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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 － (　　－) － (　　－) － (　　－)

17年３月期 － (　　－) － (　　－) － (　　－)

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 － ( 　－) － － － － － － －

（注）①平成18年3月期は、期末日が連結子会社の支配獲得日となり、財務諸表のうち貸借対照表のみが連結対象である

 　　 ため作成しておりません

②平成17年3月期は、連結子会社がないため連結財務諸表は作成しておりません。

(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 3,473 1,213 34.9 139 45

17年３月期 － － － － －

（注）①期末発行済株式数（連結） 18年３月期 8,699,572株 17年３月期 －株
 　　 ②期末自己株式数 18年３月期 404,428株 17年３月期 －株
 　　 ③平成17年3月期は、連結子会社がないため連結財務諸表は作成しておりません。

(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 － － － －

17年３月期 － － － －

(注）①平成18年３月期は、期末日が連結子会社の支配獲得日となり、財務諸表のうち貸借対照表のみが連結対象である

　　 ため記載しておりません。

     ②平成17年３月期は、連結子会社がないため連結財務諸表は作成しておりません。

(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 3社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －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） －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 3,100 △50 △80

通　期 7,200 170 150

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　20円69銭
※　上記の予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績には今後様々な

要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。
なお、上記業績予想については、添付資料５頁をご参照してください。 
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１．企業集団の状況
　当社は、株式会社タカラ（現株式会社タカラトミー　東証１部：7867　代表取締役社長富山幹太郎／東京都葛飾区　

以下タカラトミー）の関連会社として、玩具とは異なる切り口でのライフエンターテインメント事業を独自に展開する

企業としての発展を目指し、タカラトミーグループの中で同事業の拡大に相乗効果を発揮できる企業を集結し、当社を

親会社とするライフエンターテインメント事業のグループを形成することから、平成18年２月28日に株式会社エー・ジー

及びプラマイゼロ株式会社の発行済全株式数をタカラトミーから取得するとともにタカラインデックスラボ（現タカラ

インデックスeＲラボ株式会社　以下タカラインデックスeＲラボ）が発行する第三者割当による新株式を引き受けるこ

とにより、これら３社を子会社化いたしました。これにより、カー用品、生活雑貨、家電、アウトドアスポーツまで幅

広く商材を取り扱うとともに、多岐にわたる流通チャネルを保有することとなり、グループの相乗効果を期待できます。

　タカラトミーは平成17年10月31日に926千株、12月７日に1,316千株を譲渡したことにより、当社の親会社等には該当

しなくなりましたが、当社は、同社との事業上の取引等相互の関連、取組みは従来どおり継続いたしますので、株式の

異動に伴う影響はありません。

　当社グループの事業系統図は次のとおりであります。
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２．経営方針並びに経営成績及び財政状態
(1）経営の基本方針

　当社は、遊び心をキーワードとしたライフエンターテインメントビジネスとして、従来のカー用品事業の安定基盤

構造を推進するとともに、平成17年4月にタカラトミーより事業移管を受けたキャラクター雑貨事業を拡充することに

より両基幹事業の業容拡大をベースとした経営数値の底上げを図ります。また、玩具とは異なる切り口でのライフエ

ンターテインメント事業を独自に展開する企業グループとして周辺事業領域の展開も視野にいれ、新しい企業像を確

立することで固有の価値を創造し、株主・顧客をはじめとするステークホルダーの皆様に認知され、満足していただ

けることを基本方針としております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、平成14年3月期から平成18年3月期まで無配を続けております。現状では、会社体質強化のため内部留保に

努めることが不可欠と判断しておりますが、早期に収益基盤を確立するため全社一丸となって会社業績の向上を期す

所存であります。それにより株主への利益還元を第一とし、将来の事業展開と経営体質強化のための必要な内部留保

を確保しつつ、安定した配当を継続できるようにすることを目指しております。

　また、当社は、従業員のモチベーション向上による会社業績の向上が株価に反映されることにより株主の皆様の利

益に直結するとの意図のもとに、当社役員及び従業員等に対し商法の規定に基づくストックオプションの付与を行っ

ております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、当社株式の流動性向上と個人株主の増加を重要課題と認識しておりますが、最近の当社株価水準からして、

当社といたしましては現状のところ投資単位の引下げの措置を必要とするには至っていないと考えております。ただ

し、将来におきましては必要に応じ引下げも検討していく所存であります。

(4）目標とする経営指標

　目標とする経営指標としては、売上高経常利益率5%、株主資本当期純利益率10％の2つの経営指標を掲げております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、経営の基本方針に基づき、開発部門の強化を図り、エンターテインメント性を付加し他社に先駆けたカー

用品と雑貨の新製品を間断なく開発・投入していくことで他社との差別化を推進し、カー用品事業の安定化と新規事

業である雑貨事業の育成と早期の拡充を柱とした業容拡大による業績の向上と収益力の回復に注力してまいります。

具体的には、目標とする経営指標を達成し、これにより安定した経営基盤を再構築し、株主や顧客の皆様の信頼を得

て、事業展開のための内部留保に留意しつつ株主の皆様への積極的な利益還元を目指してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　当社が関係するカー用品業界は、新車標準装備アイテムが増加するなど、マーケットが伸びないという厳しい経営

環境が続いております。当社としては、こうした環境下、利益を出せる体質にするために改革をしていく必要に迫ら

れております。このような状況下、当社が対処すべき課題は、①現行事業の再構築、②財務体質の強化、③グループ

経営移行のための管理体制の強化、④人材の育成があげられます。

① 現行事業の再構築

　厳しい事業環境下、利益が出る体質を構築するために、改革を行ってまいります。その一環として、株式会社リ

ヴァンプと平成18年3月31日に経営改革支援に関する業務委託契約を締結し、リヴァンプの企業ネットワーク及び人

的ネットワークを活用し、リヴァンプの支援の下で事業の再構築を進めてまいります。

② 財務体質の改善・強化

　当社グループの事業拡大のためには、手元流動資金の確保が必要となります。そのために、資金調達を行い、手

元流動性を高めてまいります。

③ グループ経営移行のための管理体制の強化

　当社は、タカラトミーの関連会社として、玩具とは異なる切り口でのライフエンターテインメント事業を独自に

展開する企業としての発展を目指し、タカラグループの中で同事業の拡大に相乗効果を発揮できる企業を子会社化

し、当社をその中核企業としたライフエンターテインメント事業のグループを形成いたしました。これらのグルー

プ会社を統括し、グループ全体の戦略を担当する経営戦略室を新たに設置し、グループのシナジー効果を出すため

の経営管理体制を新たに構築するとともに、迅速な意思決定を行ってまいります。

④ 人材の育成

　当社は、人が財産であり、人材の育成と登用が今後の当社発展のための重要課題であると認識しております。そ

のため、人事制度の改革を進め、目標と成果に応じた公正な人事評価制度を導入し、従業員の活性化を進めてまい
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ります。

 

(7）親会社に関する事項

　該当事項はありません。

 

 （8）内部管理体制の整備・運用状況

　　　　当社は、社内規程である組織規程に基づき、組織及び業務分掌並びに職務権限を決定し、業務分掌規程及び職務

　　　権限規程等により詳細な事項を決定し、内部統制等が有効に機能するよう日常業務の運営を行っております。ま

　　　た、社内取締役と経営幹部をメンバーとする経営会議を毎週1回開催実施しており、コンプライアンスを含めた業

　　　務執行状況の監督・牽制並びに経営方針の徹底の場として機能させています。

　　　　更なる内部管理体制の強化を目的として、諸規程の整備や社長直属の組織である内部監査室の設置などを行い、

　　　組織的な業務運営を行える体制を構築してまいります。内部監査室は、監査役や会計監査人との連携のもとに、計

　　　画的に業務監査を実施することで内部牽制組織として機能させてまいります。

 

 （9）その他　会社の経営上の重要な事項

　　　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
　当連結会計年度は、貸借対照表のみが連結対象であるため、当社についての記載となっております。

(1）経営成績

当期の概況　

　当期におけるわが国経済は、原油高の影響があったものの、堅調な企業業績を背景にした設備投資の拡大に加え、

雇用・所得環境の改善により個人消費も緩やかに増加するなど、景気は回復基調で推移しました。当社の関係する業

界である自動車の国内需要は堅調なものの、新車標準装備アイテム増加の影響等でアフターマーケットは依然厳しい

状況が続いております。

　このような状況の下で、収益力の回復を図るべく会社体質の抜本的な見直しと改善に取組み、事業再編を目的にタ

カラトミーより事業シナジーのある株式会社エー・ジー並びにプラマイゼロ株式会社を取得し、子会社化いたしまし

た。また、タカラインデックスｅＲラボ株式会社の第三者割当増資を引き受け、当社の子会社といたしました。

　当期の営業状況は、主力製品のウィンドフィルム、車装用LEDやネオン管を用いたアブロス及びカーアクセサリーが

減少したものの、ドレスアップ市場のトレンドを捉えたカーテン等の売上増加により自動車用品全体の売上げは増加

いたしました。また、平成17年4月1日にタカラトミーより、キャラクターを用いた雑貨事業部門の事業移管を受け、

雑貨事業部として営業活動を開始したことにより、雑貨事業部の売上高が寄与いたしました。この結果、売上高は

4,014百万円と前期比10.5%の増収となりましたが、雑貨事業部の経費増加、事業再編に伴う費用の発生等により161百

万円の営業損失（前期は42百万円の営業利益）、182百万円の経常損失（前期は45百万円の経常利益）となりました。

また、固定資産の減損会計を適用したことにより242百万円、投資損失等を引当てたことにより106百万円、棚卸資産

を廃棄したことにより66百万円等、計428百万円の特別損失を計上し、その結果当期純損失は552百万円（前期は46百

万円の当期純利益）となりました。

　

次期の見通し　

　今後のわが国経済の見通しにつきましては、景気は緩やかに回復基調で推移するものと思われますが、原油など原

材料価格の高騰の影響や企業間の競争は一層厳しさを増すことが予想され、当社グループを取り巻く環境は楽観視で

きない状況が続くものと思われます。

　このような状況の下で、当社グループは、引き続きコスト削減に努めるとともに、昨年事業移管を受けた雑貨事業

の強化並びに新たに子会社化いたしました3社とのシナジー効果を出すための経営管理体制の構築を進めてまいります。

　なお、次期の見通しについては、連結売上高7,200百万円、連結経常利益170百万円、連結当期純利益150百万円を見

込んでおります。

(2）財政状態

①財政状態

　当期末の総資産は、24億97百万円と対前年同期比で14.1%、3億8百万円増加しました。

　流動資産は、19億23百万円と、対前年同期比で30.6%、4億50百万円増加しました。この増加は、主に第三者割当増

資により現預金が増加したこと、短期貸付金が増加したこと及び平成17年4月1日にタカラトミーより雑貨事業の移管

を受けたことで棚卸資産が増加したこと等によります。

　有形固定資産は、2億89百万円と、対前年同期比47.4%、2億60百万円減少しました。この減少は、当期より、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）を適用した

ことによります。

　無形固定資産は、12百万円と、対前年同期比37.5%、7百万円減少しました。

　投資その他の資産は、2億72百万円と、対前年同期比86.3%、1億26百万円増加しました。この増加は、子会社を取得

したことによる関係会社株式の増加等によるものであります。

　当期末の総負債は、13億90百万円と、対前年同期比28.2%、3億5百万円増加しました。

　流動負債は、13億18百万円と、対前年同期比29.9%、3億3百万円増加しました。この増加は、買掛金及び短期借入金

が増加したこと等によるものです。

　固定負債は、72百万円と、対前年同期比4.0%、2百万円増加しました。

　当期末の純資産は、11億6百万円と、対前年同期比0.2%、2百万円増加しました。この増加は、当期未処理損失が大

きく発生いたしましたが、第三者割当増資により資本金及び資本準備金がそれぞれ増加したことによります。

　また、1株当たり株主資本は、127円22銭と前年同期比で45円18銭減少いたしました。

②キャッシュ・フロー

　当期末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の支出231,220千円、投資活

動による資金の支出340,701千円、財務活動による資金の獲得748,148千円等により、期首に比べて176,226千円増加し、

274,965千円（対前年同期比178.5％増）となりました。
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　各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な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）

　営業活動による資金収支は、231,220千円減少しました。主な要因は、減損損失242,906千円、投資損失引当金84,800

千円、破産更生債権等120,518千円の現金支出を伴わない調整項目の増加等に、貸倒引当金136,251千円の減少、棚卸

資産151,710千円の増加に税引前当期純損失544,300千円による支出により資金は減少しました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金収支は、340,701千円減少いたしました。主な要因は、関係会社株式取得による支出211,800千

円及び短期貸付金による支出144,648千円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）

　財務活動による資金収支は、748,148千円増加いたしました。主な要因は、新株式発行による収入546,064千円及び

短期借入金による収入205,000千円によるものであります。

 

  (2）事業等のリスク

　当社の経営成績、株価及び財務状況に及ぼす影響または及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当会計期間末（平成18年3月31日）において当社が判断したものでありま

す。

① 主力製品

　当社の主力製品は、一般消費者向けの自動車用ウィンドフィルムで当社売上高の11.1%を占めております。同製品は、

当社にとって採算性が高く引き続き収益の柱として注力していく所存ですが、自動車メーカーの純正着色ガラスの採

用率の増加等により市場環境が変化する場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

② 業績の季節変動リスク

　当社の主力製品は、自動車用ウィンドフィルム及びカーテンであり、季節用品の日よけとあわせ当社の売上高に占

める割合が高く、春から夏にかけて天候状況により業績が影響を受けるとともに売上高が上期に集中する傾向にあり

ます。このため、天候状況によっては、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

③ 法的規制リスク

　当社の主力製品である自動車用ウィンドフィルムについては、これを直接対象とする法的規制あるいは行政指導は

ありませんが、これを貼付けするにあたり「道路運送車両の保安基準（国土交通省令）」における窓ガラスの可視光

線透過率規制により必然的に貼付部位に制限が生じております。又、自動車用ウィンドフィルムの他、カー周りの用

品においても法的規制を受ける製品もありますので、今後安全性の面等から法的規制が変化する場合は、経営成績及

び財務状況に影響を受ける可能性があります。

④ 新製品開発リスク

　当社は、カー用品のみならず遊び心を付加したエンターテインメント性のある魅力的な新製品を開発できると考え

ておりますが、新製品が市場の支持を得られると正確に予測することは困難です。当社が業界と市場の変化を十分に

予測できず、魅力ある新製品を出来ない場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 取引先の信用リスク

　カー用品業界は、デフレの長期化と消費低迷のもと厳しい経営環境が続いており、ベンダーの倒産も発生していま

した。当社は、取引先の業況・動向の把握に努め与信管理に注力し、回収遅延の見られる取引先につき予防的に貸倒

引当金を計上する等、当社として十分と考えられる措置を行っております。しかしながら、業界環境の好転は当面期

待できないことから、予測の出来ない特定の取引先の信用状況の悪化により回収不能・回収遅延等の状況が発生した

場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ カントリーリスク

　当社の商品調達のうち約4割は輸入であり、その比率は年々増加傾向にあります。主な輸入先は中国、台湾及び韓国

で、平成14年におけるＳＡＲＳ騒動のようなリスク、外国政府による規制、平成17年における中国の反日活動等の政

治情勢等により輸入に著しく支障をきたした場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 外国為替リスク

　前項のとおり、当社の商品調達のうち約4割は輸入であり、その大部分はドル建てであります。従って調達コストは

常に為替レートの影響を受けます。為替先物予約や価格見直し等により極力リスク回避を図りますが、予想以上に為

替の変動が大きくなった場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 金利変動リスク

　当社は、複数の金融機関より運転資金の借入を行っております。現在の借入金利は、従来の取引状況を背景に特に

高いとは考えておりませんが、当社の損益状況による金融機関の内部格付け判断により金利引上げを求められる可能

性があります。通常の予想範囲内において、計画に織り込んでおりますが、大幅な引き上げとなった場合は、経営成
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績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 一部従業員への依存リスク

　当社は、従業員81名で会社運営を行っております。一部業務については、属人的能力に頼っておりますので、緊急

時に代わりの人材が社内にいないことで会社運営に支障をきたした場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可

能性があります。

⑩ タカラトミーとの関係についてのリスク

　タカラトミーは、当社株式を平成17年10月31日に926千株、12月７日に1,316千株を譲渡したことにより、当社の親

会社等には該当しなくなりました。同社との事業上の取引等相互の関連、取組みは従来どおり継続しておりますが、

タカラトミーグループの中での当社の位置づけに変化がある場合は、経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性が

あります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   434,360  

２．受取手形及び売掛金   1,334,896  

３．たな卸資産   979,624  

４．短期貸付金   137,077  

５．その他   59,107  

貸倒引当金   △127,992  

流動資産合計   2,817,073 81.1

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 ※1    

(1）建物及び構築物  423,248   

減価償却累計額  281,637 141,610  

(2）機械装置
 

 6,655   

減価償却累計額  5,672 983  

  (3）工具器具備品  215,533   

 減価償却累計額  111,033 104,500  

(4）土地   133,110  

有形固定資産合計   380,204 10.9

２．無形固定資産     

無形固定資産合計   16,860 0.5

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   176,464  

(2）長期貸付金   20,489  

(3）長期営業債権   221,642  

(4）敷金・保証金   52,804  

(5）その他   39,112  

貸倒引当金   △250,863  

投資その他の資産合計   259,649 7.5

固定資産合計   656,714 18.9

資産合計   3,473,787 100.0
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当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金   738,257  

２．短期借入金  ※1  565,000  

３．未払法人税等   14,223  

４．未払金   159,513  

５．未払費用   38,789  

６．賞与引当金   36,716  

７．返品引当金   189,339  

８．その他   12,342  

流動負債合計   1,754,182 50.5

Ⅱ　固定負債     

１．繰延税金負債   9,864  

２．退職給付引当金   63,466  

３．役員退職慰労引当金   17,200  

４．連結調整勘定   400,555  

５．その他   15,409  

固定負債合計   506,496 14.6

負債合計   2,260,679 65.1

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※３  952,480  

Ⅱ　資本剰余金   756,484  

Ⅲ　利益剰余金   △399,670  

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   14,378  

Ⅴ　自己株式 ※４  △110,564  

資本合計   1,213,108 34.9

負債、資本合計   3,473,787 100.0
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(2）連結損益計算書

　当連結会計年度は、当連結会計年度末日である平成18年３月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、貸借対照

表のみを連結しているため連結損益計算書は作成しておりません。

 

(3）連結剰余金計算書

　当連結会計年度は、当連結会計年度末日である平成18年３月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、貸借対照

表のみを連結しているため連結剰余金計算書は作成しておりません。

 

(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  当連結会計年度は、当連結会計年度末日である平成18年３月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、貸借対照

表のみを連結しているため連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当事業年度の「キャッシュ・フ

ロー計算書」については、財務諸表に記載しております。
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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

 

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）

 平成18年２月28日に連結子会社３社の株式を取得をしまし

たが、当連結会計年度末日である平成18年３月31日を支配

獲得日とみなしており、当連結会計年度につきましては貸

借対照表のみを連結しておりますが、当社において161百万

円の営業損失及び552百万円の当期純損失を計上し、4期連

続で営業キャッシュ・フローもマイナスとなりました。

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

在しております。

当社は、当該状況を解消すべく、以下も含めた経営改革を

実行してまいります。

 １．収益性の改善

（1）カーライフ事業部の損益改善のために、営業人員を効

果的に他の事業部に再配置し、現状の売上高で営業利益が

出る体制にいたします。また、製品アイテム数の削減によ

り効率化を図ります。

（2）売上高拡大のために、特販事業部を新設しベンダー事

業の差別化と拡大およびOEM事業の拡大を図ります。

（3）雑貨事業部の強化のために、カーライフ事業部から人

員を補強し売上高の拡大を目指します。

（4）人件費を含めた経費削減を進めてまいります。

 ２．資金の安定化

債務超過に陥った連結子会社であるタカラインデックスeR

ラボ株式会社の財務支援を行うために、平成18年5月16日に

第三者割当増資125百万円を引受け、その後平成18年6月に

一時的に同子会社へ125百万円を貸付ける予定であります。

当該資金は、株式会社タカラトミーから平成18年5月17日に

調達した借入金300百万円で賄い、残額50百万円および同貸

付金の回収後資金は運転資金として活用する予定でありま

す。また、タカラインデックスeRラボ株式会社が企画して

いる新規事業については、外部資金を導入することにより

資金の安定化を進めてまいります。

 ３．グループ経営管理体制の充実

平成18年2月に連結子会社化したグループ会社3社を統括し、

グループ全体の戦略を担当する経営戦略室を新たに設置し、

グループのシナジー効果を出すための経営管理体制を新た

に構築するとともに、迅速な意思決定を行ってまいります。

 ４．事業の再構築のための外部支援受け入れ 

株式会社リヴァンプと平成18年3月31日に経営改革支援に関

する業務委託契約を締結し、リヴァンプの企業ネットワー

ク及び人的ネットワークを活用し、リヴァンプの支援の下

で事業の再構築を進めてまいります。

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を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
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．連結の範囲等に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　３社

株式会社エー・ジー

プラマイゼロ株式会社

タカラインデックスeＲラボ株式会社

(注）平成18年２月28日の株式取得に伴い、

当連結会計年度より連結子会社となりまし

た。なお、当連結会計年度末日である平

成18年３月31日を支配獲得日とみなしてお

り、当連結会計年度につきましては貸借対

照表のみを連結しております。

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社等の決算日は連結決算日と一致

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

 ①有価証券

 その他有価証券

　 時価のあるもの

　 期末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

 ②たな卸資産

   主として総平均法による原価法

 ③デリバティブ

　 時価法によっております。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法

　　主な耐用年数

　　　建物及び構築物３～50年

　　　工具器具備品２～15年

②無形固定資産

　定額法

　　なお、自社使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。

(3）繰延資産の処理方法

 

 

 新株発行費

 支出時に全額費用として処理しておりま

 す。
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項目
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）

(4）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため

　回収不能見込額を計上しております。

　a）一般債権

　　 貸倒実績率法によっております。

　b）貸倒懸念債権及び破産更正債権等

　　 個別の債権ごとに回収可能額を検討　

　　 し、回収不能見込額を計上しており

　　 ます。

 ②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため支給

　見込額に基づいて計上しております。

 ③返品引当金

　販売した製品の返品による損失に備え

　るため、経験率に基づいて算出した返

　品見込額のうちの売買利益相当額並び

　に損傷製品については廃棄処分見込額

　又は再生時に生ずる解体損失見込額を

　引当計上しております。

 ④退職給付引当金

　当社及び一部連結子会社は従業員の退

　職給付に充てるため、当連結会計年度

　末における退職給付債務額（簡便法に

　よる）に基づき計上しております。な　

　お当社については、当連結会計年度末

　における退職給付債務額から、特定退

　職金共済制度による給付額を控除した

　残高を計上しております。

 ⑤役員退職慰労引当金

　当社及び一部連結子会社は役員の退職

　慰労金の支給に充てるため、内規に基

　づく当連結会計年度末要支給額を計上

　しております。なお当社は、平成17年

　度６月21日開催の定時株主総会におい

　て、本総会終結の時をもって役員退職

　慰労金制度を廃止し、本総会において

　再任される各取締役及び監査役に対

　し、本総会終結の時までの在任期間に

　対応した役員退職慰労金の打ち切り支

　給を決議いたしました。また、再任さ

　れる役員に対する役員慰労引当金は、

　それぞれの退任時に支給することとい

　たしました。これにより、定時株主総　

　会終結時より役員退職慰労引当金の繰

　入を取り止めるとともに、定時株主総

　会終結時における役員退職慰労金残高

　22,000千円のうち、当期中に14,200千

　円の目的取崩を実施し、支給予定額

　7,800千円を引当計上しております。
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項目
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）

  (5）重要なリース取引の処理

　　　方法　　　　

  リース物件の所有権が借主に移転する

　と認められてい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。

  (6）重要なヘッジ会計の方法

　　　　　　

①ヘッジ会計の方法

　一部子会社は為替予約が付される外貨

　建金銭債権債務等については、振当処　

　理を行っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

　　為替予約

　ヘッジ対象

　　外貨建金銭債権債務等

③ヘッジ方針

　外貨建取引の為替相場の変動リスクを

　回避する目的で為替予約取引を行って

　おります。

④ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約取引は振当処理によっている

　ため、ヘッジ有効性の評価は省略して

　おります。

 (7）その他の連結財務諸表作

成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

　抜き方式によっております。

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。

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は、翌連結会計年度よりその

効果の発現する期間にわたって均等償却す

ることにしております。

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結会計年度中に確定した利益処分又は損

失処理に基づいております。なお、当連結

会計年度は、当連結会計年度末日である平

成18年３月31日を連結子会社の支配獲得日

とみなしており、貸借対照表のみを連結し

ているため連結剰余金計算書は作成してお

りません。

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

当連結会計年度は、当連結会計年度末日で

ある平成18年３月31日を連結子会社の支配

獲得日とみなしており、貸借対照表のみを

連結しているため連結キャッシュ・フロー

計算書は作成しておりません。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※　１このうち

建物 26,938千円（帳簿価額）

土地 63,707千円（帳簿価額）

合計 90,645千円（帳簿価額）

 　　は運転資金（短期）250,000千円の担保に供しており

ます。

 

　　２手形割引残高及び裏書譲渡高

 受取手形割引残高 24,533千円

  

　　３期末発行済株式

　　　　　普通株式　　　　　

　　　

9,104,000株

 

※　４自己株式の保有

　　　　　普通株式　　　　　

　　　

  404,428株

 

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。

 

有価証券関係

Ⅰ．前連結会計年度（平成17年３月31日）

 　　　　　 平成17年3月期は、連結子会社がないため連結財務諸表は作成しておりません。

 

 　　　 Ⅱ．当連結会計年度（平成18年３月31日）

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）

（連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの）
   

株式 72,220 96,464 24,243

（連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの）
   

株式 － － －

合計 72,220 96,464 24,243

　（注）　「債券」「その他」の有価証券はありません。

２　時価評価されていない有価証券

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 80,000
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  デリバティブ取引関係

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

退職給付関係

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　採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は従業員の退職時に一時金

支給の制度を定めております。

　なお、当社については、これに備えて特定退職金共済

制度に加入しております。これにより、退職時には退職

給付債務額の内、当該制度からの給付額を控除した残額

を直接退職者に支給しております。

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 131,810千円

②　特定退職金共済制度積立金 68,344千円

③　退職給付引当金 63,466千円

３　退職給付費用に関する事項

 　　連結損益計算書を作成していないため、記載を省略し

　 ております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

簡便法によっております。
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税効果会計関係

 
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

（連結貸借対照表）

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）  

返品引当金否認 77,042千円

棚卸資産評価損否認 278,538千円

繰越欠損金 1,322,271千円

貸倒引当金否認 124,727千円

投資損失引当金否認 34,505千円

減価償却費 18,595千円

未払事業税 1,228千円

減損損失 87,033千円

退職給付引当金否認 25,852千円

賞与引当金否認 14,957千円

その他 52,269千円

小計 2,037,022千円

評価性引当額 △2,037,022千円

合計 －千円

  

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差

額金
△9,864千円

合計 △9,864千円

繰延税金負債純額 △9,864千円

(連結損益計算書）

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

 

 連結損益計算書を作成していないため、記

 載しておりません。

 

 

（セグメント情報）

　当連結会計年度は、当連結会計年度末日である平成18年３月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、貸借対照

表のみを連結しているためセグメント情報は作成しておりません。
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関連当事者との取引

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）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
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

その他の

関係会社

㈱タカラ

トミー

東京都

葛飾区
3,459

玩具等の

製造販売

（被所有）

直接 13.89

兼任

１名

当社製

品の販

売及び

同社商

品の購

入

商品仕入 327,937 買掛金 154,599

資金の貸付 114,430
短期貸付

金
137,077

 （注）１　㈱タカラトミーは、平成17年10月31日において当社に対する議決権所有割合が減少したことにより、当社の

　　　　　　親会社から、その他の関係会社に属性が変更しております。

 　　　２　取引金額には消費税が含まれておりません。

　　　 ３　取引条件及び取引条件の決定方針等

 　　　　　購入価格については、市場価格を勘案して当社の希望価格を提示し、価格交渉のうえ一般的取引条件と同様

　　　　　 に決定しております。

       ４　当社は、㈱タカラトミーが導入しているＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に参加しておりま

           す。資金の貸付についてはＣＭＳに係るものであり、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、担

           保は受け入れておりません。

       ５　当社取締役佐藤慶太がその他の関係会社㈱タカラトミーの代表取締役副社長を務めております。

 

     (2）役員及び個人主要株主等

 　　　　取締役佐藤慶太は、その他の関係会社㈱タカラトミーの代表取締役副社長を兼務しており、取引内容及び取引金

額の項目は、その他の関係会社㈱タカラトミーとの取引と同一であるため記載を省略しております。

 

     (3）子会社等

 　　　 当該事項はありません。

 

 　 （4）兄弟会社等

   　　 当該事項はありません。

（１株当たり情報）

 　

項目
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 139円45銭

 １株当たり当期純利益又は当期純損

失（△）

当連結会計年度については、連結損益

計算書を作成していないため、１株当

たり当期純利益又は当期純損失の記載

を省略しております。

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 当連結会計年度については、連結損益

計算書を作成していないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の記載

を省略しております。
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（重要な後発事象）

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）平成17年６月21日開催の第43期定時株主総会決議に

　　基づき、平成18年４月28日開催の取締役会におい

　　て、当社の取締役、監査役及び従業員に対し、スト

　　ックオプションとして新株予約権86個を付与いたし

　　ました。内容は以下のとおりであります.

　①新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　普通株式　86,000株

　②新株予約権の発行価額

　　無償

　③権利行使時の１株当たり払込金額

　　426円

　④新株予約権の行使期間

　　平成19年６月22日から平成21年６月21日までとす

　　る。

(2）連結子会社であるタカラインデックスｅＲラボ株式

　　会社は、平成18年5月15日開催の取締役会において、

　　イー・レヴォリューション株式会社（当社）、株式

　　会社タカラトミー及び株式会社インデックスを引受

　　先とする第三者割当増資を実施することを決議いた

　　しました。内容は以下のとおりであります。

　1.第三者割当増資による第１回新株式発行の件

　①発行新株式数

　　普通株式　4,000株

　②発行価額

　　１株につき金50,000円

　③発行価額の総額

　　200,000,000円

　④資本組入額

　　100,000,000円

　⑤割当先及び株式数

　　イー・レヴォリューション株式会社　2,500株

　　株式会社タカラトミー　　　　　　　1,500株

　⑥申込期間

　　平成18年５月15日から平成18年６月16日

　⑦払込期日

　　平成18年5月16日

　⑧資金の使途

　　債務超過の解消、借入金の返済及び新規事業へ投資
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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）

  2.第三者割当増資による第２回新株式発行の件

　①発行新株式数

　 普通株式　1,080株

　②発行価額

　　１株につき金50,000円

　③発行価額の総額

　　54,000,000円

　④資本組入額

　　27,000,000円

　⑤割当先及び株式数

　　株式会社インデックス　1,080株

　⑥申込期間

　　平成18年5月17日から平成18年5月19日

　⑦払込期日

　　平成18年5月19日

　⑧資金の使途　

　　債務超過の解消、借入金の返済及び新規事業へ投資

(3）平成18年４月28日開催の取締役会において、株式会

　　社タカラトミーから300百万円を借入れることを決議

　　し、平成18年５月17日に、同社から300百万円を借入

　　れております。当該借入金の使途は、連結子会社で

　　あるタカラインデックスｅＲラボ株式会社の第三者

　　割当増資125百万円の引受け、同子会社への125百万

　　円の貸付け及び当社の運転資金50百万円でありま

　　す。

(4）連結子会社であるタカラインデックスｅＲラボ株式

　　会社は、平成18年５月15日開催の取締役会におい

　　て、99.5％の出資で子会社を設立することを決議

　　し、平成18年５月19日に当該子会社を設立いたしま

　　した。内容は以下のとおりであります。

　　①商号

　　　株式会社ＳＥＥＢＯＸ

　　②事業内容

　　　動画配信サービス事業

　　③設立

　　　平成18年5月19日

　　④本店所在地

　　　東京都台東区

　　⑤資本金

　　　5,025千円

　　なお、株式会社ＳＥＥＢＯＸは、６月初旬を目処に

　　第三者割当増資を予定しており、増資後において

　　は、タカラインデックスｅＲラボ株式会社の持株比

　　率は33.3％になります。

５．生産、受注及び販売の状況
　当連結会計年度は、当連結会計年度末日である平成18年３月31日を連結子会社の支配獲得日とみなしており、貸借対

照表のみを連結しているため生産・受注及び販売の状況の記載は省略しております。
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