワン・ウィング 

㈱濱商 

㈱ヴァリアス 

㈱エイチ・エヌ・ティー 

ADDENDIS SMC㈱ 

エムトゥエックス㈱ 

㈱スパークワン 

ADDENDIS CAPITAL㈱ 

ADDENDIS  HK  Limited 

コンテンツ事業 ※4 

※1　平成18年2月1日付けで㈱アイ・シー・エフ SP事業の継承会社として新設されております。このため上記サブセグ

メント欄にSP事業を記載しておりません。

※2　平成18年6月1日をもってADDENDIS㈱へ吸収合併予定であります（消滅会社）。

※3　平成18年6月1日をもって解散予定であります。
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※4　Signal Media and Communications Holdings Limitedは、投資持ち株会社、殺虫剤の開発・流通等を行う事業会

社など10社の事業会社の持ち株会社であります。

※5　平成18年4月1日をもって㈱アイ・シー・エフ コンテンツ事業は㈱ゾディアックへ吸収合併されたため,、当該事

業部及びサブセグメントは消滅しております。 

※6　国内で資金運用を行なうSEIZAN投資事業有限責任組合、海外で資金運用を行なうNORSTROM LP、PORMART LPがあり

ます。
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２．経営方針

(1）基本方針

　当社グループは、継続的な企業活動の発展の鍵は「資本」、「人」および「企業風土」であると考えております。

企業経営者は株主様よりお預かりした大切な資本を有効に活用し、健全な利益を生み出すことを委託された経営の専

門家であらねばなりません。また、お客様にとって価値のあるサービスを提供するためには優秀な人材を確保し、教

育し、成果には正当な対価で報いると確信たらしめるような企業風土を醸成することが経営者の使命であり、それこ

そが利益の源泉であると考えております。こうした経営の原点を常に忘れず、実現できてこそ、はじめて真に社会的

な存在意義のある企業足りうるとの信念を企業理念としております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、当連結会計年度において多額の損失を計上したことから、繰越損失を一掃し、株主還元のための

要件を整備することが最優先と考えております。そのうえで、出来うる限り早期に自己株式の買取等の株主還元を実

施する所存です。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針

　当社グループは、株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の充分な流動性と多数の個人投資家の

参加が不可欠であると考えます。しかしながら、極端な株価の低下と過度の流動性に伴う株式所有の分散化は、経営

の不安定化を招くとの反省から、中長期的な資本政策にもとづく安定株主化対策と業績の回復を通じ、適正株価の形

成を図ってまいります。

(4）目標とする経営指標

　従来のM&Aによる事業規模拡大路線から大幅な方針転換を図り、収益性を基準としたドメイン（主たる事業領域）の

見直しと選択と集中の徹底により、継続的且つ確実に収益を生み出す企業体質への転換を図る所存です。

　今後は、経営の透明性の向上と、定量的な経営指標を重視とした“わかりやすい経営”を実践してまいります。

(5）中長期的な経営戦略

　当社グループの主たる事業である広告SP事業につきましては、ADDENDIS株式会社を核としたグループ企業の整理・

統合・売却を継続して推進するとともに、経営管理機能と競争力の強化により、継続的に収益を確保することのでき

る体制を構築してまいります。その他の事業セグメントにつきましても経営陣の刷新を含む抜本的な見直しを図って

まいります。今後につきましては、投資事業分野へのドメイン（主たる事業領域）のシフトを図るため、リスクヘッ

ジ機能の強化と、ノウハウの蓄積を行ったうえ、経済合理性を厳密に検討し、選択的なM&Aを実施してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

  当社は、積極的なM&Aを通じた事業拡大を推進してまいりましたが、当連結会計年度においてグループ企業（被買収

企業）の業績が利益計画を大きく下回ったこと、また、内部管理体制の不備に起因する損失の発生により株主の信頼

を損ねたことを厳粛に受け止め、“業績と信頼の回復”を最重要課題として下記取り組みを行ってまいります。

　① シナジー効果の薄い事業並びに不採算事業の整理・統合

　②　M&Aに関する明確なルールおよび判断基準の策定

　③　ステークホルダー（株主・投資家）を意識した資金調達手法の採用および実施

　④  損失低減のための実効性のある内部管理体制の構築

　⑤  IR（株主・投資家向け広報）の強化による経営の透明性の向上

　⑥  長期的な資本政策にもとづく経営安定化
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

①当社グループを取り巻く事業環境及び営業戦略について

　当連結会計年度（平成17年4月1日～平成18年3月31日）において、当社グループの属する広告業界におきましては、

ブロードバンドの普及を背景に、インターネット広告市場が前年比154.8％（平成17年1月～12月、電通調べ）と一

段と高い伸びを示したほか、従来型メディアと連動した新たな広告サービスの進展が見られました。こうした市場

環境の変化に対応するため、当社の主たる事業であります広告SP事業におきましては、モバイル広告をてがける株

式会社バリタスを完全子会社化したことに続き、多様化する広告ニーズに対応すべく、株式会社プライムスタイル

（不動産広告の企画・制作）を完全子会社化したほか、独自メディアの開発・育成を目的として、Tシャツ等を第3

のメディアとしてとらえ消費者還元型の広告モデルを展開する株式会社ゼルスを取得いたしました。また、インター

ネットにおける航空券販売をはじめとする独自のEコマース事業をてがける株式会社サイバーゲートを取得いたしま

した。更に、広告・SP事業の海外展開を行うべくSignal Media and Communications Holdings Limited（香港メイ

ンボード、証券コード2362）の過半数の株式を取得するなど、当該セグメントにおいて8社の企業買収（M&A）を展

開いたしました。これにより大幅な増収を達成したものの、企業買収により取得いたしました一部子会社群が利益

計画を下回ったことに加え、前期より重点的に推進していたコンテンツ事業における販売不振と版権償却負担の増

加等により、収益性が悪化いたしました。また、解消の困難な事業損失の処理や、財務体質の健全化を目的とした

減損会計の適用を行ったことより、特別損失を計上するに至りました。

　一方コールセンター事業におきましては、当会計期間中に中核企業である株式会社ウェルコムの売却や、株式会

社ヴァリアスのてがけるモバイル関連事業からの撤退を行うなどグループ経営の観点からシナジー効果の薄い事業

や不採算事業の整理撤退を行いました。

　駐車場事業につきましては、新たな収益基盤の確立並びに平成18年6月に施行予定の道路交通法の改正（放置車両

に係る使用者責任の拡充・放置駐車取締り関係事務の民間委託等）を鑑み、関西圏を中心に全国的なコインパーキ

ング事業をてがける株式会社エイチ・エヌ・ティーほか4社を完全子会社化いたしましたが、事業ポートフォリオの

全面的な見直しと財務体質の健全化を目的とした固定資産の減損会計基準の適用に伴い、多額の特別損失を計上す

るに至りました。

　ファイナンス事業におきましては、平成18年1月に発生したライブドアショックに伴う株式市況の低迷により株式

を中心とする投資業務における収益が悪化したことに伴い、当初計画を下回る結果となりました。

  以上の結果、当会計年度の連結業績は、売上高15,478,429千円、経常損失940,242千円、当期純損失5,554,214千

円となりました。

②通期の見通し（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

　当社グループは、急速なM&Aにより連結ベ-スにおける売上規模の大幅な拡大を果たしたものの、長期的な収益見

込みを欠いた拡大を図ってきたことから、短期間の内に取得した企業の収益が悪化し、グループ全体の大幅な収益

性の低下を招いたことから、次期連結会計年度を“再生元年”と位置づけ、収益性の改善を最優先したグループ経

営を行ってまいります。具体的には、グループのコアビジネスとのシナジー効果の薄い事業並び不採算事業につい

ては整理・統合・売却を強力に推進することによりグループ企業数を当連結事業年度末の22社から10社前後に削減

するとともに、経営リソースの選択と集中を徹底することにより本業収益力の改善に注力いたします。

　また、これらの施策と併せ連結財務諸表提出企業である当社のホールディングカンパニーとしての機能を確立し、

戦略策定機能の強化と経営管理体制の抜本的な見直しを通じ、業務の遂行過程において発生するリスクを早期に察

知し、損失の発生を未然に防止することにより、利益を確実に捻出することのできる収益体質づくりに努めてまい

ります。

　この結果、次期（平成19年3月期通期）の業績見通しにつきましては、売上高につきましては8,500百万円と大幅

な縮小となるものの、本業収益力の示す営業利益ベースでの黒字化転換を図り100百万円の利益を見込むほか、子会

社の売却等を通じ当期純利益300百万円を見込んでおります。

　なお、本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したもの

であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、諸々の要因の変化により、実際の業績はこれ

と大きく異なる可能性があることを予めご承知おきください。この業績予想に全面的に依拠して投資判断を行うこ

とはお差し控えください。
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(2）財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の増加、投資有価証券の取

得等により資金が減少しましたが、転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による新株の発行等における財

務活動において資金が増加しましたので、その結果現金及び現金同等物は6,683,406千円となりました。

　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

自己資本比率 95.9％ 83.0％ 93.8％ 83.5％ 57.4％

時価ベースの自己

資本比率
319.4％ 76.8％ 295.1％ 336.8％ 90.3％

自己資本比率：自己資本／総資本

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は3,233,904千円であります。

　これは主に、税金等調整前当期純損失が5,401,568千円であったこと、たな卸資産の増加1,275,327千円の増加等

によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は4,315,726千円であります。

　これは主に、投資有価証券の取得、有形固定資産の取得等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果増加した資金は9,741,223千円であります。

　これは主に、第三者割当による新株の発行、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。
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４．事業等のリスク
　以下において当社グループ企業の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載いたしま

す。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項

については、積極的に開示しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生

の回避及び発生した場合の対応に努める所存でありますが、本株式に関する投資判断は、以下特別記載事項を慎重にご

検討されたうえで行われる必要があると考えられます。

(1）事業環境について

①競合状況について

　当社グループは広告（デジタルおよびアナログ）にファイナンス手法を取り入れた独自のビジネスモデルの確

立を標榜しておりますが、当社の主たる事業であります広告・SP分野において特に高い成長性の見込まれるイン

ターネット、モバイル広告市場や、Eコマース市場におきましては、比較的新規参入障壁が低く、大手広告会社を

はじめ、販売促進サービス会社などとの競争が激化しております。一方、従来型マス媒体を活用した広告市場に

おいては、市場の飽和或いは縮小傾向がみられ、競合各社との価格競争が熾烈となっております。このような状

況に対し、当社グループといたしましては、より訴求力の高い独自の媒体の開発・育成を通じ競争力の強化とサー

ビスの高付加価値化に努めておりますが、こうした取り組みが予定通り進まない場合、業績に影響を生じる場合

があります。

②資金調達について

　当社グループが現在展開しております4つの事業のうち、特に駐車場およびファイナンス事業につきましては、

資金調達力が売上・利益を相当程度左右する要因であることから、これらの事業に必要な資金が調達されなかっ

た場合、予定された売上・利益が確保されない場合が想定されます。

③小規模組織であることについて

　当社グループは平成18年3月31日現在、従業員数187名の小規模組織となっております。また、事業を開始して

からの歴史が比較的浅いことなどから、特定分野における高度な専門知識・経験を有する人材が重要な役割を果

たす場合が多く、これらの人材の去就により一時的に業務が滞ることや、業績に影響を生じる可能性があります。

(2）今後の事業展開について

① 広告SP事業について

　当該事業におきましては、①多様化する広告・SPサービス需要への対応、②インターネット、モバイルなど成

長性の高い市場分野への進出、③自社メディアの開発・育成を目的として、独自の強みを有する企業群を積極的

なM&Aにより取得してまいりましたが、今後につきましては従来の戦略を大幅に見直し、厳密な将来収益性の判断

に基づき、ADDENDIS株式会社を中核とした整理・統合・売却を推進するとともに、営業力強化による新規顧客開

拓を通じ収益基盤の拡大と継続収益比率の向上を図ってまいります。しかしながらこれらの施策が予定通り遂行

できない場合、予想していた収益が確保できない可能性があります。

② コールセンター事業について

　当連結会計期間中に中核企業である株式会社ウェルコムを売却したことから、当該セグメントに属するその他

企業につきましても整理・売却の方向で検討しております。しかしながら、売却先の確保や整理・統合が予定通

りに進捗しなかった場合、予想していた利益が確保できない可能性があります。

③ 駐車場事業について

　慢性的な駐車場の供給不足に加え、道路交通法の改正による市場規模拡大が予想されることから、中長期的に

は重点的に開発・育成をすすめるべき事業分野と位置づけておりますが、当連結会計年度において多額の特別損

失を計上したことから、経営陣の刷新を含む内部管理体制の抜本的な見直しを最優先に推進いたします。これと

平行し、運営権の転売や自社運営を目的とした新規駐車場物件の仕入れ（取得）を積極的に推進する予定であり

ます。しかしながら、こうした施策が予定通り進まない場合、予想していた収益が確保できない可能性があります。

④ ファイナンス事業について

　投資事業ならびに経営支援業務の強化と、投資事業組合の組成や運用資産規模の拡大を図っていく予定ですが、

急激なマーケット環境の変化等により、予想していた収益が確保できなくなる場合が想定されます。

(3) 継続企業の前提に関する重要な疑義が生じていることについて

　「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況」（19頁）において記載されておりますとおり、当社

グループ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。これは、具体的には営業キャッシュ・フロー

が継続してマイナスであること、当連結会計年度において営業損失並びに当期純損失が発生していることを指して

おります。当該状況の解消を図るべく当社グループといたしましては19頁に記載いたしました対策を講じてまいり
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ますが、これらの対策が計画どおり進捗しなかった場合、予想していた収益が確保できない可能性があります。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

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）

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 3,047,492 6,683,406

２　受取手形及び売掛金 ※３ 2,305,439 2,616,863

３　有価証券 901,494 228,671

４　たな卸資産 1,207,645 1,351,928

５　短期貸付金 603,000 40,665

６　未収入金 36,902 1,200,431

７　その他 93,492 570,668

貸倒引当金 △54,229 △715,160

流動資産合計 8,141,236 92.4 11,977,475 63.2 3,836,239

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築物 89,125 1,736,408

(2）機械装置及び運搬具 7,801 124

(3）工具器具備品 26,635 306,461

(4）土地 － 182,877

(5) 建設仮勘定 － 19,530

有形固定資産合計 123,562 1.4 2,245,402 11.8 2,121,840

２　無形固定資産

(1）連結調整勘定 36,202 600,038

(2）ソフトウェア 117,943 17,863

(3）電話加入権 884 2,652

(4）その他 615 5,181

無形固定資産合計 155,645 1.8 625,736 3.3 470,091

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 159,980 1,101,429

(2）出資金  108,809 2,428,151

(3）敷金及び保証金 116,850 427,344

(4）その他 6,752 151,076

貸倒引当金 － △1,062

投資その他の資産合計 392,392 4.4 4,106,939 21.7 3,714,547

固定資産合計 671,600 7.6 6,978,078 36.8 6,306,478

資産合計 8,812,837 100.0 18,955,553 100.0 10,142,716
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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）

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　支払手形及び買掛金 551,459 616,853

２　短期借入金 250,000 2,526,434

３　1年以内返済予定の長
期借入金

－ 302,602

４　１年以内償還予定の社
債

－ 40,000

５　未払金 325,607 521,106

６　未払法人税等 180,100 156,873

７　その他 69,620 408,125

流動負債合計 1,376,788 15.6 4,571,995 24.1 3,195,207

Ⅱ　固定負債

１　社債 － 1,331,630

２　長期借入金 77,368 520,607

３　その他 379 156,705

固定負債合計 77,747 0.9 2,008,942 10.6 1,931,194

負債合計 1,454,536 16.5 6,580,938 34.7 5,126,402

（少数株主持分）

少数株主持分 3,130 0.0 1,503,656 7.9 1,500,526

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 3,448,398 39.1 7,331,702 38.7 3,883,303

Ⅱ　資本剰余金 3,938,482 44.7 8,961,113 47.3 5,022,630

Ⅲ　利益剰余金 △27,444 △0.3 △5,581,658 △29.5 △5,554,214

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

－  △27,473 △0.1 △27,473

Ⅴ　為替換算調整勘定 －  194,283 1.0 194,283

Ⅵ　自己株式 ※５ △4,266 △0.0 △7,007 △0.0 △2,741

資本合計 7,355,170 83.5 10,870,959 57.4 3,515,789

負債、少数株主持分及び
資本合計

8,812,837 100.0 18,955,553 100.0 10,142,716
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(2）連結損益計算書

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）

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 5,756,460 100.0 15,478,429 100.0 9,721,969

Ⅱ　売上原価 3,786,179 65.8 12,440,522 80.4 8,654,343

売上総利益 1,970,280 34.2 3,037,906 19.6 1,067,626

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,251,566 21.7 3,773,541 24.4 2,521,975

営業利益又は営業損失
（△）

718,714 12.5 △735,635 △4.8 △1,454,349

Ⅳ　営業外収益

(1）受取利息 10,484 22,969

(2）雑収入 3,266 21,711

(3）為替差益 ― 109,872

(4）その他 1,125 14,876 0.3 17,867 172,420 1.1 157,543

Ⅴ　営業外費用

(1）支払利息 ― 76,585

(2）新株発行費 27,443 228,065

(3）社債発行費 13,243 29,160

(4）投資事業組合投資損失 17,154 ―

(5）その他 4,093 61,935 1.1 43,215 377,027 2.4 315,092

経常利益又は経常損失
（△）

671,655 11.7 △940,242 △6.1 △1,611,897

Ⅵ　特別利益

(1）前期損益修正益 ― 118,362

(2）固定資産売却益 ※２ ― 41,528

(3）投資有価証券売却益 98,380 257

(4）関係会社株式売却益 ― 99,591

(5）貸倒引当金戻入益 1,230 ―

(6）その他 43 99,654 1.7 4,115 263,855 1.7 164,201

Ⅶ　特別損失

(1）連結調整勘定償却額 ― 677,166

(2）減損損失 ※４ ― 918,718

(3）貸倒引当金繰入額 ― 659,720

(4）版権償却 ― 999,445

(5）その他 ※３ ― ― ― 1,470,131 4,725,181 30.5 4,725,181

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△）

771,309 13.4 △5,401,568 △34.9 △6,172,877

法人税、住民税及び事
業税

172,183 234,735
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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）

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）

法人税等還付額 △220 ―

法人税等調整額 ― 171,963 3.0 337 235,072 1.5 63,109

少数株主損失 169 0.0 82,426 △0.5 82,256

当期純利益又は当期純
損失（△）

599,516 10.4 △5,554,214 △35.9 △6,153,730
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(3）連結剰余金計算書

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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 613,018 3,938,482 3,325,463

Ⅱ　資本剰余金増加高

１　増資による新株の発行 ― 837,540

２　新株引受権の行使によ
る新株の発行

12,000 ―

３　新株予約権の行使によ
る新株の発行

2,211,983 3,045,739

４　連結子会社増加に伴う
資本剰余金増加高

1,101,480 3,325,463 1,141,360 5,024,640 1,699,176

Ⅲ　資本剰余金減少高

連結子会社減少に伴う資本
剰余金減少高

― ― 2,010 2,010 2,010

Ⅳ　資本剰余金期末残高 3,938,482 8,961,113 5,022,630

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △626,961 △27,444 599,516

Ⅱ　利益剰余金増加高

  　当期純利益 599,516 599,516 ― ― △599,516

Ⅲ　利益剰余金減少高

  　当期純損失 ― ― 5,554,214 5,554,214 5,554,214

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △27,444 △5,581,658 △5,554,214
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

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利益 771,309 △5,401,568

　　減価償却費 37,956 270,408

　　連結調整勘定償却 9,243 715,358

　　減損損失 ― 918,718

　　持分法による投資損益
（益：△）

2,385 3,814

　　投資事業組合投資損失 17,154 ―

　　版権償却 ― 999,445

　　固定資産除売却損 ― 66,915

　　固定資産売却益 ― △41,528

　　出資金評価損 ― 61,378

　　出資金清算益 ― △4,115

　　為替差益 ― △109,872

　　金利スワップ評価損 ― 24,273

　　関係会社株式売却益 ― △99,591

　　商品低価評価損 ― 255,913

　　営業投資有価証券の増加
額

― △228,671

　　投資有価証券売却益 △98,380 ―

　　投資有価証券評価損 ― 379,341

　　貸倒引当金の増減額（減
少額：△）

50,641 660,530

　　貸倒損失 ― 167,739

　　受取利息及び受取配当金 △10,544 △25,003

　　支払利息 1,364 76,585

　　売上債権の増減額（増加
額：△）

△1,351,877 674,763

　　たな卸資産の増減額（増
加額：△）

△1,163,158 △1,275,327

　　未収消費税の増減額（増
加額：△）

△15,450 △84,191

　　その他資産の増減額（増
加額：△）

△390,068 △1,278,562

　　仕入債務の増減額（減少
額：△）

10,769 △403,414

　　前受金の増減額（減少
額：△）

△22,596 52,050
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

　　未払金の増減額（減少
額：△）

165,805 257,357

　　その他負債の増減額（減
少額：△）

85,885 442,496

小計 △1,899,559 △2,924,755

　　利息及び配当金の受取額 10,544 50,842

　　利息の支払額 △1,364 △69,008

　　法人税等の支払額 △7,557 △280,983

　　法人税等の還付額 220 ―

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,897,716 △3,223,904

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

　　有形固定資産の取得によ
る支出

△76,100 △1,355,516

　　有形固定資産の売却によ
る収入

100 39,414

　　無形固定資産の取得によ
る支出

△102,135 △276,872

　　投資有価証券の取得によ
る支出

△50,600 △3,522,485

　　投資有価証券の売却によ
る収入

104,520 335,000

　　敷金及び保証金の差入れ
による支出

△60,376 △369,998

　　敷金及び保証金の返還に
よる収入

― 81,583

　　出資金の払込による支出 △245,000 ―

　　出資金の返還による収入 50,000 122,206

　　新規連結子会社の取得に
よる支出

※２ △17,355 △316,535

　　新規連結子会社の取得に
よる収入

※３ 1,105,319 354,638

　　連結範囲の変更を伴う子
会社株式の売却による収
入

― 728,053

　　貸付による支出 ― △3,753,501

　　貸付金の回収による収入 ― 3,846,957

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

708,371 △4,315,726

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

　　新株の発行による収入 4,448,826 1,766,583

　　社債の発行による収入 ― 7,371,630
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

　　自己株式の取得による支
出

△3,583 △2,741

　　借入による収入 ― 4,999,476

　　借入金の返済による支出 △98,634 △4,393,724

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

4,346,608 9,741,223

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

― 304,156

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少額：△）

3,157,263 2,734,419

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

791,723 3,948,986

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 3,948,986 6,683,406
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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、当連結会計年度において、前連結会

計年度に引き続き営業キャッシュ・フローがマイナスと

なっているほか、当連結会計年度において、735百万円の

営業損失、5,554百万円の当期純損失を計上しております。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が

生じております。

　連結財務諸表提出会社であります当社は、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．営業キャッシュ・フローが継続してマイナスである

要因並びにその解消について

　営業キャッシュ・フローにつきましては、前連結会

計年度（平成17年3月期）に1,897百万円、当連結会計

年度に3,223百万円とそれぞれマイナスとなっておりま

す。これは、M&Aによる事業規模の急速な拡大に伴う売

掛債権や未収入金の増加並びにたな卸し資産の増加（平

成17年3月期1,163百万円、平成18年3月期1,275百万

円）を主因とするものであります。

　このことから、前者につきましては①与信管理の徹

底により滞留債権の発生を未然に防止するとともに事

業計画に沿った確実な回収に努めてまいるほか、②不

採算事業の整理・統合・売却とその他事業における収

益力強化により当社グループ全体の収益性の改善を図っ

てまいります。また、後者につきましては、資金回収

を上回る映像コンテンツの買付を行った結果によるも

のでありますが、コンテンツ事業につきましては既に

撤退していることなどから、当連結会計年度末以降に

同一事由に起因してこうした事象を継続的に発生せし

める要因は解消されるものと考えております。

　更に当社グループが展開しておりますその他事業に

関しましても、仕入れから資金回収までに比較的長期

間を要するような案件、具体的に想定されるものとい

たしましては駐車場事業における大型の運営権転売契

約などにつきましては個別に厳密な精査を行なったう

え、キャッシュ・フローを重視した事業展開を行って

まいります。

　こうした諸施策の実施により、営業キャッシュ・フ

ローの大幅な改善を見込んでおります。
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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）

２．営業損失の発生要因並びにその解消について

　当社グループが前連結会計年度（平成17年3月期）よ

り当社コンテンツ事業部および当社の完全子会社であ

ります株式会社ワン・ウィング（DVD商品の製作、販売

および流通）を中心にグループ戦略の重要施策の一環

として推進してまいりましたDVDコンテンツの販売不振

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その大半を

占めております。このことから、当連結会計年度内に

当該事業からの撤退を既に実施し、当社コンテンツ事

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999百万円につきま

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、株式会社ヴァリアスにつきましても、当連結

会計年度において、不採算事業であるモバイル関連事

業より既に撤退をしております。

　さらに当該状況の解消をより確実なものとするため、

当社グループ全体の再編を通じ、不採算事業の整理・

統合・売却を順次行ってまいるほか、その他事業につ

きましては収益基盤の強化を図ってまいります。

３．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5,554百万円のうち4,725百万円につきま

しては当連結会計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、①事業の撤退に伴うものや、

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と、②非経常的損失であるた

め、前述「2．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下記施策の

実施により、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）

なお、主なものは以下のとおりとなります。

内訳
金額

（百万円）
対象

要因及び

対応策

固定資産の
減損会計基
準適用に伴
う減損損失

918

①ADDEND
IS LIFE㈱
②㈱エイ
チ・エ
ヌ・
ティー
他

①空間運営事業に
て利用することを
目的に購入したビ
デオ・オン・デマ
ンド（VOD）配信シ
ステム316百万円に
ついて、事業撤退
に伴い資産性が低
いと判断したこと
に伴うもの。当該
資産の売却による
回収に努めてまい
ります。
②自社運営駐車場
付帯設備等569百万
円について、収益
性が乏しいと判断
したことによるも
の。事業用資産の
仕入れと収益管理
の徹底により再発
防止に努めます。

版権償却 999

当社コン
テンツ事
業部およ
び㈱ワン
ウィング

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。

連結調整勘
定償却

677
エムトゥ
エックス
㈱

買収後に収益の改
善が認められず短
期間で償却対象と
なったことから、
厳密なデューデリ
ジェンスと長期的
な収益見込みにも
とづく選択的なM&A
の実施により再発
防止に努めてまい
ります。

貸倒引当繰
入

659
コスメタ
リージャ
パンなど

法的手段を含め当
該売掛金の回収に
努めるとともに、
与信審査・管理の
徹底による再発防
止策を講じてまい
ります。

　連結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 連結子会社　　　9社

　連結子会社の名称 

　㈱ワン・ウィング

　㈱ドリーム・ヴィジョン・ワークス

　㈱ヴァリアス

　㈱濱商

　㈱オーダーボックス・ドットコム

　㈱ディー・アンド・オービット

　㈱ウェルコム

　㈱i-cfファイナンス

　㈱大阪第一企画

　㈱ワン・ウィング、㈱ヴァリアス、

㈱濱商、㈱オーダーボックス・ドット

コム、㈱ディー・アンド・オービット、

㈱ウェルコム、㈱大阪第一企画につき

ましては、当連結会計年度における株

式の取得に伴い、㈱ドリーム・ヴィ

ジョン・ワークス、　㈱i-cfファイナ

ンスにつきましては、当連結会計年度

に設立したことに伴い、当連結会計年

度より連結の範囲に含めております。

連結子会社　　　26社

　連結子会社の名称 

　㈱ワン・ウィング

HOP&TEDDY㈱（旧㈱ドリーム・ヴィ

ジョン・ワークス）

　㈱ヴァリアス

　㈱濱商

ADDENDIS LIFE㈱（旧㈱ディー・アン

ド・オービット）

ADDENDIS CAPITAL㈱（旧㈱i-cfファ

イナンス）

　㈱大阪第一企画

ADDENDIS HK（HongKong）Limited

（旧i-cf International Ltd）

　㈱バリタス

　㈱エイチ・エヌ・ティー

　㈱ゼルス

　㈱プライムスタイル

　㈱サイバーゲート

ADDENDIS SMC㈱（旧㈱出晄エンタープ

ライズ）

　エムトゥエックス㈱

Signal Media and Communications

 Holdings Limited

　㈱ゾディアック

　日欧貿易㈱

　㈱エフ・マック

　ADDENDIS㈱

　ADDENDIS AGENCY㈱

　㈱スパークワン

　SEIZAN投資事業有限責任組合

　NORSTROM LP

　PORMART LP

　㈱バリタス、㈱エイチ・エヌ・

ティー、㈱ゼルス、㈱プライムスタイ

ル、㈱サイバーゲート、㈱ゾディアッ

ク、日欧貿易㈱、㈱エフ・マック、㈱

スパークワンにつきましては、当連結

会計年度における株式の取得に伴い、

また、ADDENDIS SMC㈱については、第

三者割当を引き受けたことにより（エ

ムトゥエックス㈱100％、Signal 

Media and Communications 

Holdings Limited51.0％はADDENDIS 

SMC㈱が所有）、連結の範囲に含めて

おります。ADDENDIS㈱、ADDENDIS 

AGENCY㈱、SEIZAN投資事業有限責任組

合、NORSTORM LP、PORMART LPにつき

ましては、当連結会計年度に設立した

ことに伴い当連結会計年度より連結
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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）

の範囲に含めております。

　なお、㈱オーダーボックス・ドット

コム、㈱ウェルコムについては当連結

会計年度に全株式を売却したため、そ

れぞれ連結期間中の損益計算書と

キャッシュ・フロー計算書のみを連結

しております。

　なお、㈱オーダーボックス・ドット

コム、㈱ウェルコムについては当連結

会計年度に全株式を売却したため、そ

れぞれ連結期間中の損益計算書と

キャッシュ・フロー計算書のみを連結

しております。

２　持分法の適用に関する事項 持分法を適用した関連会社の数　１社

関連会社の名称

　㈱ブロードバンドミュージックコミュ

ニケーションズ

　なお、㈱ブロードバンドミュージッ

クコミュニケーションズについては、

新たに株式を取得したことから、当連

結会計年度より持分法適用の関連会社

に含めております。

持分法を適用した関連会社の数　１社

　関連会社の名称

　㈱BBMC（旧㈱ブロードバンドミュー

ジックコミュニケーションズ）

 　また、㈱ワン・ウィングは、当社が

同社株式を追加取得し連結子会社と

なったため、持分法の適用範囲から除

外しております。

 

 

３　連結子会社の事業年度に

関する事項

―

 

 

 

　連結子法人等のうち、㈱ゼルス、㈱プ

ライムスタイル、エムトゥエックス㈱、

ADDENDIS SMC㈱の決算期は6月30日、㈱サ

イバーゲートの決算期は8月31日、㈱エ

フ・マックの決算期は10月31日、日欧貿

易㈱、SEIZAN投資事業有限責任組合、

NORSTORM LP、PORMART LPの決算期は12月

31日、㈱エイチ・エヌ・ティーの決算期

は2月末日であります。連結財務諸表の作

成にあたりまして、これらの会社につい

ては連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。

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

イ　有価証券

その他有価証券

イ　有価証券

　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）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 　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
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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）

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。 
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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）

ロ　デリバティブ

 ―

 ロ　デリバティブ

　　時価法

ハ　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。

ハ　たな卸資産

　映像コンテンツ

同左

―

 

　駐車場運営権

　５年間の均等償却によっております。

―

 

　商品・仕掛品・原材料

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

(2)　重要な減価償却資産

の減価償却の方法

イ　有形固定資産 イ　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。

建物及び構築物　８～15年

工具器具備品　　３～15年

同左

ロ　無形固定資産 ロ　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

定額法によっております。

同左

ハ　長期前払費用 ハ　長期前払費用

　定額法によっております。 同左

(3)　重要な引当金の計上

基準

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質率により、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。 

貸倒引当金

同左

(4)　重要なリース取引の

処理方法

― 　リース物件の所有者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。

(5)　その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項

消費税等の処理方法 

　税抜方法によっております。

消費税等の処理方法 

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

の均等償却を行なっております。

　連結調整勘定の償却については、20年間

以内の均等償却を行なっております。

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

利益処分又は損失処理の取扱い方法

　連結会計年度中において確定した利益処

分又は損失処理に基づいております。

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

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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資金でありま

す。

同左
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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当期純損失は918百万円増加してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

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　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

60,548千円 108,084千円

※２　関連会社に対するもの －

投資有価証券（株式） 3,814千円    

 ※３　担保に供している資産

 ―

 ※３　担保に供している資産

 　　　受取手形　　　　　　　　　　　　270,019千円

※４　発行済株式総数 ※４　発行済株式総数

普通株式 92,470.07株 普通株式 166,172.95株

※５　当社が保有する自己株式の保有数 ※５　当社が保有する自己株式の保有数

普通株式 19.13株 普通株式 29.01株
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（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　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 216,858千円

貸倒引当金繰入 51,872千円

支払手数料 204,642千円

広告宣伝費 180,152千円

連結調整勘定償却 9,243千円

給与手当 781,775千円

貸倒引当金繰入 810千円

支払手数料 625,949千円

広告宣伝費 528,543千円

連結調整勘定償却 38,191千円

― ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 　　　 39,959千円

機械装置及び運搬具 　　　　1,568千円

計        41,528千円

　※３　固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 　　　 51,266千円

機械装置及び運搬具 　　　　  975千円

工具器具備品 　　 　14,197千円

その他 　　　　  476千円

計        66,915千円

　※４　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
金額

（千円）

近畿、首都
圏

駐車場事業
建物附属設
備、商品、
営業権等

569,821

東京、海外 広告SP事業

建物附属設
備、
器具備品、
ソフトウェ
ア、営業権

348,896

　当グループは、原則として、事業の種類別に資産の

グルーピングを行っております。駐車場事業において

は駐車場店舗及び営業権について、広告SP事業におい

てはVODサーバー及び飲食事業店舗及び農薬剤使用権に

ついて、営業損益の悪化が継続して生じており、短期

的な業績の回復が見込めないため、該当資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、減少額を減損損失とし

て特別損失に計上しました。

　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測

定しておりますが、将来キャッシュフローに基づく評

価額がマイナスであるため、回収可能価額はゼロと算

定しております。
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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）

※１　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

※１　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） （平成18年３月31日）

現金及び預金勘定 3,047,492千円

有価証券（ＭＭＦ等） 901,494千円

現金及び現金同等物 3,948,986千円

現金及び預金勘定 6,683,406千円

有価証券（ＭＭＦ等） －千円

現金及び現金同等物 6,683,406千円

※２　株式交換により新たに連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

※２　株式交換により新たに連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

㈱濱商

流動資産 215,162千円

固定資産 19,524千円

流動負債 △150,584千円

固定負債 △47,731千円

新規連結子会社株式の取得価額 36,370千円

株式交換による株式の発行額 1,370千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
17,644千円

差引：新規連結子会社取得による

支出
△17,355千円

㈱バリタス

流動資産 118,754千円

固定資産 5,165千円

流動負債 △114,037千円

新規連結子会社株式の取得価額 9,882千円

株式交換による株式の発行額 9,882千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
12,123千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
12,123千円

㈱ワン・ウィング

流動資産 47,258千円

固定資産 100千円

連結調整勘定 45,445千円

流動負債 △32,732千円

新規連結子会社株式の取得価額 60,071千円

新規連結子会社の前連結会計年度

末の取得価額
50,320千円

株式交換による株式の発行額 9,750千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
21,845千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
21,845千円

㈱エイチ・エヌ・ティー

流動資産 717,413千円

固定資産 772,922千円

流動負債 △919,145千円

固定負債 △471,156千円

新規連結子会社株式の取得価額 100,034千円

株式交換による株式の発行額 100,034千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
86,905千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
86,905千円

㈱ヴァリアス

流動資産 11,742千円

固定資産 2,000千円

流動負債 △5,050千円

固定負債 △60千円

新規連結子会社株式の取得価額 8,632千円

株式交換による株式の発行額 8,632千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
59千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
59千円

㈱ゼルス

流動資産 214,124千円

固定資産 40,931千円

流動負債 △100,149千円

固定負債 △90,288千円

新規連結子会社株式の取得価額 64,618千円

株式交換による株式の発行額 64,618千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
44,583千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
44,583千円
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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）

㈱オーダーボックス・ドットコム

流動資産 14,892千円

固定資産 1,698千円

流動負債 △7,660千円

新規連結子会社株式の取得価額 8,931千円

株式交換による株式の発行額 8,931千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
8,382千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
8,382千円

㈱プライムスタイル

流動資産 134,723千円

固定資産 1,042千円

流動負債 △112,822千円

新規連結子会社株式の取得価額 22,943千円

株式交換による株式の発行額 22,943千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
22,517千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
22,517千円

㈱ディー・アンド・オービット

流動資産 82,142千円

固定資産 75,892千円

流動負債 △86,924千円

固定負債 △65,236千円

新規連結子会社株式の取得価額 5,874千円

株式交換による株式の発行額 5,874千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
43,179千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
43,179千円

㈱サイバーゲート

流動資産 38,113千円

固定資産 6,390千円

流動負債 △4,992千円

新規連結子会社株式の取得価額 39,511千円

株式交換による株式の発行額 39,511千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
22,113千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
22,113千円

㈱ウェルコム

流動資産 1,150,922千円

固定資産 43,499千円

流動負債 △210,233千円

新規連結子会社株式の取得価額 984,187千円

株式交換による株式の発行額 984,187千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
895,931千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
895,931千円

ADDENDIS SMC㈱（旧：㈱出晄エンタープライズ）

流動資産 2,268,084千円

固定資産 1,431,936千円

連結調整勘定 1,060,588千円

流動負債 △141,846千円

固定負債 △30,000千円

少数株主持分 △1,685,870千円

新規連結子会社株式の取得価額 2,902,891千円

株式交換による株式の発行額 802,891千円

新規連結子会社の現金及び現金

同等物
2,158,791千円

差引：新規連結子会社取得によ

る収入
58,791千円

㈱大阪第一企画

流動資産 571,893千円

固定資産 1,578千円

流動負債 △428,547千円

固定負債 △63,035千円

新規連結子会社株式の取得価額 81,890千円

株式交換による株式の発行額 81,890千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
132,620千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
132,620千円

日欧貿易㈱

流動資産 748,015千円

固定資産 246,818千円

流動負債 △706,014千円

固定負債 △283,053千円

新規連結子会社株式の取得価額 5,765千円

株式交換による株式の発行額 5,765千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
89,413千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
89,413千円
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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）

 ㈱ゾディアック

流動資産 35,161千円

固定資産 4,528千円

流動負債 △22,261千円

新規連結子会社株式の取得価額 17,428千円

株式交換による株式の発行額 17,428千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
20,545千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
20,545千円

 ㈱エフ・マック

流動資産 60,324千円

固定資産 109,217千円

流動負債 △91,257千円

新規連結子会社株式の取得価額 78,284千円

株式交換による株式の発行額 78,284千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
36,142千円

差引：新規連結子会社取得による

収入
36,142千円

 ㈱スパークワン

流動資産 178,326千円

固定資産 22,286千円

流動負債 △5,601千円

少数株主持分 △96,271千円

新規連結子会社株式の取得価額 200,000千円

株式交換による株式の発行額 －千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物
161,501千円

差引：新規連結子会社取得による

支出
△38,498千円

― ※３　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳は次

のとおりであります。

 ㈱オーダーボックス・ドットコム

流動資産 7,987千円

固定資産 1,761千円

流動負債 △7,510千円

株式売却益 12,234千円

被売却会社株式の売却価額 20,000千円

被売却会社の現金及び現金同等物 △1,843千円

差引：売却による収入 18,156千円
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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）

 ㈱ウェルコム

流動資産 1,432,617千円

固定資産 212,419千円

流動負債 △224,951千円

株式売却益 516,562千円

被売却会社株式の売却価額 1,500,750千円

被売却会社の現金及び現金同等物△790,009千円

差引：売却による収入 710,740千円
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①　リース取引

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　税効果会計

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　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 270,632千円

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 277,755千円

評価性引当金 △277,755千円

繰延税金資産合計 ―千円

（繰延税金資産）

繰越欠損金 1,154,862千円

貸倒損失 177千円

投資事業組合投資損失 94千円

減価償却超過額 393千円

ソフトウェア償却否認 30,242千円

商品評価損否認 94,306千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 277,943千円

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 1,975,533千円

評価性引当金 △1,975,533千円

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

（％）

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 1.03

住民税均等割額 0.25

未払事業税 2.33

評価性引当金純増減 △21.78

小計 △18.17

税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.32

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 △0.23

住民税均等割額 △0.04

未払事業税 0.16

評価性引当金純増減 △45.20

小計 △45.31

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △4.82
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③　有価証券

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

１．売買目的有価証券

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

800 ―

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分 売却額（千円） 売却益（千円）

株式 5,050 1,065

３．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 46,400

(2）ＭＲＦ等 900,694

(3）その他 109,766

合計 1,056,860

当連結会計年度

（平成18年３月31日）

１．売買目的有価証券

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

228,671 13,608

　　　　　２．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）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 1,071 1,790 718

(2）債券    

①　国債・地方債
等

－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 48,325 56,751 8,425

小計 49,397 58,541 9,144

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 52,133 37,340 △14,793

(2）債券    

①　国債・地方債
等

－ － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 47,640 47,640 －

小計 99,774 84,981 △14,793

合計 149,171 143,523 △5,648

－ 34 －



３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分 売却額（千円） 売却益（千円）

株式 3,289 257

４．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 1,996,701

(2）ＭＲＦ等 －

(3）その他 1,389,355

合計 3,386,057
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④　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。

⑤　退職給付

前連結会計年度（平成17年３月31日）

　当連結グループは、退職給付を行っておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年３月31日）

　当連結グループは、退職給付を行っておりませんので、該当事項はありません。
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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）

ウェブコンサ
ルティング事
業（千円）

ｅマーケット
プレイス事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

１　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,523,529 1,232,931 5,756,460 ― 5,756,460

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
24,407 171,417 195,825 (195,825) ―

計 4,547,936 1,404,349 5,952,286 (195,825) 5,756,460

営業費用 3,531,513 1,064,350 4,595,863 441,883 5,037,746

営業利益 1,016,423 339,999 1,356,422 (637,708) 718,714

２　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 3,211,830 1,109,531 4,321,362 4,491,474 8,812,837

減価償却費 30,082 186 30,269 7,687 37,956

資本的支出 160,432 693 161,125 9,534 170,660

　（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　各区分の主な製品

(1）ウェブコンサルティング事業・・ウェブ上でのコンサルティング、ウェブ広告制作、

システムコンサルティング

(2）ｅマーケットプレイス事業・・・ウェブを使用した各ＥＣ市場

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（441,883千円）の主なものは、当社の総務

部門等管理部門にかかる費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（4,491,474千円）の主なものは、余資運用資産（預金）、

短期運用資金（短期貸付金）及び管理部門にかかる資産等であります。
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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）

広告ＳＰ
事業

（千円）

コールセ
ンター事

業
（千円）

駐車場
事業

 （千円）

ファイナ
ンス事業
 （千円）

計
（千円）

消去又は全
社

（千円）

連結
（千円）

１　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
8,754,986 3,610,405 2,718,257 394,780 15,478,429 － 15,478,429

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
216,321 3,978 － － 220,299 (220,299) －

計 8,971,307 3,614,383 2,718,257 394,780 15,698,728 (220,299) 15,478,429

営業費用 9,233,679 3,237,909 2,873,305 95,893 15,440,787 773,276 16,214,064

営業利益 △262,372 376,474 △155,048 298,886 257,940 (993,575) △735,635

２　資産、減価償却費及び資

本的支出

資産 6,211,877 488,334 4,218,704 6,426,084 17,345,000 1,610,553 18,955,553

減価償却費 51,430 10,889 96,289 118 158,727 110,858 269,586

減損損失 348,896 － 569,821 － 918,718 － 918,718

資本的支出 446,364 － 958,566 337 1,405,268 141,126 1,546,395

　（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　各区分の主な製品

(1）広告ＳＰ事業・・・・・・広告代理及びセールスプモローション業務

(2）コールセンター事業・・・コールセンターの運営業務

(3）駐車場事業・・・・・・・コイン駐車場の運営管理業務

(4）ファイナンス事業・・・・金融サービスの提供及び投資業務

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（773,276千円）の主なものは、当社の総務

部門等管理部門にかかる費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,610,553千円）の主なものは、余資運用資産（預金）、

短期運用資金（短期貸付金）及び管理部門にかかる資産等であります。

５　事業区分の変更

　　　従来、事業区分は「ウェブコンサルティング」、「ｅマーケットプレイス」の２区分によっておりました

が、当連結会計年度より、「広告ＳＰ］、「コールセンター」、「駐車場」、「ファイナンス」の４区分に

変更いたしました。これは、当社グループの事業展開に基づく事業領域拡大による区分の見直しであり、セ

グメント情報の有用性を高めることを目的としております。

　なお、前連結会計年度を変更後の事業区分に基づき作成すると次のようになります。
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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）

広告ＳＰ
事業

（千円）

コールセ
ンター事

業
（千円）

駐車場
事業

 （千円）

ファイナ
ンス事業
 （千円）

計
（千円）

消去又は全
社

（千円）

連結
（千円）

１　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
4,135,961 1,619,018 － 1,481 5,756,460 － 5,756,460

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
195,825 － － － 195,825 (195,825) －

計 4,331,787 1,619,018 － 1,481 5,952,286 (195,825) 5,756,460

営業費用 3,171,184 1,423,513 － 1,165 4,595,863 441,883 5,037,746

営業利益 1,160,602 195,504 － 315 1,356,422 (637,708) 718,714

２　資産、減価償却費及び資

本的支出

資産 2,058,821 2,032,208 － 230,332 4,321,362 4,491,474 8,812,837

減価償却費 29,424 844 － － 30,269 7,687 37,956

資本的支出 138,214 22,911 － － 161,215 9,534 170,660

 

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）

　当連結グループは全て日本国内に本店所在地を置いているので、所在地別セグメント情報の記載を省略して

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）  

日本
（千円）

アジア
（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 15,411,273 67,156 15,478,429 － 15,478,429

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
220,299 － 220,299 (220,299) －

計 15,631,572 67,156 15,698,728 (220,299) 15,478,429

営業費用 15,205,608 235,179 15,440,787 773,276 16,214,064

営業利益 425,963 △168,022 257,940 (993,575) △735,635

Ⅱ　資産 11,512,785 5,832,215 17,345,000 1,610,553 18,955,553

　（注）１　国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

　　　　２　本邦以外の区分に属する国内又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　　アジア・・・中国

　　　　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（773,276千円）の主なものは、当社の総務部

門等管理部門にかかる費用であります。

　　　　４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,610,553千円）の主なものは、余資運用資産（預金）、

短期運用資金（短期貸付金）及び管理部門にかかる資産等であります。
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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。

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）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

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。

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）

属性 氏名 住所

資本金
又は
出資金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 林　聖人 － －
当社
取締役

(被所有)
直接 2.0

－ －

新株予約
権行使に
よる源泉
徴収納付
のため短
期貸付金

2,920 － 2,920

(注)　１．取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております

２．当社の取締役林聖人に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定して

おります。

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額       79,557円56銭             65,430円97銭

１株当たり当期純利益金額      8,901円11銭           △45,662円21銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

     6,381円09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株当たり当期純利益金額    

当期純利益 （千円） 599,516 △5,554,214

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） 599,516 △5,554,214

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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