
 

 

平成18年７月14日 

各   位 
会 社 名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 

代 表 者 名 代表取締役社長   宇野 康秀 

（大証ヘラクレス市場：コード番号 4280）  

問 合 せ 先 取締役副社長    佐藤 英志 

電 話 番 号 ０３－３５０９－７４９２ 

E - m a i l ir@gaga.co.jp 

 

（訂正）過年度決算短信（連結・個別）の一部訂正について 
 
当社は、過去複数年度にわたり、下記のとおり売上高及び売上原価等について、訂正す

べき事項があり、過年度財務諸表の適正化を図る観点から、過去４期分の決算短信（連結・

個別）及び過去４期分の中間決算短信（連結・個別）を遡って訂正することといたしまし

たので、その概要をお知らせいたします。 
 また、平成 14年９月期から平成 17年８月期までの有価証券報告書及び平成 15年９月期
から平成 18年８月期までの半期報告書にかかる訂正報告書につきましても、関東財務局長
あてに本日７月 14日付で提出いたしましたので、併せてお知らせいたします。なお、訂正
後の連結財務諸表及び財務諸表については、監査法人トーマツにより、再度監査を受けて

おり、その監査証明書を添付しております。 
記 

 
１．訂正する決算短信（連結・個別）及び中間決算短信（連結・個別） 

（対象期）              （公表日） 
平成 14年９月期（第 17期） 
   決算短信  （連結・個別）     平成 14年 11月 25日 
平成 15年９月期（第 18期） 
   中間決算短信（連結・個別）      平成 15年５月 26日 

決算短信  （連結・個別）     平成 15年 12月３日 
平成 16年９月期（第 19期） 
   中間決算短信（連結・個別）     平成 16年５月 31日 

決算短信  （連結・個別）     平成 16年 11月 22日 
平成 17年８月期（第 20期） 
中間決算短信（連結・個別）     平成 17年５月 25日 

   決算短信  （連結・個別）     平成 17年 10月 19日 
平成 18年８月期（第 21期） 
中間決算短信（連結・個別）     平成 18年４月 21日 



 

 

２．訂正の概要 
訂正箇所は下線＿を付しており、また訂正後の短信のみ添付しております。 
平成 16年９月期決算の一部訂正に伴い、平成 14年９月期及び平成 15年９月期は、減収
減益に、平成 17年８月期及び平成 18年８月中間期は、増収増益となっております。なお、
平成 18年４月 20日に発表いたしました平成 18年８月期の通期業績予想に変更はございま
せん。 
 
（１）売上高及び売上原価の訂正 
平成 14年９月期及び平成 15年９月期（中間期を含む）において計上していた映像版権
（ビデオ化権及びテレビ放映権）のライセンスに関する売上高及び売上原価を減少させる

訂正を行いました。また、その結果、期ズレが生じたため、平成 16年９月期（中間期を含
む）以降において映像版権（ビデオ化権及びテレビ放映権）のライセンスに関する売上高

及び売上原価を増減させる訂正を行いました。 
 
（２）特別損失の組み戻し訂正 
平成 16年９月期において特別損失として計上していた過年度売上値引及び売上戻り損失
の一部を減少させる訂正を行いました。 
 
（３）その他の訂正 
上記（１）及び（２）の訂正に伴い、平成 14年９月期、平成 15年９月期（中間期を含
む）、平成 16年９月期（中間期を含む）、平成 17年８月期（中間期を含む）及び平成 18年
８月中間期における売掛金、資本の部等の訂正を行いました。 
 
３．訂正の経緯 
今般、監査法人トーマツから、平成 16年９月期において判明した過年度の映像版権（ビ
デオ化権及びテレビ放映権）のライセンス売上の早期計上を当該期に過年度売上値引及び

売上戻り損失等で取消し処理しているが、過年度財務諸表の適正化を図るべく対応する事

業年度で取消し処理するとともに、売上が実現した時点で売上計上すべきとの指摘を受け

たため、当社内で再度調査・検討を行った結果、平成 14年９月期から平成 17年８月期ま
での有価証券報告書及び平成 15年９月期から平成 18 年８月期までの半期報告書にかかる
訂正報告書並びに決算短信（連結・個別）及び中間決算短信（連結・個別）を提出するも

のであります。 
 
当社では、監査法人トーマツからの指摘を受け、対象となる過年度の映像版権（ビデオ

化権及びテレビ放映権）のライセンス売上の取引内容等を確認すべく独自の社内調査を実

施するとともに、外部の専門家等にも参加いただき、調査委員会を発足させ、全容解明に

努めてまいりました。その結果、今般新たに追加で過年度の売上取消し等の処理をすべき

ものはなく、平成 16年９月期において、特別損失として計上した過年度売上値引及び売上
戻り損失等の一部について、平成 14年９月期及び平成 15年９月期に遡って再配分すべき
との判断に至りました（注 1）。 



 

 

（注 1）当該再配分の結果、期ズレが生じたため、平成 16年９月期（中間期を含む）以降に
おいても、映像版権（ビデオ化権及びテレビ放映権）のライセンスに関する売上高及

び売上原価等の一部を訂正すべき事象が発生しております。 
 
なお、当社では、売上の認識をより客観的、保守的に行うため、平成 16年９月期からビ
デオ化権の売上計上基準を変更しております。ビデオ化権のライセンス売上は、従来、販

売契約締結後ビデオソフトメーカーに対し素材の引渡しが可能となった時点で計上（注 2）
しておりましたが（素材引渡可能日基準）、平成 16 年９月期からビデオソフトメーカーが
ビデオを販売開始した時点で計上する方法（ビデオ販売日基準）に変更いたしております。 

 
（注 2）平成 15 年９月期以前におけるビデオ化権のライセンス売上の認識は、素材引渡しを

原則としながらも、映像の流出を避けるためビデオ販売直前まで当社で管理すること

が一般的であることに加え、ビデオ化権の販売契約書には最低保証印税の金額が定め

られており、ビデオの販売実績に関係なく返還不要であるため、ビデオソフトメーカ

ーに対し素材の引渡しが可能となった時点で計上しておりました。 
 
また、平成 17 年１月に株式会社 USEN の連結子会社となってからは、経営陣の刷新を
行い、ビジネスモデルの変更や社内管理体制の再構築を図るとともに、過年度の資産の評

価の見直しや整理等を抜本的に断行し、収益性と安定性の回復に努め、厳正な企業統治を

行う基盤を確立してまいりました。したがって、平成 17年８月期以降につきましては、ビ
デオ化権のライセンス売上計上や映像使用権の評価方法等の認識をより客観的、保守的に

行っており、適正な会計処理が遵守されていると認識しております。 
 
４．主要な経営指標等の推移（訂正前及び訂正後） 
別紙のとおり 

 
５．その他 
平成 14年９月期から平成 17年８月期までの有価証券報告書及び平成 15年９月期から平
成 18年８月期までの半期報告書につきましては、証券取引法第 24条の２第１項その他の
規定に基づき、本日７月 14日付で訂正報告書を提出しております。また、商法計算書類に
つきましては、年度ごとの訂正を行わず、第 21期（自 平成 17年９月 1日 至 平成 18年
８月 31日）に一括して処理する予定としております。 

 
当社といたしましては、過年度決算数値を遡って訂正するという今回の事態を深く反省

し、真摯に受け止めるとともに今後の大阪証券取引所の処置を厳粛に受け入れる所存でご

ざいます。各位におかれましては、引き続きご支援ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し

上げます。 
以 上 



（別紙）

主要な経営指標等の推移（訂正前及び訂正後）

（１）連結＜通期＞

訂正前 訂正後 訂正前 訂正後 訂正前 訂正後 訂正前 訂正後

売上高（百万円） 23,397 22,123 19,229 18,016 11,773 11,858 15,810 16,695

営業利益（百万円） 1,383 181 △ 6,114 △ 6,247 △ 7,209 △ 7,030 1,285 1,442

経常利益（百万円） 1,133 △ 55 △ 7,659 △ 7,926 △ 7,812 △ 7,507 289 445

当期純利益（百万円） 638 △ 549 △ 7,941 △ 8,207 △ 17,818 △ 16,459 △ 4,237 △ 4,130

総資産（百万円） 44,440 42,490 33,843 31,838 26,632 27,651 20,102 20,293

株主資本（百万円） 9,176 7,988 1,167 △ 287 △ 13,129 △ 13,226 687 698

一株当たり当期純利益（円） 64.97 △ 55.93 △ 807.70 △ 834.80 △ 1,274.36 △ 1,177.18 △ 72.29 △ 70.46

株主資本当期純利益率（％） 7.2 △ 6.9 △ 153.5 － － － － －

総資本経常利益率（％） 2.6 △ 0.1 △ 19.6 △ 20.8 △ 25.8 △ 24.4 1.2 1.9

売上高経常利益率（％） 4.8 △ 0.3 △ 39.8 △ 44.0 △ 66.4 △ 63.3 1.8 2.7

株主資本比率（％） 20.7 18.8 3.5 △ 0.9 △ 49.3 △ 47.8 3.4 3.4

一株当たり株主資本（円） 933.40 812.50 118.79 △ 29.21 △ 780.07 △ 785.79 8.00 8.12

（２）連結＜中間期＞

訂正前 訂正後 訂正前 訂正後 訂正前 訂正後 訂正前 訂正後

売上高（百万円） 6,492 5,854 8,225 8,225 7,450 7,700 9,632 9,717

営業利益（百万円） △ 4,494 △ 4,686 △ 3,722 △ 2,419 442 442 △ 172 △ 145

経常利益（百万円） △ 4,763 △ 4,962 △ 4,427 △ 3,005 △ 324 △ 324 △ 349 △ 322

当期純利益（百万円） △ 2,812 △ 3,011 △ 4,500 △ 3,078 △ 3,887 △ 3,870 △ 405 △ 378

総資産（百万円） 38,002 35,567 33,254 33,274 25,908 26,516 21,988 22,077

株主資本（百万円） 6,288 4,900 188 155 △ 2,971 △ 3,050 444 482

一株当たり当期純利益（円） △ 286.04 △ 306.31 △ 404.28 △ 276.55 △ 91.85 △ 91.44 △ 4.68 △ 4.37

株主資本比率（％） 16.6 13.8 0.6 0.5 △ 11.5 △ 11.5 2.0 2.2

一株当たり株主資本(円） 639.56 498.40 11.20 9.23 △ 42.05 △ 43.16 5.14 5.57

平成14年9月期 平成15年9月期 平成16年9月期 平成17年8月期

平成15年9月中間期 平成16年9月中間期 平成17年8月中間期 平成18年8月中間期



（別紙）

主要な経営指標等の推移（訂正前及び訂正後）

（３）単体＜通期＞

訂正前 訂正後 訂正前 訂正後 訂正前 訂正後 訂正前 訂正後

売上高（百万円） 21,350 20,076 16,569 15,356 8,823 8,909 13,067 13,952

営業利益（百万円） 1,403 202 △ 6,305 △ 6,438 △ 7,613 △ 7,435 988 1,144

経常利益（百万円） 1,211 22 △ 7,831 △ 8,097 △ 8,207 △ 7,901 1 158

当期純利益（百万円） 682 △ 506 △ 8,044 △ 8,310 △ 18,146 △ 16,788 △ 4,471 △ 4,364

総資産（百万円） 44,268 42,318 33,287 31,282 26,003 27,047 19,572 19,763

株主資本（百万円） 9,491 8,303 1,379 △ 75 △ 13,246 △ 13,343 336 346

一株当たり当期純利益（円） 69.38 △ 51.52 △ 818.17 △ 845.28 △ 1,297.89 △ 1,200.70 △ 76.29 △ 74.46

株主資本当期純利益率（％） 7.4 △ 6.1 △ 148.0 － － － － －

総資本経常利益率（％） 2.8 0.1 △ 20.2 △ 21.4 △ 27.7 △ 26.2 0.0 0.7

売上高経常利益率（％） 5.7 0.1 △ 47.3 △ 52.7 △ 93.0 △ 88.7 0.0 1.2

株主資本比率（％） 21.4 19.6 4.1 △ 0.2 △ 50.9 △ 49.3 1.7 1.8

一株当たり株主資本（円） 965.41 844.51 140.34 △ 7.67 △ 787.02 △ 792.74 3.91 4.03

（４）単体＜中間期＞

訂正前 訂正後 訂正前 訂正後 訂正前 訂正後 訂正前 訂正後

売上高（百万円） 5,180 4,542 6,826 6,826 5,973 6,223 8,015 8,100

営業利益（百万円） △ 4,571 △ 4,763 △ 3,971 △ 2,668 269 269 △ 438 △ 411

経常利益（百万円） △ 4,840 △ 5,039 △ 4,675 △ 3,253 △ 494 △ 494 △ 617 △ 590

当期純利益（百万円） △ 2,859 △ 3,058 △ 4,667 △ 3,245 △ 3,990 △ 3,972 △ 457 △ 430

総資産（百万円） 37,557 35,121 32,458 32,478 25,390 25,998 20,966 21,056

株主資本（百万円） 6,555 5,167 233 199 △ 3,191 △ 3,270 41 78

一株当たり当期純利益（円） △ 290.82 △ 311.08 △ 419.30 △ 291.57 △ 94.27 △ 93.86 △ 5.28 △ 4.97

株主資本比率（％） 17.5 14.7 0.7 0.6 △ 12.6 △ 12.6 0.2 0.4

一株当たり株主資本(円） 666.80 525.64 13.85 11.88 △ 45.15 △ 46.27 0.48 0.91

平成15年9月中間期 平成16年9月中間期 平成17年8月中間期 平成18年8月中間期

平成14年9月期 平成15年9月期 平成16年9月期 平成17年8月期



（訂正後）     

平成 14 年 ９ 月期   決算短信（連結） 平成18年７月14日 

上 場会 社 名 株式会社 ギャガ・コミュニケーションズ    上場取引所 大証（ヘラクレス市場） 

コ ード番 号  4280     本社所在都道府県 東京都 

（URL: http://www.gaga.co.jp ） 

問 合 せ 先 責任者役職名 取締役副社長 

        氏    名 佐藤 英志 ＴＥＬ (03) 3509－7492 

決算取締役会開催日 平成14年11月25日          米国会計基準採用の有無   無 

 

１ 14年９月期の連結業績（平成13年10月1日～平成14年9月30日） 

(1) 連結経営成績                  （注）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 

 

14年9月期 

13年9月期 

百万円   ％ 

22,123       △5.7  

23,463        21.2  

百万円   ％ 

181     △81.9  

1,001       24.2  

百万円   ％ 

△55            －  

1,342         209.0  
 

 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 

 

14年9月期 

13年9月期 

百万円   ％ 

△549          －  

468       △8.1  

円  銭 

△55  93  

53  72  

円  銭 

―  ―  

53  71  

％ 

△6.9   

5.4   

％ 

△0.1   

3.5   

％ 

△0.3   

5.7   

(注)①持分法投資損益      14年９月期      －百万円   13年９月期      －百万円 

②期中平均株式数（連結）  14年９月期     9,831,790 株   13年９月期     8,717,467 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 

(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 

14年９月期 

13年９月期 

百万円 

42,490    

42,062    

百万円 

7,988    

8,611    

％ 

18.8  

20.5  

円   銭 

812   50  

875   91  

(注)期末発行済株式数（連結）  14年９月期       9,831,785 株  13年９月期     9,831,809 株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 

14年９月期 

13年９月期 

百万円 

△3,891      

15      

百万円 

32       

41     

百万円 

△605       

△709     

百万円 

4,517       

8,886     

(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  1  社   持分法適用非連結子会社数  0 社   持分法適用関連会社数  0 社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  0 社   (除外)  0 社    持分法 (新規)  0 社   (除外)  0 社 

２ 15年9月期の連結業績予想（平成14年10月1日～平成15年9月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

通 期 
百万円 

25,310    

百万円 

1,023    

百万円 

550    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）55円 94銭 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としております。 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる

結果となる可能性があります。  

上記の予想の前提条件その他関連する事項につきましては、添付資料の６ページを参照してください。 

 



（訂正後） 

 - 1 - 

１．企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社である株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング並

びに非連結のグループ会社である米国現地法人Gaga America, Inc.及び株式会社ギャガ・ミュージ

ックにより構成されております。 

 

【事業概況表】 

区 分      会 社 名           事 業 内 容             

当 社 

海外映像コンテンツの日本国内における映

像使用権の買付け、映像コンテンツの配給、

ビデオ版権及びテレビ版権のライセンス 

Gaga America,Inc. 海外映像コンテンツに関する情報収集 

映 像 コ ン テ ン ツ 

プ ロ バ イ ダ ー 事 業 

株式会社ギャガ・ 

ミュージック 
音楽著作権の管理 

映画ゲートウェイ事業 

映画情報番組の企画・製作・放送 

映画情報等のコンテンツ提供およびそれに

付帯する製作受託 

出 版 事 業 

株式会社ギャガ・クロス 

メディア・マーケティング 

ビデオ業界誌及びDVD情報誌の業界向け出版 

また、当社グループの事業の概況は下図のとおりであります。 

当社グループ全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無印：連結子会社 

(※)非連結子会社、持分法非適用会社 

（注）１．上記のほかに持分法を適用しない関連会社として（株）ビットワークス・ジャパンがあり

ます。 

２．連結子会社であった株式会社カミングスーン・ティービーは、連結子会社であった株式会

社ギャガ・パブリッシングと平成14年４月１日付けにて合併し、商号を株式会社ギャガ・クロ

スメディア・マーケティングとしております。 

海外権利元 

 

管理業務委託 

音楽著作権利用 

海外映像コンテンツ 
情報収集委託 

 

映像コンテンツの日本国内における

映像使用権買付け 

映像コンテンツ 
情報提供 （当社） 

株式会社ギャガ・ 
コミュニケーションズ 

（※） 
株式会社ギャガ・ 
ミュージック 

（※） 
Gaga America, Inc. 

株式会社ギャガ・ 
クロスメディア 
マーケティング 

映画興行界 ビデオ業界 テレビ業界 ブロードﾊﾞﾝﾄﾞ・携帯・ 
PDA市場など 

劇場映画配給 ビデオ･ 

DVD化権販売 
テレビ放映権販売 

映画情報提供 
ﾋﾞﾃﾞｵ業界誌発行･ 

DVD情報誌発行 
放映番組の 

企画・製作・運営 映画情報提供 

ﾈｯﾄ権販売 
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

＜ミッション経営＞  

当社グループは、社会的貢献・社会的使命を意識した経営「ミッション経営」をテーマに掲げてお

ります。この「ミッション経営」は、上場企業としての社会的責任を組織全体で自覚し、当社が企業

として社会に対して持つべき使命（ミッション）を明確にするとともに、そのミッションを意識した

より高いレベルでの経営を目指してゆくものです。 

 

① グループミッション 

「感動の創造と人類の相互理解への貢献」 

映像は万国共通語。その国際交流を通じて、世界の人々の相互理解を助け、感動を呼び起こ

し、世界平和と精神的に豊かな社会の実現に貢献する。 

② 当社のフィロソフィー 

「信頼」「協調」「感謝」 

③ 当社のスピリット 

「スピード」「チャレンジ」「フレキシビリティー」 

 
（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要目標のひとつとして位置付けてお

り、配当について、業績、財政状態、将来の事業拡大に役立てるための内部留保の必要性等を総合的

に勘案し検討することとしております。 

 

（３）中長期的な経営戦略 

＜成長性の継続＞  

映画配給事業においては複合映画施設いわゆるシネコンの増加、映像版権事業においてはＤＶＤ

市場の急成長やデジタル放送の開始、日本のアニメやゲームソフトを題材にした映画の世界規模で

の活発化など、ここ数年の傾向は、いずれも当社が関わるフィールドでの成長を後押しするものと

なっています。また、ブロードバンド視聴環境の整備が進む中、当社が扱う映像コンテンツ、とり

わけ良質な映画作品への需要は高まっています。   

そのような状況の中、当社は従来の取り扱い作品の質と量の拡大による成長戦略に加え、これか

らの長期的な成長を支えていく新たな３つの成長戦略を掲げています。 

  

①グローバル・コンテンツの企画・開発 

当社は、日本発の企画で世界の市場に通用するコンテンツ＝“グローバル・コンテンツ”のプ

ロデュース事業を展開しています。㈱ナムコの人気ゲームソフト「鉄拳」の実写映画化など、既

に当社がこれまでのビジネスにおいて構築している国内外の有力なメディア企業とのネットワー

クを活用し、世界の市場から回収可能なコンテンツの企画開発を行っていきます。ゲームやアニ

メ、ＣＧ等日本が世界に誇れる資産や技術を生かした映像コンテンツを世界は待っています。 
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②ブロードバンド時代への積極的な対応 

ブロードバンド時代の到来による映像コンテンツ需要拡大を受けて、当社ではそうした新規ビ

ジネス市場においても、ナンバー・ワン・シェアを獲得すべく、他社に先駆けて積極的な対応を

行っています。すでに劇場公開作品に加え、急激にニーズが高まってきている良質なショートフ

ィルム（短編映画）の権利獲得にも早くから着手し、コンテンツの供給を始めています。 

また、グループ会社である㈱ギャガ・クロスメディア・マーケティングを通じて、予告編をは

じめとした映像による映画情報の提供も行っています。 

 

③ワールドムービー市場の開拓 

ミニシアター市場の拡大と共に、映画ファンのニーズの多様化が進み、現在日本で公開される

映画の主流である米国以外の国々の良質な映画＝“ワールド・ムービー”への需要も確実に増大

しています。このような環境の中、この市場の新たなニーズに積極的に対応することで、収益性

の向上を目指すと共に、世界の人々の相互理解を助け、グループミッションである「感動の創造

と人類の相互理解への貢献」を実現していきたいと考えています。  

 

（4）会社の対処すべき課題 

[人材と組織の育成] 

当社グループは、人材の育成は組織の成長に不可欠であると考えています。そのため、次に掲げ

る人材育成政策により、組織全体としての成長を図って行きます。 

・ 人材育成を重視したマネジメントの新評価基準の導入 

・ 階層別研修の強化 

・ 適切な人材の積極的な採用 

 

[収益性改善のための取り組み] 

① 小集団部門別採算制の強化 

専門性と成長性を重視したグループを新設し、グループ数を 34グループから 37グループとす

ることで、小集団部門別採算制の強化を図ります。 

これにより、従来からの「利益管理における権限と責任の明確化」「高度な専門性の確保」「権

限の委譲による組織活性化」をさらに進めるとともに、「グループ別キャッシュ・フロー管理の強

化」などにより資本効率の向上を図ります。また、イグジット・ルールの導入により、一定期間

活動を実施しても成果が上がらないグループについては廃止するなど、収益性の改善に取り組ん

で行きます。 

 

② ライブラリー資産の蓄積による収益性向上 

キラーコンテンツの継続確保によりライブラリー資産価値の増大を図ると共に、映像コンテン

ツの需要が急速に高まっているブロードバンド市場など新たな収益源の開拓により、利益率の向

上を図ります。 
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３．経営成績および財政状態 
（１）当期の業績 

当連結会計年度における国内経済は、輸出や企業収益については緩やかな改善の兆しがみられたも

のの、失業率は高水準で推移し、個人消費は横ばいが続くなど、依然として厳しい状況でありました。 

このような環境の下、当社グループは積極的な営業活動を行ってまいりましたが、当連結会計年度

の売上高は 221億 23百万円（前期比 5.7％減）と、前期比で減収となりました。これは、映像コンテ

ンツプロバイダー事業の映像版権事業は順調に推移したものの、映画配給事業が前期比減収となった

ことによるものです。一方営業利益は映画配給事業の収支悪化の影響を受け１億 81 百万円（前期比

81.9％減）と、減収となりました。経常損益については前連結会計年度においてデリバティブの評価

益が５億 12百万円あったのに対し、当連結会計年度については 42百万円の評価損となったことが主

要因で 55百万円（前期経常利益 13億 42百万円）の損失となりました。当期純損益は、前連結会計

年度において計上した特別損失が当連結会計年度においては発生しなかったものの、映画配給事業の

収支悪化が響き５億 49百万円（前期当期純利益４億 68百万円）の損失となりました。 

事業部門別売上高の状況は以下のとおりであります。 

 

＜映像コンテンツプロパイダー事業＞ 

[映像版権事業] 

当連結会計年度の映像版権事業は、ビデオ版権販売につきまして、大型作品のライセンス販売増

に加え、市場ニーズにあった作品の買付・販売に注力したことにより、好調に推移しました。また、

「2002FIFA WORLD CUPオフィシャルビデオグラム権」を他社と共同で取得、ビデオカセットお

よびＤＶＤの販売を行うなど、映画以外の映像コンテンツの権利取得・販売にも取り組みました。 

テレビ版権販売につきましては、全国劇場公開クラスの作品を核としたパッケージ販売を積極的

に行いました。また、ＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）市場向けに 300作品の映像コンテンツの

提供を開始するなど、当社の所有する映像コンテンツ資産（ライブラリー）を最大限に活用した映

像コンテンツの供給を行いました。 

その結果、当事業の売上高は 146億 13百万円（前期比 4.6％増）となりました。 

 

[映画配給事業] 

当期の映画配給事業は、「少林サッカー」「アザーズ」「オースティン・パワーズ・ゴールドメンバ

ー」「ワンス・アンド・フォーエバー」「ニューヨークの恋人」「ジャスティス」他を全国チェーン公

開しました。ミニシアター向けには「チョコレート」「オー･ブラザー！」「ヘドウィグ・アンド・ア

ングリーインチ」「es[エス]」「おいしい生活」等の作品を公開しました。 

その結果、当事業の売上高は54億58百万円となりましたが、「少林サッカー」「アザーズ」が期

待を上回る配給収入をあげたものの、「ワンス・アンド・フォーエバー」「ニューヨークの恋人」「ジ

ャスティス」等が予想を大きく下回ったことにより減収（前期比30.4％減）となりました。 

 

上記の結果、映像コンテンツプロバイダー事業全体の売上高は 200億 71百万円（前期比 8.0％減）

となりました。 
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＜映画ゲートウェイ事業＞ 

当連結会計年度における放送事業は、ＣＳデジタル放送の視聴料収入は微増にとどまったものの、

ケーブル局や業務上映での配信契約が順調に増加し、またブロードバンド向けの映画情報配信コンテ

ンツの配信・供給サービスを積極的に展開しました。 

 その結果、当事業の売上高は11億６百万円（前期比22.5％増）となりました。 

 

＜出版事業＞ 

当連結会計年度における映像ソフト業界は、ビデオレンタル市場は停滞しているものの、ＤＶＤ市

場、特にセルＤＶＤ市場が好調な成長を続けました。 

このような市況を反映し、当連結会計年度の出版事業は、月刊「ＤＶＤナビゲーター」の広告料収

入が高い伸びをみせ、中核事業として育ちつつあるとともに、主力商品である月刊「ビデオ・インサ

イダー・ジャパン」についても前期実績を上回ることができました。 

その結果、当事業の売上高は９億44百万円（前期比26.8％増）となりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下｢資金｣という）は、主に売上債権

の増加等により、前連結会計年度末に比べ43億69百万円減少し、当連結会計年度末には45億17百

万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、主に売上債権の増加ならびに未収入金の増加などの要因により

38億91百万円と、前連結会計年度末に比べ39億6百万円の資金の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は、主に有価証券の売却により32百万円と、前連結会計年度末に比

べ9百万円の資金の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、主に借入金の返済により６億５百万円と、前連結会計年度末に

比べ1億３百万円の資金の増加となりました。 
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（３）次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、株価の低迷や雇用状況の改善の遅れなどに見られるように、わが国

経済の先行きは非常に不透明であり、景気の回復にはまだ時間を要するものと思われます。 

一方、シネマコンプレックスの新規開業によるスクリーン数の増加、ＤＶＤソフト市場の順調な伸

び、ＡＤＳＬ回線の契約者数増加にみられる一般家庭へのブロードバンド普及率増加など、当社グル

ープの事業領域である映像コンテンツ業界は、その事業基盤を拡大する傾向にあります。 

このような経営環境の中、当社グループは「ブロードバンド時代への積極的な対応」、「グローバル・

コンテンツの開発」、「ワールド・ムービー市場の開拓」の３つの長期成長戦略を軸に事業の拡大を図

るとともに、＜収益性改善のための取組み＞に掲げた事項を確実に推進することにより安定した収益

獲得に取り組んでまいります。 

来期につきましては、上記の取り組みに加え、連結子会社である㈱ギャガ・クロスメディア・マー

ケティングの通期黒字化達成が見込まれることにより，営業増益を予想しております。 

 

平成15年９月期の連結業績見通しにつきましては、売上高 253億10百万円、経常利益10億23百

万円、当期純利益５億50百万円を見込んでおります。 

 また、平成15年９月期の単独業績見通しにつきましては、売上高230億円、経常利益８億23百万

円、当期純利益４億10百万円を見込んでおります。 
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４.連結財務諸表等 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成13年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成14年９月30日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額(千円) 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   8,686,086   4,517,073  △4,169,013 

２．受取手形及び売掛金   11,321,315   12,469,615  1,148,299 

３．有価証券   300,010   －  △300,010 

４．たな卸資産   13,276,563   13,077,201  △199,362 

５．繰延税金資産   226,838   77,148  △149,690 

６．共同買付立替金   461,746   2,235,785  1,774,039 

７．未収入金   4,969,183   6,722,268  1,753,085 

８．その他   1,825,152   2,421,575  596,422 

９．貸倒引当金   △43,939   △72,659  28,720 

流動資産合計   41,022,958 97.5  41,448,009 97.5 425,051 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※１  21,223 0.0  22,668 0.1 1,445 

２．無形固定資産   25,384 0.1  24,498 0.1 △886 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※２  265,378   287,490  22,112 

(2）長期貸付金   12,544   －  △12,544 

(3）繰延税金資産   144,442   192,009  47,567 

(4）その他   621,869   568,540  △53,329 

(5) 貸倒引当金   △51,400   △52,744  1,344 

投資その他の資産合計   992,834 2.4  995,295 2.3 2,461 

固定資産合計   1,039,442 2.5  1,042,462 2.5 3,020 

資産合計   42,062,401 100.0  42,490,472 100.0 428,070 
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前連結会計年度 

（平成13年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成14年９月30日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額(千円) 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   9,561,511   12,841,564  3,280,053 

２．短期借入金   11,067,200   10,254,900  △812,300 

３．未払法人税等   933,000   436,159  △496,841 

４．賞与引当金   109,223   108,605  △618 

５．未払金   7,059,291   4,330,376  △2,728,915 

６．共同買付預り金   1,589,676   3,472,420  1,882,744 

７．その他   947,201   902,427  △44,773 

流動負債合計   31,267,105 74.3  32,346,453 76.1 1,079,348 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   1,038,400   1,314,250  275,850 

２．退職給付引当金   20,422   27,022  6,600 

３．役員退職慰労引当金   243,700   240,300  △3,400 

４．その他   550,451   359,238  △191,213 

固定負債合計   1,852,973 4.4  1,940,811 4.6 87,838 

負債合計   33,120,079 78.7  34,287,265 80.7 1,167,185 

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   330,478 0.8  214,894 0.5 △115,584 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金   3,686,964 8.8  3,686,964 8.7  

Ⅱ 資本準備金   3,735,535 8.9  3,735,535 8.8  

Ⅲ 連結剰余金   1,166,857 2.8  542,150 1.3 △624,707 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   22,526 0.0  23,723 0.0 1,197 

Ⅴ 自己株式   △40 △0.0  △61 △0.0 21 

資本合計   8,611,843 20.5  7,988,312 18.8 △623,530 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  42,062,401 100.0  42,490,472 100.0 428,070 

         



 
（訂正後） 

－  － 
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高   23,463,361 100.0  22,123,200 100.0  

Ⅱ 売上原価   19,257,880 82.1  18,545,619 83.8  

売上総利益   4,205,480 17.9  3,577,581 16.2 △627,899 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  252,265   241,557    

２．給与手当  1,047,680   1,121,385    

３．賞与引当金繰入額  106,127   108,835    

４．退職給付費用  30,297   15,425    

５．役員退職慰労引当金繰入額  35,700   24,200    

６．賃借料  246,056   277,001    

７．その他  1,486,329 3,204,456 13.6 1,607,358 3,395,763 15.4 191,307 

営業利益   1,001,023 4.3  181,817 0.8 △819,206 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  12,764   6,374    

２．為替差益  286,159   430,753    

３．デリバティブ利益  512,580   －    

４．その他  81,063 892,567 3.8 28,069 465,198 2.1 △427,368 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  290,611   445,808    

２．新株発行費  83,502   －    

３．売上債権売却損  128,701   144,571    

４．その他  47,907 550,722 2.4 112,009 702,388 3.2 151,666 

経常利益又は 
経常損失（△） 

  1,342,868 5.7  △55,372 △0.3 △1,398,240 

        

 



 
（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額(千円) 

Ⅵ 特別損失        

１．持分変動損失  ―   26,804   

２．貸倒引当金繰入額  12,400   ―   

３．会員権評価損  12,600   ―   

４．投資有価証券評価損  6,757   ―    

５．出資金評価損  19,009   ―   

６．役員退職慰労引当金繰入額  208,000   ―   

７．配給収入保証損失 ※1 300,000 558,766 2.4 ― 26,804 0.1 △531,962 

税金等調整前当期純利益 
又は税金等調整前当期準損
失(△) 

  784,101 3.3  △82,177 △0.4 △866,278 

法人税、住民税及び事業税  944,674   508,840   

法人税等調整額(△貸方)  △313,298  631,376 2.7 101,255 610,095 2.7  

少数株主損失   315,602 1.4  142,389 0.6 △173,213 

当期純利益又は 
当期純損失 

  468,327 2.0  △549,884 △2.5 △1,018,211 

        

 



 
（訂正後） 

－  － 
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③【連結剰余金計算書】 

区分 
注記
番号 

前連結会計年度 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

増減 

  （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 連結剰余金期首残高   740,185  1,166,857 426,672 

Ⅱ 連結剰余金減少高       

役員賞与   －  6,000 6,000 

配当金   41,655  68,822 27,167 

Ⅲ 当期純利益又は 
当期純損失（△） 

  468,327  △549,884 △1,018,211 

Ⅳ 連結剰余金期末残高   1,166,857  542,150 △624,707 

       

 



 
（訂正後） 

－  － 
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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12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

区分 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又は 
税金等調整前当期純損失
（△） 

784,101 △82,177 

減価償却費 7,755 11,332 

デリバティブ利益 △512,570 － 

デリバティブ損失 － 42,747 

新株発行費 83,502 － 

会員権評価損 12,600 － 

投資有価証券評価損 6,757 － 

出資金評価損 19,009 － 

役員退職慰労引当金の増加額
又は減少額（△） 

243,700 △3,400 

受取利息及び受取配当金
（△） 

△13,147 △6,912 

支払利息 290,611 323,982 

売上債権の増加額（△） △3,483,440 △1,148,299 

たな卸資産の増加額（△） 
又は減少額 

△1,453,091 199,362 

共同買付立替金の増加額(△)
又は減少額 

882,510 △1,774,038 

未収入金の増加額（△） △1,628,110 △1,753,084 

仕入債務の増加額 2,373,612 3,280,053 

未払金の増加額又は減少額（△） 3,335,461 △2,728,914 

共同買付預り金の増加額又は減少額(△) △22,730 1,882,743 

その他 △230,375 △863,844 

  小計 696,149 △2,620,451 

利息及び配当金の受取額 13,195 6,913 

利息の支払額 △308,116 △272,108 

法人税等の支払額 △385,299 △1,005,681 

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,598 △3,891,328 



 
（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 300,131 － 

有価証券の取得による支出 △599,162 － 

有価証券の売却による収入 500,000 99,986 

投資有価証券の取得による支出 △110,339 △55,150 

投資有価証券の売却による収入 － 34,000 

その他 △49,215 △46,282 

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,415 32,553 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入 18,296,000 31,819,000 

短期借入金の返済による支出 △20,829,700 △33,468,000 

長期借入による収入 2,085,000 3,318,000 

長期借入金の返済による支出 △1,735,200 △2,205,450 

社債の償還による支出 △223,200 － 

株式の発行による収入 1,738,997 － 

配当金の支払額 △41,665 △68,822 

その他 726 △21 

財務活動によるキャッシュ・フロー △709,031 △605,293 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 57,846 95,031 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額(△) △594,174 △4,369,037 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,480,285 8,886,111 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 8,886,111 4,517,073 

   

 



 
（訂正後） 

－  － 
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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12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ２社 (1）連結子会社の数 １社 

前事業年度末において連結子会社で

あった (株)カミングスーン・ティービー

は(株)ギャガ・パブリッシングと平成14

年４月１日付けで合併し、商号を(株)

ギャガ・クロスメディア・マーケティン

グとしております。 

 (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 

 (株)ギャガ・パブリッシング 

(株)カミングスーン・ティービー 

(株)ギャガ・クロスメディア・ 

マーケティング 

 

 (3）連結の範囲の異動 (3）連結の範囲の異動 

 ――――――― ――――――― 

 

 (4）非連結子会社の名称及び連結の範囲

から除いた理由 

(4）非連結子会社の名称及び連結の範囲

から除いた理由 

 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

(株)カミングスーン 

 非連結子会社は、連結総資産、連結売

上高、連結純損益及び連結剰余金に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体として重

要性がないため連結の対象から除外して

おります。 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

 非連結子会社は、連結総資産、連結

売上高、連結純損益及び連結剰余金に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

重要性がないため連結の対象から除外し

ております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法を適用しない非連結子会社の

及び関連会社の名称 

(1)持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社の名称 

 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

(株)カミングスーン 

(株)ビットワークス・ジャパン 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

 (株)ビットワークス・ジャパン 

 (2）持分法を適用しない理由 (2）持分法を適用しない理由 

  持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社は連結純損益及び連結剰余金に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

て重要性がないため持分法の適用の対象

から除外しております。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

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 

(イ)時価のあるもの 

当連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法 

なお、評価差額は全部資本直入法

により処理しており、売却原価は

移動平均法により算定しておりま

す。 

(ロ)時価のないもの 

移動平均法による原価法 

①有価証券 

同左 

 ②たな卸資産 

(イ）仕掛品 

個別法による原価法 

(ロ）映像使用権 

定率法による２年償却 

②たな卸資産 

(イ)仕掛品 

同左 

(ロ)映像使用権 

同左 

 ③デリバティブ 

時価法 

③デリバティブ 

同左 

(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 

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

 定額法 

②無形固定資産 

同左 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

(3）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、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。 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与の翌連結会計年度支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担に属する部分

の金額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

 ③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

なお、当連結会計年度から退職給付

に係る会計基準（「退職給付に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成10年６月16日））を

適用しております。 

この結果が損益に与える影響は軽微

であります。 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

 ④役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社は、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく当連結会計年度末現在の支給見

積額を計上しております。 

役員退職慰労引当金については、従

来支出時の費用としておりましたが、

役員退職慰労引当金の設定が会計慣行

として定着しつつあることに鑑み、役

員退職慰労金規程（内規）を制定し、

当連結会計年度より内規に基づく連結

会計年度末現在の支給見積額を役員退

職慰労引当金として計上することとい

たしました。 

この変更により、当連結会計年度繰

入額35,700千円は販売費及び一般管理

費に計上し、過年度分相当額208,000

千円は特別損失に計上しております。 

この結果、従来の方法によった場合

に比べ、営業利益及び経常利益は

35,700千円、税金等調整前当期純利益

は243,700千円それぞれ減少しており

ます。 

④役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社は、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく当連結会計年度末現在の支給見

積額を計上しております。 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

(4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円価に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。 

 

同左 

(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 

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税の処理方法 

税抜方式を採用しております。 

消費税の処理方法 

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 

 連結調整勘定については、発生年度に

全額償却しております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度中

に確定した連結会社の利益処分に基づい

て作成しております。 

同左 

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投

資からなっております。 

同左 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当期から金融商品に係る会計基準（「金融商品に

係る会計基準設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成11年１月22日））を適用し、時価のあるそ

の他有価証券及びデリバティブは時価法に、一般債

権に対する貸倒引当金については貸倒実績率による

回収不能見込額を計上する方法に、債権の割引料に

ついては全額を割引時に計上する方法に変更し、ゴ

ルフ会員権等については必要に応じた減損処理を

行っております。 

この結果、従来の方法によった場合に比し、経常

利益は429,316千円、税金等調整前当期純利益は

403,672千円それぞれ増加しております。 

 

時価のあるその他有価証券及びデリバティブは時

価法に、一般債権に対する貸倒引当金については貸

倒実績率による回収不能見込額を計上する方法に、

債権の割引料については全額を割引時に計上する方

法に、ゴルフ会員権等については必要に応じた減損

処理を行っております。 

 

 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

前営業年度に区分掲記しておりました営業外収益

の「保険金収入」は営業外収益の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示

しております。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれる「保

険金収入」の金額は20,632千円であります。 

 

 

―――――― 

 



 
（訂正後） 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成13年９月30日現在） 

当連結会計年度 
（平成14年９月30日現在） 

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 31,170千円 
  

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 35,817千円
  

※２．非連結子会社に対する株式の額 ※２．非連結子会社及び関連会社に対する株式等の額 
 

投資有価証券 71,361千円 
  

 
投資有価証券 41,407千円

    
３．偶発債務 

債権譲渡を行った売掛金について、下記のとおり

債務保証を行っております。 

３．偶発債務 

債権譲渡を行った売掛金について、下記のとおり

債務保証を行っております。 
 

（被保証会社） （保証債務残高） 

SMBCファイナンス株式会社 1,328,544千円 

三井リース事業株式会社 955,678 

日本電気リース株式会社 894,283 

計 3,178,506 
  

 
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式会社 1,636,204千円

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰｽ株式会社 1,109,745 

ＮＥＣリース株式会社 1,039,630 

SMBCファイナンス株式会社 808,500 

計 4,594,079 
  

４．――――――  ４．貸出コミットメントライン契約 

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行19行と貸出コミットメントライン契約

を締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントラ

インに係る借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 
      

貸出コミットメントラインの総額 15,000,000千円

借入金実行残高 4,500,000 

差引額 10,500,000 
 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

※１．配給収入保証損失は当連結会計年度の公開作品

「ファイナルファンタジー」に関する損失見込額で

あります。 

※１ 

────── 

 

 

（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12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 
 
現金及び預金勘定 8,686,086千円 

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ 200,024 

現金及び現金同等物 8,886,111 
  

 
現金及び預金勘定 4,517,073千円

有価証券勘定に含まれるＭＭＦ － 

現金及び現金同等物 4,517,073 

  
  

 



 
（訂正後） 
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（セグメント情報） 

前連結会計年度 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

１．事業の種類別セグメント情報 

 全セグメントの売上高、営業損益及び資産の合計額

に占める映像関連事業の売上高、営業損益及び資産の

金額の割合がいずれも90％超であるため、事業の種類

別セグメント情報の記載を省略しております。 

１．事業の種類別セグメント情報 

同左 

２．所在地別セグメント情報 

 在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記

載を省略しております。 

２．所在地別セグメント情報 

同左 

 

３．海外売上高 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記

載を省略しております。 

 

３．海外売上高 

同左 

 



 

（訂正後） 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

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 

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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び連結会計年度末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び連結会計年度末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

連結会計
年度末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 173,625 95,748 77,876 

無形固定資産 112,936 42,668 70,267 

合計 286,561 138,417 148,144 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

連結会計
年度末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 194,512 105,769 88,744 

無形固定資産 113,497 65,357 48,140 

合計 308,010 171,126 136,885 

  
(2)未経過リース料連結会計年度末残高相当額 (2)未経過リース料連結会計年度末残高相当額 

 
１年内 56,976千円

１年超 95,235千円

合計 152,212千円
  

 
１年内 53,448千円

１年超 87,515千円

合計 140,964千円
  

(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、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

 
支払リース料 61,037千円

減価償却費相当額 56,663千円

支払利息相当額 4,872千円
  

 
支払リース料 68,486千円

減価償却費相当額 63,951千円

支払利息相当額 4,372千円
  

(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 

 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 

(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 

 

 



 

（訂正後） 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成13年９月30日現在） 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 18,700 58,308 39,608 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 小計 18,700 58,308 39,608 

株式 6,970 6,200 △770 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 小計 6,970 6,200 △770 

合計 25,670 64,508 38,838 

 

２．時価のない主な有価証券の内容（平成13年９月30日現在） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

(1)非上場株式（店頭公開株式を除く） 129,509 

(2)マネー・マネジメント・ファンド 200,024 

(3)コマーシャルペーパー 99,986 

 

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成13年９月30日現在） 

 １年以内（千円） 
１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超（千円） 

コマーシャルペーパー 100,000 － － － 

合計 100,000 － － － 

 



 

（訂正後） 
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当連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成14年９月30日現在） 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 19,767 63,360 43,593 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 小計 19,767 63,360 43,593 

株式 6,970 4,280 △2,690 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 小計 6,970 4,280 △2,690 

合計 26,737 67,640 40,903 

 

２．時価のない主な有価証券の内容（平成14年９月30日現在） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

(1)非上場株式（店頭公開株式を除く） 178,442 

 



 

（訂正後） 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

通貨関連では為替予約取引及び通貨オプション取引、

金利関連では金利スワップ取引及び金利キャップ取引

であります。 

同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

当社グループは、将来の為替・金利の変動リスクを

回避するために、デリバティブ取引を利用する方針を

とっております。 

なお、当社は投機を目的としたデリバティブ取引の

利用は行わない方針であります。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

当社グループは、外貨建買掛金及び将来における外

貨建取引に係る為替変動リスク及び借入金金利の変動

リスクを回避もしくは軽減するヘッジ目的で、デリバ

ティブ取引を利用しております。 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

当社グループはデリバティブ取引を利用するに当

たって、信用度の高い金融機関を契約相手としている

ため、当該取引に信用リスクはないと考えておりま

す。 

同左 

(5）取引に係るリスクの管理体制 (5）取引に係るリスクの管理体制 

連結財務諸表提出会社が定めたデリバティブ取引の

ルールに従って、営業担当役員が承認した申請書に基

づき財務・経理本部長がリスク等を判断し、金融機関

と契約が行われます。 

また、デリバティブ取引の利用状況、為替予約残高

及び損益について、毎月経営会議で報告が行われま

す。 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

当社グループの利用する為替予約取引及び通貨オプ

ション取引は、外貨建買掛金及び将来における外貨建

取引に係る為替変動リスクを、金利スワップ取引及び

金利キャップ取引は借入金金利の変動リスクを回避も

しくは軽減するためのものであり、契約額は、取引先

との実際の交換金額を表わす数字でないため、当社に

おける市場リスク、信用リスクを図る指標ではありま

せん。 

同左 

 



 

（訂正後） 
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２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１．通貨関連 

前連結会計年度（平成13年９月30日現在） 当連結会計年度（平成14年９月30日現在） 

区分 種類 
契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の 
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

為替予約取引         

売建         

米ドル ― ― ― ― ― ― ― ― 

買建         

米ドル 7,652,6265,984,454 7,036,365616,261 15,120,97411,678,671 15,773,714652,740 

通貨オプション取引         

売建         

コール         

米ドル ― ― ― ― ― ― ― ― 

プット         

米ドル ― ― ― ― ― ― ― ― 

買建         

コール         

米ドル 1,824,0601,366,540 1,664,825159,235 1,177,975627,000 1,370,698192,723 

プット         

市場取引
以外の取
引 

米ドル ― ― ― ― ― ― ― ― 

合計 9,476,6867,350,994 8,701,190775,496 16,298,94912,305,671 17,144,412845,463 

 

２．金利関連 

前連結会計年度（平成13年９月30日現在） 当連結会計年度（平成14年９月30日現在） 

区分 種類 
契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
(千円) 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の 
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利スワップ取引         

 変動受取・固定支払 4,243,1003,921,400 △134,192△134,1926,121,4005,737,500 △317,491△317,491

金利キャップ取引         

 買建 5,400,0005,400,000 △34,571△128,7235,400,0002,800,000 751△58,139

市場取引
以外の取
引 

 (94,152)(58,890)  (58,890)(25,495)   

合計 9,643,1009,321,400 △168,764△262,91611,521,4008,537,500 △316,739△375,630

 （注） 

項目 
前連結会計年度 

（平成13年9月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成14年9月30日現在） 

時価等の算定方法 1.取引先金融機関等から提示された価格

等に基づき算定しております。 

2.契約額等欄の（ ）内は、キャップ料

であります。 

同左 

 

 



 

（訂正後） 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  当社グループは確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
前連結会計年度 

（平成13年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成14年９月30日現在） 

   

退職給付債務（千円） △31,714  △42,240  

年金資産（千円）  11,291   15,217  

未積立退職給付債務（千円）  △20,422   △27,022  

退職給付引当金（千円）  △20,422   △27,022  

 

３．退職給付費用の内訳 

 
前連結会計年度 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

退職給付費用   

(1)勤務費用（千円） 22,508 15,425 

(2)会計処理基準変更時差異の費用処理額 
（千円） 

8,450 － 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成13年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成14年９月30日現在） 

会計基準変更時差異の処理年数 発生年度に全額費用処理 同左 

 



 

（訂正後） 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30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 繰延税金資産 

  
税務上の繰越欠損金 610,420千円

配給収入保証損失未払金否認 126,000 

役員退職慰労引当金否認 102,354 

未払事業税否認 75,543 

その他 99,075 

繰延税金資産計 1,013,392 
  
繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △16,311 

繰延税金負債計 △16,311 

評価性引当金 △625,799 

繰延税金資産の純額 371,281千円
 

  
税務上の繰越欠損金 710,312千円

役員退職慰労引当金否認 100,926 

未払事業税否認 39,597 

映像使用権償却否認 32,848 

その他 131,595 

繰延税金資産計 1,015,279 
 
繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △17,179 

繰延税金負債計 △17,179 

評価性引当金 △728,941 

繰延税金資産の純額 269,158千円
  

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 

  
法定実効税率 42.0％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.9 

連結子会社の繰越欠損金増加 30.3 

その他 1.0 

税効果適用後の法人税等の負担率 81.2％ 
 

  
法定実効税率 42.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 46.1 

評価性引当金の増加 125.5 

売上訂正による影響 523.5 

その他 5.3 

税効果適用後の法人税等の負担率 742.4％
  

 



 

（訂正後） 

－  － 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成12年10月1日 至平成13年9月30日） 

役員及び個人株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容 

議決権等の
所有(被所
有)割合
(注)１ 

役員の
兼任等 
（名） 

事業上の
関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

株式会社
マル 

東京都
大田区 

30,000 

映画、ビデオソフ
ト、コンピュー
ター映像の企画、
制作、販売、レン
タル並びにこれら
の輸出、輸入並び
にこれらの制作に
対する出資、ファ
ンドへの投資 

(被所有) 
4.3% 

１ 

同社が幹
事会社で
ある映画
共同事業
組合から
の映画配
給業務の
受託 

配給原価 60,020 未払金 63,021 

映画鑑賞
券の販売 

3,019 売掛金 434 

広告宣伝
の委託 

4,500 買掛金 630 

カルチュ
ア・コン
ビニエン
ス・クラ
ブ株式会
社 

大阪市
中央区 

1,338,180 

フランチャイズ・
チェーンシステム
によるビデオテー
プ等の販売、賃貸
業 

― １ 

広告宣伝
業務及び
教育研修
業務を委
託 

教育研修
の委託 

227 － － 

版権のラ
イセンス 

185,837 売掛金 109,790 株式会社
レント
ラック・
ジャパン 

東京都
渋谷区 

260,000 
レンタルビデオの
流通業 

― １ 
版権の仕
入及びラ
イセンス 版権の仕

入 
58,902 買掛金 6,825 

版権のラ
イセンス 

60,005 売掛金 18,831 
カルチュ
ア・パブ
リッ
シャーズ
株式会社 

東京都
渋谷区 

600,050 
ビデオソフトの賃
貸販売 

― １ 
版権の仕
入及びラ
イセンス 版権の仕

入 
82,286 買掛金 － 

配給収入 587,978 売掛金 18,049 株式会社
ヒュー
マックス
ピク
チャーズ 

東京都
新宿区 

93,000 映画等の興行 
(被所有) 
0.7% 

１ 
映画配給
業務を委
託 

配給収入
管理手数
料 

514,125 買掛金 219,013 

役員等が議決
権の過半数を
所有する会社
等(当該会社
等の子会社を
含む） 

株式会社
ヒュー
マックス
コミュニ
ケーショ
ンズ 

東京都
新宿区 

120,000 
通信衛星放送によ
る版権の配給、販
売 

― １ 
版権のラ
イセンス 

版権のラ
イセンス 

25,300 売掛金 13,965 

1. 上記の取引金額は、消費税を含めて記載しております。 
2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

      一般的取引条件と同様に決定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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当連結会計年度（自平成13年10月1日 至平成14年9月30日） 

役員及び個人株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合 

役員の
兼任等 
（名） 

事業上の関係 

取引の内容 
（注）1 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

売掛金 93,849 

未収入金 864 
版権のライ
センス 

704,589 

前受金 122,850 

中村雅哉 － － 

当社取締役会長 
 
 
日活株式会社 
代表取締役社長 
（注）２ 

(被所有) 
直接10.2% 

－ － 

広告宣伝の
委託 

7,487 買掛金 4,677 

依田 巽 － － 

当社取締役 
 
エイベックス株式
会社 
代表取締役会長兼
社長（注）３ 

－ － － 
版権のライ
センス 

15,332 
未収入金 

 
200 

 

役員 

林 瑞峰 － － 

当社取締役 
 
株式会社ヒュー
マックスコミュニ
ケーションズ代表
取締役社長 
（注）４ 

(被所有) 
直接0.6% 

－ － 
広告宣伝の
委託 

11,000 売掛金 11,550 

株式会社
マル 
（注）５ 

東京都
大田区 

30,000 

映画、ビデオソフ
ト、コンピュー
ター映像の企画､
制作、販売、レン
タル並びにこれら
の輸出、輸入並び
にこれらの制作に
対する出資、ファ
ンドへの投資 

(被所有) 
直接3.7% 

１ 

同社が幹事会社
である映画共同
事業組合からの
映画配給業務の
受託 

配給原価 3,082 － － 

版権のライ
センス 

2,495 売掛金 153 株式会社
レント
ラック・
ジャパン 
（注）６ 

東京都
渋谷区 

260,000 
レンタルビデオの
流通業 

― １ 
版権の仕入及び
ライセンス 

版権の仕入 52,500 未払金 3,587 

カルチュ
ア・パブ
リッ
シャーズ
株式会社 
（注）７ 

東京都
渋谷区 

600,050 
ビデオソフトの賃
貸販売 

― １ 
版権の仕入及び
ライセンス 

版権のライ
センス 

47,771 売掛金 3,445 

売掛金 24,142 
配給収入 200,069 

未収入金 30,772 

買掛金 10,462 

役員等が議決
権の過半数を
所有する会社
等(当該会社
等の子会社を
含む） 

株式会社
ヒュー
マックス
ピク
チャーズ 
（注）８ 

東京都
新宿区 

93,000 映画等の興行 
(被所有) 
直接0.6% 

１ 
映画配給業務を
委託 

配給収入管
理手数料 

199,587 

未払金 1,887 

（注）１．取引条件は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．日活株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

３．エイベックス株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

４．株式会社ヒューマックスコミュニケーションズとの取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

５．当社取締役会長である 中村雅哉が議決権の80.3％を直接所有しております。 

６．当社取締役である 増田宗昭が議決権の23.7％を直接所有、34.5％を間接所有しております。 

７．当社取締役である 増田宗昭が議決権の100.0％を間接所有しております。 

８．当社取締役である 林 瑞峰及びその近親者等が議決権の3.4％を直接所有、91.9％を間接所有してお

ります。 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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５.生産、受注及び販売の状況 

(1）仕入実績 

 当社グループ（当社および連結子会社、以下同じ）は、劇場権、ビデオ版権、テレビ版権等の映像使用権を

主に海外から単独又は他社と共同で購入しております。また、当社グループがプロデュースを行い、制作工程

のすべてを他社に委託して制作させたコンテンツを完成品として購入しております。 

 当連結会計年度の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 
前連結会計年度 

（自平成12年10月１日 
至平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自平成13年10月１日 
 至平成14年９月30日） 

映像版権事業 
（千円） 

11,195,022 11,474,284 
映像コンテンツプロバイダー
事                     業 

映画配給事業 
（千円） 

― ― 

小  計（千円） 11,195,022 11,474,284 

映画ゲートウェイ事業（千円） 736,760 858,136 

出  版  事  業（千円） 371,235 376,618 

合  計（千円） 12,303,018 12,709,038 

 （注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

 当社グループは受注生産は行っておりません。 

 

(3)販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

事業部門別 
前連結会計年度 

（自平成12年10月１日 
至平成13年９月30日） 

当連結会計年度 
（自平成13年10月１日 
至平成14年９月30日） 

映像版権事業 
（千円） 

13,971,038 14,613,188 
映像コンテンツプロバイダー
事                     業 

映画配給事業 
（千円） 

7,843,883 5,458,739 

 小   計（千円） 21,814,921 20,071,928 

映画ゲートウェイ事業（千円） 903,311 1,106,675 

出  版  事  業（千円） 745,127 944,597 

 合   計（千円） 23,463,361 22,123,200 

 （注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正後）     

  

平成 14 年 9月期   個別財務諸表の概要 平成18年７月14日 

上場会社名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大証（ヘラクレス市場） 

コード番号 4280 本社所在地 東京都 

(URL: http://www.gaga.co.jp ) 

問 合 せ 先 責任者役職名 取締役副社長 

         氏    名 佐藤 英志 ＴＥＬ (03) 3509－7492 

決算取締役会開催日 平成14年11月25日 中間配当制度の有無   有  

定時株主総会開催日 平成14年12月20日                単元株制度採用の有無  有 (１単元 100 株)  

 

１ 14年9月期の業績（平成13年10月1日 ～ 平成14年9月30日） 

(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

14年9月期 

13年9月期 

百万円   ％ 

        20,076       △8.0 

        21,827        16.2 

百万円   ％ 

202      △85.4 

         1,386     13.3 

百万円   ％ 

       22       △98.7 

         1,746        86.8 

 

 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 

 

14年9月期 

13年9月期 

百万円   ％ 

△506       － 

       631       65.3 

円  銭 

△51  52 

72   40 

円  銭 

－  － 

  72    40 

％ 

    △6.1 

  7.1 

％ 

    0.1 

  4.6 

％ 

    0.1 

  8.0 

(注)①期中平均株式数      14年9月期   9,831,790株    13年9月期  8,718,153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 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配当率 

 

14年9月期 

13年9月期 

円  銭 

    7  00 

   7  00 

円  銭 

      - 

      - 

円  銭 

     7  00 

     7  00 

百万円 

68 

68 

％ 

― 

10.9 

％ 

     0.8 

     0.8 

(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 

 

14年9月期 

13年9月期 

百万円 

      42,318 

      41,578 

百万円 

       8,303 

       8,877 

％ 

         19.6 

         21.4 

円   銭 

     844       51 

     902       91 

(注)①期末発行済株式数   14年9月期    9,831,852株    13年9月期   9,831,852株 

②期末自己株式数    14年9月期      67株    13年9月期       43株 

 

２ 15年9月期の業績予想（平成14年10月1日～平成15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 

中 間 期 末  

 

通 期 

百万円 

      23,000 

百万円 

823 

百万円 

410 

円 銭 

――― 

円 銭 

  7  00 

円 銭 

   7   00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 41円 70銭 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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①【貸借対照表】 

  
第16期 

（平成13年９月30日現在） 
第17期 

（平成14年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

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 ※１  8,213,628   4,053,603  

２．受取手形   21,666   33,589  

３．売掛金 ※１  11,015,967   12,110,435  

４．自己株式   40   －  

５．映像使用権   13,181,886   12,959,154  

６．仕掛品   70,581   107,009  

７．前渡金   808,327   1,140,790  

８．前払費用   469,538   791,983  

９．繰延税金資産   216,854   77,148  

10．共同買付立替金   461,746   2,235,785  

11．未収入金   4,969,617   6,717,165  

12．デリバティブ資産   512,580   469,832  

13．その他   9,153   11,072  

貸倒引当金   △39,081   △71,039  

流動資産合計   39,912,507 96.0  40,636,532 96.0 

Ⅱ 固定資産        

(1)有形固定資産        

１．建物  34,935   36,065   

減価償却累計額  21,846 13,088  24,008 12,056  

２．器具及び備品  9,758   9,996   

減価償却累計額  6,542 3,216  7,384 2,611  

有形固定資産合計   16,305 0.1  14,668 0.0 

(2）無形固定資産        

１．商標権   1,320   1,169  

２．ソフトウェア   7,372   4,077  

３．電話加入権   3,654   2,013  

無形固定資産合計   12,347 0.0  7,259 0.0 



 
（訂正後） 

－  － 
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第16期 

（平成13年９月30日現在） 
第17期 

（平成14年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   190,775   232,840  

２．関係会社株式   859,099   858,099  

３．出資金   13,093   2,193  

４．長期貸付金   12,544   11,136  

５．破産更生債権等   34,618   33,091  

６．長期前払費用   198,390   110,995  

７．繰延税金資産   143,141   192,009  

８．その他   236,657   271,825  

９．貸倒引当金   △51,400   △51,826  

投資その他の資産合計   1,636,920 3.9  1,660,365 4.0 

固定資産合計   1,665,573 4.0  1,682,294 4.0 

資産合計   41,578,081 100.0  42,318,826 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金 ※１  9,380,579   12,683,033  

２．短期借入金   9,964,000   8,315,000  

３．一年以内返済予定長期
借入金 

  1,103,200   1,939,900  

４．未払金   6,966,755   4,267,229  

５．未払費用   352,253   101,874  

６．未払法人税等   859,664   435,214  

７．未払消費税   364,163   55,110  

８．前受金   138,800   671,501  

９．預り金   53,070   52,961  

10．共同買付預り金   1,589,676   3,472,420  

11.賞与引当金   78,937   87,972  

12．その他   5,504   4,968  

流動負債合計   30,856,606 74.2  32,087,186 75.8 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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第16期 

（平成13年９月30日現在） 
第17期 

（平成14年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   1,038,400   1,314,250  

２．匿名組合出資預り金   548,962   358,365  

３．退職給付引当金   13,123   15,668  

４．役員退職慰労引当金   243,700   240,300  

固定負債合計   1,844,185 4.4  1,928,584 4.6 

負債合計   32,700,791 78.6  34,015,770 80.4 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  3,686,964 8.9  3,686,964 8.7 

Ⅱ 資本準備金   3,735,535 9.0  3,735,535 8.8 

Ⅲ 利益準備金   11,472 0.0  18,372 0.0 

Ⅳ その他の剰余金        

当期未処分利益   1,420,790   838,520  

その他の剰余金合計   1,420,790 3.4  838,520 2.0 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   22,526 0.1  23,723 0.1 

Ⅵ 自己株式   －   △61 0.0 

資本合計   8,877,289 21.4  8,303,055 19.6 

負債・資本合計   41,578,081 100.0  42,318,826 100.0 

        

 



 
（訂正後） 

－  － 
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②【損益計算書】 

  
第16期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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 
（％） 

Ⅰ 売上高        

１．映像版権事業収入  13,980,753   14,616,659   

２．映画配給事業収入  7,847,009 21,827,762 100.0 5,459,570 20,076,229 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．映像版権事業原価  9,876,528   11,264,158   

２．映画配給事業原価  8,316,694 18,193,223 83.4 6,069,786 17,333,945 86.3 

売上総利益   3,634,538 16.6  2,742,284 13.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  170,079   165,366   

２．給与手当  774,528   927,974   

３．賞与引当金繰入額  78,937   87,972   

４．退職給付費用  26,819   11,885   

５．役員退職慰労引当金繰入額  35,700   24,200   

６．福利厚生費  123,453   147,605   

７．旅費交通費  142,926   158,297   

８．賃借料  198,194   229,460   

９．減価償却費  3,773   3,828   

10．貸倒引当金繰入額  5,735   31,957   

11．その他  688,207 2,248,358 10.3 751,244 2,539,791 12.7 

営業利益   1,386,180 6.3  202,493 1.0 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  10,764   6,257   

２．為替差益  286,159   430,753   

３．デリバティブ利益  512,580   －   

４．その他  92,630 902,134 4.1 35,398 472,410 2.4 

        

 



 
（訂正後） 

－  － 
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第16期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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
（％） 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  290,597   323,982   

２．支払手数料  －   121,826   

３．新株発行費  83,502   －   

４．売上債権売却損  128,701   144,571   

５．デリバティブ損失  －   42,747   

６．その他  39,386 542,187 2.5 19,248 652,376 3.3 

経常利益   1,746,127 7.9  22,527 0.1 

Ⅵ 特別損失        

１．貸倒引当金繰入額  12,400      

２．会員権評価損  12,600      

３．出資金評価損  19,009      

４．役員退職慰労引当金繰入額  208,000      

５．配給収入保証損失 ※１ 300,000 552,009 2.5  －  

税引前当期純利益   1,194,118 5.4  22,527 0.1 

法人税、住民税及び事業税  865,094   439,104   

法人税等調整額(△貸方)  △302,208 562,885 2.6 89,970 529,075 2.6 

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

  631,232 2.8  △506,547 △2.5 

前期繰越利益   789,558   1,345,068  

当期未処分利益   1,420,790   838,520  

        

 



 
（訂正後） 

－  － 
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売上原価明細書 

  
第16期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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 
（％） 

Ⅰ 映像版権事業原価        

１．映像使用権償却額  8,888,556   10,485,882   

２．その他  987,972   778,276   

当期映像版権事業原価   9,876,528 54.3  11,264,158 65.0 

Ⅱ 映画配給事業原価        

１．映画配給原価  3,708,740   2,446,095   

２．プリント及び広告費  4,607,954   3,623,690   

当期映画配給事業原価   8,316,694 45.7  6,069,786 35.0 

当期売上原価   18,193,223 100.0  17,333,945 100.0 

        

 

③【利益処分計算書】 

  
第16期 

（株主総会承認日 
平成13年12月26日） 

第17期 
（株主総会承認予定日 
平成14年12月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,420,790  838,520 

Ⅱ 利益処分額      

１．利益準備金  6,900    

２．配当金  68,822 75,722 68,822 68,822 

Ⅲ 次期繰越利益   1,345,068  769,698 

      

 



 
（訂正後） 

－  － 
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重要な会計方針 

項目 
第16期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2)その他有価証券 

①時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部資本直入法に

より処理しており、売却原価は移動

平均法により算定しております。 

(1)子会社株式 

同左 

(2)その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

 ②時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

②時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）仕掛品 

個別法による原価法 

(1）仕掛品 

同左 

 (2）映像使用権 

定率法による２年償却 

(2）映像使用権 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

定額法 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

５．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。 

―――――― 

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左  

７．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、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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与の翌期支給見込額のうち当事業年

度の負担に属する部分の金額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
第16期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

 (3）退職給与引当金 

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

年金資産の見込額に基づき、当事業年

度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

なお、当事業年度から退職給付会計

に係る会計基準(「退職給付会計基準

の設定に関する意見書」(企業会計審

議会 平成10年6月16日))を適用して

おります。 

この結果が損益に与える影響は軽微

であります。 

(3）退職給付引当金 

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

年金資産の見込額に基づき、当事業年

度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末現在の支給見積

額を計上しております。 

役員退職慰労引当金については、従

来支出時の費用としておりましたが、

役員退職慰労引当金の設定が会計慣行

として定着しつつあることに鑑み、当

事業年度より役員退職慰労金規程(内

規)を制定し、当事業年度より内規に

基づく期末現在の支給見積額を役員退

職慰労引当金として計上することとい

たしました。 

この変更により、当事業年度繰入額

35,700千円は販売費及び一般管理費に

計上し、過年度分相当額208,000千円

は特別損失に計上しております。 

この結果、従来の方法によった場合

に比べ、営業利益及び経常利益は

35,700千円、税引前当期純利益は

243,700千円それぞれ減少しておりま

す。 

(4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末現在の支給見積

額を計上しております。 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
第16期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

８．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 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

消費税の会計処理 

同左 

 

 

表示方法の変更 

第16期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

前事業年度に区分掲記しておりました営業外収益の

「業務受託収入」及び「保険金収入」は、営業外収益の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。 

 なお、当事業年度の「その他」に含まれる「業務受

託収入」及び「保険金収入」の金額は、50,296千円及び

20,632千円であります。 

―――――― 

 

 

追加情報 

第16期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当事業年度から金融商品に係る会計基準（「金融商品

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11年1月22日））を適用し、時価のあるその他

有価証券及びデリバティブは時価法に、一般債権に対す

る貸倒引当金については貸倒実績率による回収不能見込

額を計上する方法に、債権の割引料については全額を割

引時に計上する方法に変更し、ゴルフ会員権等について

は必要に応じた減損処理を行っております。 

この結果、従来の方法によった場合に比し、経常利益

は429,316千円、税引前当期純利益は403,672千円それぞ

れ増加しております。 

―――――― 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第16期 
（平成13年９月30日現在） 

第17期 
（平成14年９月30日現在） 

  
※１．重要な外貨建資産及び負債は次のとおりでありま

す。 

※１．重要な外貨建資産及び負債は次のとおりでありま

す。 

 
 現金及び預金 11,154千米ドル 1,320,715千円 

 売掛金 2,194千米ドル 261,991千円 

 買掛金 40,204千米ドル 4,840,590千円 

  

 
 現金及び預金 780千米ドル 94,885千円 

 売掛金 22,898千米ドル 2,807,294千円 

 買掛金 66,723千米ドル 7,896,632千円 

  
※２．会社が発行する株式の総数 20,000,000株  

発行済株式総数 9,831,852株  
  

※２．会社が発行する株式の総数 39,000,000株  

発行済株式総数 9,831,852株  
  

３．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、下記のとおり

債務保証を行っております。 

３．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、下記のとおり

債務保証を行っております。 

 
 （被保証会社） (保証債務残高)  

 三井リース事業株式会社 955,678千円  

 日本電気リース株式会社 894,283千円 

 ＳＭＢＣファイナンス株式
会社 

1,328,544千円 

 

 計 3,178,506千円  

  

 
 （被保証会社） (保証債務残高)  

 三井リース事業株式会社 1,636,204千円  

 ＮＥＣリース株式会社 1,039,630千円  

 ＳＭＢＣファイナンス株式
会社 

808,500千円 
 

 ダイヤモンドリース株式会
社 

1,109,745千円 
 

 計 4,594,079千円  

  ４．――――――  ４．貸出コミットメントライン契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１９行と貸出コミットメントライン契約を締結

しております。 

当事業年度末における貸出コミットメントライン

に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 
      

貸出コミットメントラインの総額 15,000,000千円

借入実行残高 4,500,000千円

差引額 10,500,000千円

  

 

 

（損益計算書関係） 

第16期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

※１．配給収入保証損失は、当事業年度の公開作品

「ファイナルファンタジー」に関する損失見込額で

あります。 

※１．────── 

  

 



 
（訂正後） 

－  － 
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（リース取引関係） 

第16期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

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 

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 

(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 
 

 
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） 

建物 6,648 4,321 2,327 

器具及び備品 111,161 63,560 47,600 

ソフトウェア 109,860 42,053 67,807 

合計 227,670 109,936 117,734 

  

 

 
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） 

建物 23,751 9,519 14,231 

器具及び備品 103,986 63,881 40,104 

ソフトウェア 109,860 63,967 45,893 

合計 237,599 137,369 100,229 

  
(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

 
 １年内 44,566千円 

 １年超 76,323千円 

 合計 120,890千円 
  

 
 １年内 40,791千円 

 １年超 61,955千円 

 合計 102,747千円 
  

(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、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 
 支払リース料 50,338千円 

 減価償却費相当額 46,494千円 

 支払利息相当額 3,999千円 
  

 
 支払リース料 53,449千円 

 減価償却費相当額 49,672千円 

 支払利息相当額 3,084千円 
  

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

 

（有価証券関係） 

第16期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30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。 

同左 



 
（訂正後） 

－  － 
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（税効果会計関係） 

第16期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債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主な原因別の内訳 
 
繰延税金資産  

配給収入保証損失未払金否認 126,000千円 

役員退職慰労引当金否認 102,354 

未払事業税否認 75,543 

その他 72,410 

繰延税金資産の合計 376,308千円 

   

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △16,311千円 

繰延税金負債の合計 △16,311千円 

  

繰延税金資産の純額 359,996千円 
   

 
繰延税金資産  

役員退職慰労引当金否認 100,926千円

未払事業税否認 39,597 

映像使用権償却否認 32,848 

その他 112,966 

繰延税金資産の合計 286,337千円

  

 繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △17,179千円

繰延税金負債の合計 △17,179千円

  

繰延税金資産の純額 269,158千円
    

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 
 
 法定実効税率 42.0％ 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 4.7 

 住民税均等割 0.5 

 その他 △0.1 

 税効果適用後の法人税等の負担率 47.1％ 
  

 
 法定実効税率 42.0％ 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 140.0 

 売上訂正による影響 2216.0 

 その他 △49.5 

 税効果適用後の法人税等の負担率 2348.5％ 
  

 

 

（重要な後発事象） 

第16期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

 該当事項はありません。 同左 
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平成 15年 ９月期   中間決算短信 （連結）     平成18年7月14日 

    
上 場 会 社 名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大阪証券取引所 

コ ー ド 番 号 ４２８０   ヘラクレス市場 

(URL http://www.gaga.co.jp)  本社所在地 東京都 

代 表 者 名 代表取締役社長 宇野 康秀    

問合先責任者 取締役副社長  佐藤 英志  ＴＥＬ (03）3509 － 7492 
中間連結決算取締役会開催日 平成15年 5月 26日  米国会計基準適用の有無  無 

   

1 15年3月中間期の業績 （平成14年10月１日～平成15年3月31日） 

(1)連結経営成績 (注)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 営業損益 経常 損益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 
15年3月中間期 5,854 △5.8 △4.686  － △4,962   － 

14年3月中間期 6,209   7.6 △2,868  － △2,142   － 

14年9月期  22,123  181 △55  

       
一株当たり 潜在株式調整後1株当  中間(当期)純損益 

中間(当期)純損益 たり中間(当期)純利益 
 百万円  ％       円   銭      円   銭 
15年3月中間期 △3,011     － △306 31   － 

14年3月中間期   △1,215    － △123 66   － 

14年9月期 △549  △55 93  － 

 (注) 1 持分法投資損益  15年3月中間期 - 百万円 14年3月中間期 - 百万円 14年9月期 - 百万円 

 2 期中平均株式数(連結)15年3月中間期 9,831,785株 14年3月中間期9,831,794株 14年9月期9,831,790株 

 3 会計処理の方法の変更  無      

 4 売上高、営業損益、経常損益、中間(当期)純損益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率。 

 
(2)連結財政状態 

一株当たり  総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 
株 主 資 本 

  百万円  百万円  ％     円   銭 

15年3月中間期 35,567  4,900  13.8  498 40 

14年3月中間期 36,139  7,325  20.3  745 10 

14年9月期 42,490  7,988  18.8  812 50 
   (注) 期末発行済株式数(連結) 

15年3月中間期9,831,785株 14年3月中間期9,831,785株 14年9月期 9,831,785株 

         
(3)連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物  
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期末残高 

  百万円  百万円  百万円  百万円 
15年3月中間期 △4,061  △107  4,335  4,683  
14年3月中間期 △7,020  142  4,176  6,352  
14年9月期 △3,891 32  △605  4,517  
         
(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2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）1社 (除外) ― 社 持分法(新規) ― 社 （除外）― 社 
 
2 15年9月期の連結業績予想（平成14年10月１日 ～ 平成15年9月30日） 

  売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 

 
通期 

25,310  1,023  550 
 (参考)1株当たり予想当期純利益(連結) 55円 94銭 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に 

係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大き 

く異なる結果となる可能性があります。 

上記の予想の前提条件その他関連する事項につきましては、添付資料の6ページを参照してください。 

 



（訂正後） 
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１．企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社である株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング及

び株式会社キネマ旬報社、並びに、非連結のグループ会社である米国現地法人Gaga America, Inc.

及び株式会社ギャガ・ミュージックにより構成されております。 

 

【事業概況表】 

区 分      会 社 名           事 業 内 容             

当 社 

海外映像コンテンツの日本国内における映

像使用権の買付け、映像コンテンツの配給、

ビデオ版権及びテレビ版権のライセンス 

Gaga America,Inc. 海外映像コンテンツに関する情報収集 

映 像 コ ン テ ン ツ 

プ ロ バ イ ダ ー 事 業 

株式会社ギャガ・ 

ミュージック 
音楽著作権の管理 

映画ゲートウェイ事業 

映画情報番組の企画・製作・放送 

映画情報等のコンテンツ提供およびそれに

付帯する製作受託 

株式会社ギャガ・クロス 

メディア・マーケティング 

ビデオ業界誌及びDVD情報誌の業界向け出版 
出 版 事 業 

株式会社キネマ旬報社 映画情報誌の出版 

また、当社グループの事業の概況は下図のとおりであります。 

当社グループ全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無印：連結子会社 

(※)非連結子会社、持分法非適用会社 

（注）１．上記のほかに持分法を適用しない関連会社として（株）ビットワークス・ジャパンがあります。 

２．2003年4月を期して、当社ITグループを分社化し、新たに「株式会社ギャガ・デジタルブレイン」

を設立しました。 

海外権利元 

 

管理業務委託 

音楽著作権利用 

海外映像コンテンツ 
情報収集委託 

 

映像コンテンツの日本国内における

映像使用権買付け 

映像コンテンツ 
情報提供 

（当社） 
株式会社ギャガ・ 
コミュニケーションズ 

（※） 
株式会社ギャガ・ 
ミュージック 

（※） 
Gaga America, Inc. 

株式会社ギャガ・ 
クロスメディア 
マーケティング 

映画興行界 ビデオ業界 テレビ業界 ブロードﾊﾞﾝﾄﾞ・携帯・ 
PDA市場など 

劇場映画配給 ビデオ･ 

DVD化権販売 
テレビ放映権販売 

映画情報提供 
ﾋﾞﾃﾞｵ業界誌発行･ 

DVD業界誌発行 
放映番組の 

企画・製作・運営 映画情報提供 

株式会社 
キネマ旬報社 

ﾈｯﾄ権販売 



（訂正後） 

－ 2 － 

２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

＜ミッション経営＞  

当社グループは、社会的貢献・社会的使命を意識した経営「ミッション経営」をテーマに掲げ、上

場企業としてふさわしい社会性の構築と健全なる収益体質を確立することを目指していく所存であり

ます。 

① グループミッション 

｢感動の創造と人類の相互理解への貢献｣ 

   映像は万国共通語。その国際交流を通じて、世界の人々の相互理解を助け、感動を呼び起こし、 

  世界平和と精神的に豊かな社会の実現に貢献する。 

② 当社グループのフィロソフィー 

｢信頼｣｢協調｣｢感謝｣ 

③ 当社グループのスピリット 

｢スピード｣｢チャレンジ｣｢フレキシビリティー｣ 

 
（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要目標のひとつとして位置付けてお

り、配当について、業績、財政状態、将来の事業拡大に役立てるための内部留保の必要性等を総合的

に勘案し検討することとしております。 

 

（３）中長期的な経営戦略 

＜時代のニーズを先取る 3つの中長期成長戦略＞  

 複合映画施設いわゆるシネコンの増加、DVD 市場の急成長、デジタル放送の開始、日本のアニメ

やゲームソフトの映画化に対するニーズの拡大等ここ数年の傾向は、いずれも当社が関わるフィール

ドでの成長を後押しするものとなっています。 

 またブロードバンドでの動画配信が進む中、とりわけ良質な映画作品への需要は高まるばかりです。

そのような状況をふまえ、当社は良質な取扱作品を提供する従来の成長戦略のほか、長期的な視野に

立った新たな 3つの成長戦略を掲げています。 

  

①グローバル・コンテンツの企画・開発 

「バイオハザード」や「リング」など日本のコンテンツをベースとした外国映画が世界でヒット

しています。ナムコの人気ゲームソフト「鉄拳」、カプコンの「鬼武者」といった日本の人気ゲーム

ソフトの実写映画化など、当社のもつ国内外の有力メディア企業とのネットワークを活用し、日本

が誇るゲーム、アニメ、マンガなどのクリエイティブ資産を活用した、世界から評価されるコンテ

ンツの企画開発を海外の有力企業と共同で行っていきます。 

②ブロードバンド関連事業 

ブロードバンド市場に対する映像コンテンツ需要が拡大する中、当社ではこのような新規ビジネ

ス市場においても NO.1シェアを獲得するべく、専門部署をいち早く立上げ、他社に先駆けた積極
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的対応を行っています。劇場公開映画に加え、急激にニーズが高まっているショートフィルム（短

編映画）の権利獲得にも早くから着手するとともに、グループ会社である(株)ギャガ・クロスメデ

ィア・マーケティングも「カミングスーン TV」で製作している様々な映画情報番組を多くのブロ

ードバンド関連企業に供給しています。 

 ③映画情報サービス事業 

CS 放送・出版・ネットなどの、さまざまなプラットフォームを通じて映画に関する情報配信・

サービス提供を実施し、より多くの人々に映画・映像の持つ魅力を伝えていきます。 

(株)ギャガ・クロスメディア・マーケティングの持つビデオ・DVD のデータベースに、2002 年

12月にグループ企業となった(株)キネマ旬報社のもつ 3万タイトルを越す作品データベースを加え、

日本最大級の「映画総合データベース」を構築、さらに(株)ギャガ・デジタルブレインの新設によ

り、これらの映画情報に加え当社の持つマーケティングリサーチシステムの外販強化をはかり、映

画情報サービス事業を拡大していきます。 

 

（４）対処すべき課題 

 ＜人材と組織の育成＞  

当社は、人材の育成は組織の成長に不可欠であると考えています。そのため、次に掲げる人

材育成政策により、組織全体としての成長を図って行きます。 

・ 人材育成を重視したマネジメントの新評価基準の導入 

・ 階層別研修の強化 

・ 適切な人材の積極的な採用 

 

＜収益性改善のための取り組み＞  

① 小集団部門別採算制 

専門性と成長性を重視したグループを新設し、小集団部門別採算制の強化を図ります。これ

により、従来からの「利益管理における権限と責任の明確化」「高度な専門性の確保」「権限の

委譲による組織活性化」をさらに進めるとともに、「グループ別キャッシュフロー管理の強化」

などにより資本効率の向上を図ります。また、イグジット・ルールの導入により、一定期間活

動を実施しても成果が上がらないグループについては廃止するなど、収益性の改善に取り組ん

で行きます。 

 

② ライブラリー資産の蓄積による収益性向上 

キラーコンテンツの継続確保によりライブラリー資産価値の増大を図ると共に、映像コンテ

ンツの需要が急速に高まっているブロードバンド市場などの新規チャネルの開発による利用者

拡大により、利益率の向上を図ります。 

 

 



（訂正後） 
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３．経営成績および財政状態 
（１）当期の業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、後半にかけて企業収益は改善の兆しがみられたもの

の、世界経済の先行き懸念や株価の低迷などにより雇用情勢は失業率が高水準で推移し、個人消費に

ついてはおおむね横ばいとなるなど、景気は引き続き厳しい状況でありました。 

このような経営環境の下、当社グループの当中間連結会計期間の連結売上高は、58億54百万円（前

年同期比 5.8％減）と前年比減収となりました。損益につきましては、全国チェーン公開作品の興行

が不振であったことによる収益減及び映像使用権償却費の増加が主要因となり、連結営業損失は 46

億86百万円（前年同期は28億68百万円の損失）となりました。連結経常損失につきましては、前年

同期においてデリバティブ利益が 8億 85百万円あったのに対し、当中間期はデリバティブ損失が 2

億66百万円となったことが主要因となり、49億62百万円（前年同期は21億42百万円の損失）とな

りました。 

中間連結純損失は、30億11百万円（前年同期は12億15百万円の損失）となりました。  

 

 事業部門別の売上高の状況は以下のとおりであります 

 

＜映像コンテンツプロパイダー事業＞ 

[映画配給事業] 

当中間連結会計期間の映画配給事業は、「ジョンＱ」「ジャスティス」「ビロウ」他を全国チェーン公

開しました。ミニシアター向けには、「８人の女たち」、「ボウリング・フォー・コロンバイン」を新た

に公開したほか、前年度より引き続き「チョコレート」「es[エス]」を公開しました。 

全国チェーン公開作品の興行は不振であったものの、ミニシアター公開作品の興行は総じて好調に

推移しました。 

その結果、当事業の売上高は、13億57百万円（前年同期比9.1％増）となりました。 

 

[映像版権事業] 

当中間連結会計期間の映像版権事業は、昨年度劇場公開した「ワンス・アンド・フォーエバー」「ニ

ューヨークの恋人」「少林サッカー」他の大型作品を中心としたビデオ版権販売は好調に推移しました。

しかしながらテレビ版権販売については、ＶＯＤ（ビデオ・オン・デマンド）向けにライブラリー作

品の販売を行うなど、当社の保有資産を活用した販売にも積極的に取り組んでまいりましたが、厳し

い市場環境もあり、前年を下回る結果となりました。  

その結果、当事業の売上高は31億77百万円（前年同期比19.6％減）となりました。 

 

上記の結果、映像コンテンツプロバイダー事業全体の売上高は45億35百万円（前年同期比12.7％

減）となりました。 
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＜映画ゲートウェイ事業＞ 

当中間連結会計期間における放送事業は、ＣＳ放送加入者数の伸びの鈍化による踊り場的状況の中、

デジタル化へ向けてチャンネル数が増加するケーブルＴＶ各局への配信業務と、普及速度の高まった

ブロードバンド向けコンテンツ供給の強化に尽力してまいりました。また、視聴者ニーズに合わせた

番組改編も積極的に展開してまいりました。 

 

 その結果、当事業の売上高は5億59百万円（前年同期比0.7％増）となりました。 

 

＜出版事業＞ 

当連結会計年度における出版事業は、月刊「ＤＶＤナビゲーター」の広告料収入が高い伸びをみせ、

中核事業として育ちつつあるとともに、主力商品である月刊「ビデオ・インサイダー・ジャパン」に

ついても前期実績を上回ることができました。 

また、連結子会社の株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティングが平成14年12月に雑誌「キ

ネマ旬報」等を出版する株式会社キネマ旬報社の発行済み株式の 81%を取得したことで、当事業にお

ける業容をよりいっそう拡充いたしました。 

 

その結果、当事業の売上高は7億59百万円（前年同期比65.4％増）となりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下｢資金｣という）は、税金等調

整前中間純損失が49億92百万円となったことによる資金の減少がありましたが、長期借入による資

金の調達を行ったことにより、前連結会計年度末に比べ1億66百万円増加し、46億83百万円となり

ました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純損失が49億92百万円となったこ

とにより40億61百万円の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主にキネマ旬報社株式の取得により1億7百万円の減少と

なりました。 

（財務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・フローは、主に長期借入による資金の調達により43億35百万円の増

加となりました。  



（訂正後） 

－ 6 － 

（３）通期の見通し 

今年度下期、当社グループは、全国チェーン公開作品では、本年度アカデミー賞作品賞はじめ６部

門受賞の「シカゴ」はじめ「ザ・コア」「二重スパイ」「アバウト・シュミット」他の作品を、ミニシ

アター向け作品では、アカデミー賞オリジナル脚本賞受賞の「トーク・トゥ・ハー」はじめ「エデン

より彼方に」、「ブルークラッシュ」他の作品の劇場公開を予定しています。 

平成15年９月期通期の連結業績見通しは、下半期に上記の有力作品の劇場公開を控えていることよ

り、従来通り売上高253億10百万円、経常利益10億23百万円､当期純利益５億50百万円と致します。 

また、単独業績見通しにつきましても従来通り、売上高230億円､経常利益８億23百万円、当期純

利益４億10百万円であります。 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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４．中間連結財務諸表等 

 

① 中間連結貸借対照表                                  （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間末 
（平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成15年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成14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   6,352,461   4,683,101   4,517,073  

２．受取手形及び売掛金   8,495,485   9,354,561   12,469,615  

３．たな卸資産   11,364,833   11,308,898   13,077,201  

４．繰延税金資産   －   2,123,471   77,148  

５．共同買付立替金   2,319,039   2,005,679   2,235,785  

６．未収入金   2,617,488   3,322,124   6,722,268  

７．その他   4,068,145   1,670,618   2,421,575  

８．貸倒引当金   △11,404   △86,494   △72,659  

流動資産合計   35,206,048 97.4  34,381,961 96.7  41,488,009 97.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１  21,739   47,128   22,668  

２．無形固定資産   21,357   235,131   24,498  

３．投資その他の資産           

(1)その他  944,822   956,230   1,048,039   

(2)貸倒引当金  △54,025 890,796  △53,135 903,095  △52,744 995,295  

固定資産合計   933,894 2.6  1,185,354 3.3  1,042,462 2.5 

資産合計   36,139,943 100.0  35,567,316 100.0  42,490,472 100.0 

           

 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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前中間連結会計期間末 
（平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成15年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成14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   6,981,924   7,858,148   12,841,564  

２．短期借入金   15,724,200   11,354,500   10,254,900  

３．未払金   2,042,438   1,984,008   4,330,376  

４．共同買付預り金   1,764,517   2,482,842   3,472,420  

５．賞与引当金   104,663   127,669   108,605  

６．返品調整引当金   －   51,744   －  

７．その他   601,113   1,250,322   1,338,588  

流動負債合計   27,218,856 75.3  25,109,236 70.6  32,346,453 76.1 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   626,300   4,738,550   1,314,250  

２．退職給付引当金   19,811   47,359   27,022  

３．役員退職慰労引当金   223,600   269,950   240,300  

４．その他   549,355   267,239   359,238  

固定負債合計   1,419,067 3.9  5,323,099 15.0  1,940,811 4.6 

負債合計   28,637,924 79.2  30,432,336 85.6  34,287,265 80.7 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   176,377 0.5  234,836 0.6  214,894 0.5 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,686,964 10.2  － －  3,686,964 8.7 

Ⅱ 資本準備金   3,735,535 10.3  － －  3,735,535 8.8 

Ⅲ 連結剰余金又は 
欠損金（△） 

  △123,787 △0.3  
－ －

 542,150 1.3 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  26,989 0.1  
－ －

 23.723 0.0 

Ⅴ 自己株式   △61 △0.0  － －  △61 △0.0 

資本合計   7,325,641 20.3  － －  7,988,312 18.8 

           

Ⅰ 資本金   － －  3,686,964 10.3  － － 

Ⅱ 資本剰余金   － －  3,735,535 10.5  － － 

Ⅲ 利益剰余金   － －  △2,538,247 △7.1  － － 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  － －  15,952 0.1  － － 

Ⅴ 自己株式   － －  △61 △0.0  － － 

資本合計   － －  4,900,144 13.8  － － 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  36,139,943 100.0  35,567,316 100.0  42,490,472 100.0 

           



 
（訂正後） 

－  － 
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② 中間連結損益計算書                                  （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14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 ※１  6,209,945 100.0  5,854,060 100.0  22,123,200 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,386,014 118.9  8,704,076 148.7  18,545,619 83.8 

売上総利益又は 
売上総損失（△） 

  △1,176,069 △18.9  △2,850,015 △48.7  3,577,581 16.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  1,692,899 27.3  1,836,547 31.4  3,395,763 15.4 

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △2,868,968 △46.2  △4,686,563 △80.1  181,817 0.8 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  5,239   1,036   6,374   

２．為替差益  71,834   241,458   430,753   

３．デリバティブ利益  885,277   －   －   

４．その他  50,310 1,012,662 16.3 24,636 267,132 4.6 28,069 465,198 2.1 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  158,084   178,590   323,982   

２．支払手数料  58,236   37,424   121,826   

３．売上債権売却損  46,726   52,772   144,571   

４．デリバティブ損失  －   266,234   －   

５．その他  22,853 285,901 4.6 7,874 542,895 9.3 112,009 702,388 3.2 

経常損失   2,142,207 △34.5  4,962,326 △84.8  55,372 △0.3 

Ⅵ 特別損失           

１．持分変動損失  －   －   26,804   

２．投資有価証券評価損  － － － 29,999 29,999 0.5 － 26,804 0.1 

税金等調整前中間純
損失 

  2,142,207 △34.5  4,992,326 △85.3  82,177 △0.4 

法人税、住民税及び
事業税 

 72,541   5,087   508,840   

法人税等調整額 
(△貸方) 

 △844,826 △772,284 △12.4 △2,005,780 △2,000,693 △34.2 101,255 610,095 2.7 

少数株主損失又は 
利益（△） 

  154,100 △2.5  △19,941 0.3  142,389 △0.6 

中間純損失   1,215,822 △19.6  3,011,575 △51.4  549,884 △2.5 

           

 



 
（訂正後） 

－  － 
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③ 中間連結剰余金計算書                                  （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 連結剰余金期首残高   1,166,857  －  1,166,857 

Ⅱ 連結剰余金減少高        

１．配当金  68,822  －  68,822  

２．役員賞与  6,000 74,822 － － 6,000 74,822 

Ⅲ 中間純損失   1,215,822  －  549,884 

Ⅳ 欠損金中間期末残高
（△）又は連結剰余金
期末残高 

  △123,787  －  542,150 

        

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高        

資本準備金期首残高  － － 3,735,535 3,735,535 － － 

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
残高 

  －  3,735,535  － 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高        

連結剰余金期首残高  － － 542,150 542,150 － － 

Ⅱ 利益剰余金減少高        

１．配当金  －  68,822  －  

２．中間純損失   －  3,011,575 3,080,397 －  

Ⅲ 利益剰余金中間期末 
残高 

  －  △2,538,247  － 

        



 
（訂正後） 

－  － 
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書                           （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前中間純
損失 

 2,142,207 4,992,326 82,177 

減価償却費  5,083 7,926 11,332 

連結調整勘定償却額  － 23,725 － 

役員退職慰労引当金
の増加額又は減少額
（△） 

 － 19,060 △3,400 

受取利息及び受取配
当金 

 △5,320 △1,036 △6,912 

支払利息  158,084 178,590 323,982 

デリバティブ利益  △885,277 － － 

デリバティブ損失  － 266,234 42,747 

投資有価証券評価損  － 29,999 － 

売上債権の増加額
（△）又は減少額 

 2,825,830 3,246,301 △1,148,299 

たな卸資産の減少額  1,911,730 1,780,471 199,362 

共同買付立替金の 
増加額（△）又は 
減少額 

 △1,857,293 230,105 △1,774,038 

未収入金の増加額
（△）又は減少額 

 2,351,694 3,400,146 △1,753,084 

仕入債務の増加額又
は減少額（△） 

 △2,579,587 △5,060,610 3,280,053 

未払金の減少額  △5,016,853 △2,370,467 △2,728,912 

共同買付預り金の増
加額又は減少額
（△） 

 174,840 △989,577 1,882,743 

その他  △932,843 755,344 △863,844 

小計  △5,992,119 △3,476,110 △2,620,451 

利息及び配当金の 
受取額 

 5,308 1,030 6,913 

利息の支払額  △100,673 △149,342 △272,108 

法人税等の支払額  △932,915 △437,171 △1,005,681 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △7,020,399 △4,061,594 △3,891,328 



 
（訂正後） 

－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

有価証券の売却によ
る収入 

 99,986 － 99,986 

投資有価証券の売却
による収入 

 29,514 4,518 34,000 

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による支出 

 － △105,917 － 

投資有価証券の取得
による支出 

 － － △55,150 

その他  12,986 △5,855 △46,282 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 142,486 △107,255 32,553 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入による収入  16,218,000 23,109,600 31,819,000 

短期借入金の返済に
よる支出 

 △11,587,000 △23,734,600 △33,468,000 

長期借入による収入  1,148,000 6,200,000 3,318,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △1,534,100 △1,171,100 △2,205,450 

配当金の支払額  △68,822 △68,822 △68,822 

その他  △21 － △21 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 4,176,056 4,335,077 △605,293 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 168,207 △200 95,031 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額又は減少額
（△） 

 △2,533,650 166,027 △4,369,037 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 8,886,111 4,517,073 8,886,111 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 6,352,461 4,683,101 4,517,073 

     
  



 
（訂正後） 

－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

１. 連結の範囲に関する 

事項 

(1)連結子会社の数 ２社 (1)連結子会社の数 ２社 (1）連結子会社の数 １社 

 (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 

 (株)ギャガ・パブリッシン

グ 

(株)カミングスーン・

ティービー 

(株)ギャガ・クロスメディ

ア・マーケティング 

(株)キネマ旬報社 

 

(株)ギャガ・クロスメディ

ア・マーケティング 

 

 (3)  ―――――― (3）連結の範囲の異動 (3）連結の範囲の異動 

  (株)キネマ旬報社は、同社

株式の取得により、新たに連

結子会社となりました。 

 

前連結会計年度末において

連結子会社であった(株)ギャ

ガ・パブリッシングと(株)カ

ミングスーン・ティービーは

平成14年４月１日付けで合併

し、商号を(株)ギャガ・クロ

スメディア・マーケティング

としております。 

 (4）非連結子会社の名称及び連

結の範囲から除いた理由 

(4）非連結子会社の名称及び連

結の範囲から除いた理由 

(4）非連結子会社の名称及び連

結の範囲から除いた理由 

 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

 非連結子会社は、連結総資

産、連結売上高、連結純損益

及び欠損金に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体として重

要性がないため連結の対象か

ら除外しております。 

非連結子会社は、連結総資

産、連結売上高、連結純損益

及び欠損金に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体として重

要性がないため連結の対象か

ら除外しております。 

非連結子会社は、連結総資

産、連結売上高、連結純損益

及び連結剰余金に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体とし

て重要性がないため連結の対

象から除外しております。 

２. 持分法の適用に関する

事項 

(1)持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

(1)持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

(1)持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

(株)ビットワークス・ジャ

パン 

同左 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

(株)ビットワークス・ジャ

パン 

 (2）持分法を適用しない理由 (2）持分法を適用しない理由 (2)持分法を適用しない理由 

  持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社は連結純損益

及び欠損金に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体として重要性

がないため持分法の適用の対象

から除外しております。 

同左 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社は連結純損益

及び欠損金に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体として重要性

がないため持分法の適用の対象

から除外しております。 



 
（訂正後） 

－  － 
 

 

14 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

３. 連結子会社の中間決算

日（事業年度）等に関

する事項 

 連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しており

ます。 

連結子会社のうち、(株)キ

ネマ旬報社の中間決算日は９

月30日であります。 

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、中間連結決算日

現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用してお

ります。 

 連結子会社の事業年度の末日

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有価証券 ①有価証券 ①有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 (イ）時価のあるもの (イ）時価のあるもの (イ）時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部

資本直入法により処理

しており、売却原価は

移動平均法により算定

しております。 

同左 連結決算日の市場価格

等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部

資本直入法により処理

しており、売却原価は

移動平均法により算定

しております。 

 (ロ)時価のないもの (ロ)時価のないもの (ロ)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 

 (イ)仕掛品 (イ)仕掛品 (イ)仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

 (ロ)映像使用権 (ロ)映像使用権 (ロ)映像使用権 

 定率法による２年償却 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 

定率法 同左 同左 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 定額法 同左 同左 

(3)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、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。 

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の賞与支給見込

額のうち当中間連結会計期間

の負担に属する部分の金額を

計上しております。 

同左 従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の賞与支給見込

額のうち当連結会計年度の負

担に属する部分の金額を計上

しております。 

 ③―――――― ③返品調整引当金 ③―――――― 

  連結子会社の一部におい

て、売上返品による損失に備

えるため、返品予測高に対す

る売上総利益相当額を計上し

ております。 

 

 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末

における退職給付債務の額か

ら年金資産の額を控除した額

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、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。 

 

 

 

⑤役員退職慰労引当金 

 中間連結財務諸表提出会社

は、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく

当中間連結会計期間末現在の

支給見積額を計上しておりま

す。 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく当

中間連結会計期間末現在の支

給見積額を計上しておりま

す。 

⑤役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社は、

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく当連

結会計年度末現在の支給見積

額を計上しております。 

 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

 

同左  外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

(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 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

(6)重要なヘッジ会計の方

法 

―――――― ①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて､

特例処理の条件を充たして

いる場合には、特例処理を

採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

③ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動

リスクを回避する目的で金

利スワップを行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。 

④ヘッジの有効性の評価 

特例処理の要件に該当す

ることを事前に確認してお

り、有効性の判定は省略し

ております。 

―――――― 

 

消費税の処理方法 消費税の処理方法 消費税の処理方法 (7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 
 税抜方式を採用しておりま

す。 

 なお、仮払消費税と仮受消費

税は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

同左  税抜方式を採用しておりま

す。 

５. 中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲 

 中間連結キャッシュ・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投資

からなっております。 

同左  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投資から

なっております。 



 
（訂正後） 

－  － 
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 注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成15年３月31日） 

前連結会計年度 
（平成14年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

33,264千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

45,656千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

35,817千円 

 ２．偶発債務  ２．偶発債務  ２．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、

下記の会社に対し遡及義務を負ってお

ります。 

 債権譲渡を行った売掛金について、

下記の会社に対し遡及義務を負ってお

ります。 

 債権譲渡を行った売掛金について、

下記の会社に対し遡及義務を負ってお

ります。 
 

（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株
式会社 

1,388,329千円

ＳＭＢＣファイナ
ンス株式会社 

808,500 

日本電気リース株
式会社 

762,965 

ダイヤモンドリー
ス株式会社 

332,010 

計 3,291,804 
  

 
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株
式会社 

1,385,643千円

ＳＭＢＣファイナ
ンスサービス株式
会社 

1,501,500 

ダイヤモンドリー
ス株式会社 

1,011,045 

エヌイーシーリー
ス株式会社 

862,230 

住商リース株式会
社 

305,875 

計 5,066,293 
  

 
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株
式会社 

1,636,204千円

ダイヤモンドリー
ス株式会社 

1,109,745 

日本電気リース株
式会社 

1,039,630 

ＳＭＢＣファイナ
ンス株式会社 

808,500 

計 4,594,079 
  

 ３．貸出コミットメントライン契約 

 当社グループは、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行８行と貸出

コミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当中間連結会計期間末における貸出

コミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 ３．貸出コミットメントライン契約 

 当社グループは、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行19行と貸出

コミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当中間連結会計期間末における貸出

コミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 ３．貸出コミットメントライン契約 

 当社グループは、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行19行と貸出

コミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当連結会計年度末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実行

残高は次のとおりであります。 
 
貸出コミットメント
ラインの総額 

15,000,000千円

借入実行残高 7,000,000 

差引額 8,000,000 
  

 
貸出コミットメント
ラインの総額 

15,000,000千円

借入実行残高 5,000,000 

差引額 10,000,000 
  

 
貸出コミットメント
ラインの総額 

15,000,000千円

借入実行残高 4,500,000 

差引額 10,500,000 
  

 



 
（訂正後） 

－  － 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

※１．売上高の季節的変動 ※１．売上高の季節的変動 ※１． 

 当社グループの売上高は、当社グ

ループの映像コンテンツの中心となる

ハリウッドの製作スケジュールにより

完成映像コンテンツの引渡しが下半期

に集中すること、資金効率及び収益確

保の早期化の観点から映像コンテンツ

入手後ビデオ版権及びテレビ版権の速

やかなライセンスに努めていることか

ら、売上高は下半期に集中しておりま

す。このため、連結会計年度の上半期

の売上高と下半期の売上高との間に著

しい相違があり、上半期と下半期の業

績に季節的変動があります。 

同左 ───── 

※２．販売費および一般管理費のうち主

要な費目および金額は次のとおりで

あります。 

※２．販売費および一般管理費のうち主

要な費目および金額は次のとおりで

あります。 

※２．販売費および一般管理費のうち主

要な費目および金額は次のとおりで

あります。 
 

役員報酬 125,772千円

給与手当 503,435 

賞与引当金繰入額 97,819 

退職給付費用 32,751 

役員退職慰労引当
金繰入額 

7,500 

賃借料 137,791 
  

 
役員報酬 148,470千円

給与手当 499,164 

賞与引当金繰入額 116,765 

退職給付費用 15,470 

役員退職慰労引当
金繰入額 

24,500 

賃借料 156,214 
  

 
役員報酬 241,557千円

給与手当 1,121,385 

賞与引当金繰入額 108,835 

退職給付費用 15,425 

役員退職慰労引当
金繰入額 

24,200 

賃借料 277,001 
  

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成14年３月31日現在） （平成15年３月31日現在） （平成14年９月30日現在） 

 現金及び預金勘定と、現金及び現

金同等物は一致しております。 

 現金及び預金勘定と、現金及び現

金同等物は一致しております。 

 現金及び預金勘定と、現金及び現

金同等物は一致しております。 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

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 

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 

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 

(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連結会

計期間末残高相当額 

(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中間連結会

計期間末残高相当額 

(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連結会計年

度末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間連結
会計期間
末残高相
当額 
（千円） 

有形固定資産 191,988 104,747 87,241 

無形固定資産 113,103 53,947 59,156 

合計 305,092 158,694 146,397 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間連結
会計期間
末残高相
当額 
（千円） 

有形固定資産 206,476 93,973 112,503 

無形固定資産 115,901 79,394 36,507 

合計 322,378 173,368 149,010 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

連結会計
年度末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 194,514 105,769 88,744 

無形固定資産 113,497 65,359 48,140 

合計 308,011 171,126 136,885 

  
(2）未経過リース料中間連結会計期間

末残高相当額 

(2）未経過リース料中間連結会計期間

末残高相当額 

(2）未経過リース料連結会計年度末残

高相当額 
 

１年内 57,357千円

１年超 93,296千円

 合計 150,653千円
  

 
１年内 62,564千円

１年超 92,891千円

 合計 155,455千円
  

 
１年内 53,448千円

１年超 87,515千円

 合計 140,964千円
  

(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、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(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 33,350千円

減価償却費相当額 31,187千円

支払利息相当額 2,319千円
  

 
支払リース料 39,226千円

減価償却費相当額 36,251千円

支払利息相当額 2,250千円
  

 
支払リース料 68,486千円

減価償却費相当額 63,951千円

支払利息相当額 4,372千円
  

(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 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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５.セグメント情報 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

１.事業の種類別セグメント情報 
全セグメントの売上高、営業損益に占
める映像関連事業の売上高、営業損益の
割合がいずれも90％超であるため、事業
の種類別セグメント情報の記載を省略し
ております。 

同左 同左 

２.所在地別セグメント情報 
在外連結子会社及び在外支店がありま
せんので、記載を省略しております。 

同左 同左 

３.海外売上高 
海外売上高が連結売上高の10％未満で
あるため、記載を省略しております。 

同左 同左 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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６. 生産、受注及び販売の状況 

（1）仕入実績 

当社グループは、劇場権、ビデオ版権、テレビ版権等の映像使用権を主に海外から単独又は他社と共同で購入

しております。また、当社グループがプロデュースを行い、制作工程のすべてを他社に委託して制作させたコン

テンツを完成品として購入しております。 

当中間連結会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。 

 

事業部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前年同期比（％） 

映像コンテンツプロバイダー事業（千円） 3,039,694 128.4 

映画ゲートウェイ事業（千円） 372,859 84.0 

出版事業（千円） 374,092 196.4 

合計（千円） 3,786,647 126.1 

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

（2）受注状況 

当社グループは受注生産を行っておりません。 

 

（3）販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

事業部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前年同期比（％） 

映像版権事業（千円） 3,177,645 80.4 
映像コンテンツプロバイダー
事業 

映画配給事業（千円） 1,357,496 109.1 

小計（千円） 4,535,141 87.3 

映画ゲートウェイ事業（千円） 559,519 100.7 

出版事業（千円） 759,400 165.4 

合計（千円） 5,854,060 94.2 

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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７.有価証券の時価等 

 

前中間連結会計期間（平成14年3月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                            （単位：千円） 

 前中間連結会計期間末 

 取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

株式 25,670 72,204 46,534 

合計 25,670 72,204 46,534 

 

２．時価評価されていない主な有価証券                           （単位：千円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式（店頭公開株式を除く） 129,509 

 

 

 

当中間連結会計期間（平成15年3月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                            （単位：千円） 

 当中間連結会計期間末 

 取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

株式 26,737 53,548 26,811 

合計 26,737 53,548 26,811 

 

２．時価評価されていない主な有価証券                           （単位：千円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他の有価証券  

⑴非上場株式（店頭公開株式を除く） 148,442 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度（平成14年9月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                            （単位：千円） 

 前連結会計年度末 

 取得原価 
連結貸借対照表計上額 

 
差額 

株式 26,737 67,640 40,903 

合計 26,737 67,640 40,903 

 

２．時価評価されていない主な有価証券                           （単位：千円） 

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式（店頭公開株式を除く） 178,442 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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８.デリバティブ取引関係 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 

前中間連結会計期間末（平成14年3月31日現在） 

 

1.通貨関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 13,824,706 15,237,614 1,412,907 通貨 
 
 オプション取引 1,475,625 1,818,890 343,265 

合計 15,300,331 17,056,504 1,756,172 

 

2.金利関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引 6,301,000 △281,229 △281,229 

キャップ取引 5,400,000 1,105 △77,085 

金利 
 
 

 
 （キャップ料） （78,191）   

合計 11,701,000 △280,123 △358,315 

 

 

当中間連結会計期間末（平成15年3月31日現在） 

 

1.通貨関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 17,025,353 17,445,596 420,242 通貨 
 
 オプション取引 880,325 1,024,144 143,819 

合計 17,905,678 18,469,740 564,061 

 

2.金利関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引 5,941,800 △320,922 △320,922 

キャップ取引 5,400,000 82 △39,540 

金利 
 
 

 
 （キャップ料） (39,623)   

合計 11,341,800 △320,840 △360,463 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度末（平成14年９月30日現在） 

 

1.通貨関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 15,120,974 15,773,714 652,740 通貨 
 
 オプション取引 1,177,975 1,370,698 192,723 

合計 16,298,949 12,305,671 845,463 

 

2.金利関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引 6,121,400 △317,491 △317,491 

キャップ取引 5,400,000 751 △58,139 

金利 
 
 

 
 （キャップ料） (58,890)   

合計 11,521,400 △316,739 △375,630 

 

 



（訂正後） 

平成 15年 ９月期   個別中間財務諸表の概要      平成18年7月14日 

    
上 場 会 社 名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大阪証券取引所 

コ ー ド 番 号 ４２８０   ヘラクレス市場 

(URL http://www.gaga.co.jp)  本社所在地 東京都 

代 表 者 名 代表取締役社長 宇野 康秀    

問合先責任者 取締役副社長  佐藤 英志  ＴＥＬ (03）3509 － 7492 
中間決算取締役会開催日 平成 15 年 5 月 26 日  中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日 平成 － 年 － 月 － 日  単元株制度採用の有無 有(1単元100株) 

1 15年3月中間期の業績 （平成14年10月１日～平成15年3月31日） 

(1)経営成績 (注)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 営業損益 経常 損益 

      百万円   ％       百万円  ％       百万円  ％ 

15年3月中間期 4,542 △12.6 △4,763   － △5,039   － 

14年3月中間期 5,198   3.7 △2,770   － △2,012   － 

14年9月期  20,076  202  22  

       
一株当たり   

中間(当期)純損益 
中間(当期)純損益  

      百万円   ％     円     銭   

15年3月中間期 △3,058     － △311 08   

14年3月中間期 △1,171     － △119 18   

14年9月期 △506  △51 52   

 
(注)1 期中平均株式数 15年3月中間期 9,831,785株 14年3月中間期9,831,794株 14年9月期 9,831,790株 

 2 会計処理の方法の変更  無      

 3 売上高、営業損益、経常損益、中間(当期)純損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 

     円  銭    円    銭 

15年3月中間期   0 00  0 00 

14年3月中間期   0 00   0 00 

14年9月期   0 00 7 00 
   (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 

  百万円  百万円  ％      円   銭 

15年3月中間期 35,121 5,167 14.7 525 64 
14年3月中間期 35,852 7,641 21.3 777 19 

14年9月期 42,318 8,303 19.6 844 51 

 (注)1 期末発行済株式数 15年3月中間期 9,831,852 株 14年3月中間期 9,831,852株 14年9月期  9,831,852株 

 2 期末自己株式数 15年3月中間期   67株 14年3月中間期    67株 14年9月期  67株 

 
2 15年9月期の業績予想（平成14年10月1日～平成15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  

     百万円     百万円     百万円    円  銭    円  銭 

通 期 23,000 823 410  7    00  7   00 
（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 41円70銭 

 



 

（訂正後） 

 

－  － 
 

 

1 

中間財務諸表等 

① 中間貸借対照表                                     （単位：千円） 

  
前中間会計期間末 

（平成14年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成15年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成14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  5,804,525   4,328,999   4,053,603   

２．受取手形  81,085   －   33,589   

３．売掛金  8,036,963   8,837,654   12,110,435   

４．たな卸資産  11,340,468   11,279,007   13,066,163   

５．繰延税金資産  －   2,123,471   77,148   

６．共同買付立替金  2,319,039   2,005,679   2,235,785   

７．未収入金  2,619,376   3,318,097   6,717,165   

８．その他  4,047,294   1,660,611   2,413,677   

９．貸倒引当金  △8,090   △74,844   △71,039   

流動資産合計   34,240,663 95.5  33,478,677 95.3  40,636,532 96.0 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 14,833   38,396   14,668   

２．無形固定資産  8,863   6,106   7,259   

３．投資その他の資産           

(1）その他  1,642,322   1,650,453   1,712,192   

(2）貸倒引当金  △54,025   △52,217   △51,826   

投資その他の資産合
計 

 1,588,296   1,598,236   1,660,365   

固定資産合計   1,611,993 4.5  1,642,739 4.7  1,682,294 4.0 

資産合計   35,852,657 100.0  35,121,417 100.0  42,318,826 100.0 

           

 

 



 

（訂正後） 

 

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成14年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成15年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成14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  6,768,178   7,613,147   12,683,033   

２．短期借入金  15,724,200   11,354,500   10,254,900   

３．未払金  1,956,450   1,918,770   4,267,229   

４．共同買付預り金  1,764,517   2,482,842   3,472,420   

５．賞与引当金  83,815   101,170   87,972   

６．その他  504,742   1,193,253   1,321,628   

流動負債合計   26,801,904 74.8  24,663,684 70.2  32,087,186 75.8 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金  626,300   4,738,550   1,314,250   

２．退職給付引当金  11,531   20,503   15,668   

３．役員退職慰労引当金  223,600   264,050   240,300   

４．その他  548,174   266,674   358,365   

固定負債合計   1,409,606 3.9  5,289,778 15.1  1,928,584 4.6 

負債合計   28,211,510 78.7  29,953,463 85.3  34,015,770 80.4 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,686,964 10.3  － －  3,686,964 8.7 

Ⅱ 資本準備金   3,735,535 10.4  － －  3,735,535 8.8 

Ⅲ 利益準備金   18,372 0.0  － －  18,372 0.0 

Ⅳ その他の剰余金           

中間(当期)未処分利益  173,346   －   838,520   

その他の剰余金合計   173,346 0.5  － －  838,520 2.0 

Ⅴ その他有価証券評価差
額金 

  26,989 0.1  － －  23,723 0.1 

Ⅵ 自己株式   △61 △0.0  － －  △61 △0.0 

資本合計   7,641,147 21.3  － －  8,303,055 19.6 

           

Ⅰ 資本金   － －  3,686,964 10.5  － － 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  －   3,735,535   －   

資本剰余金合計   － －  3,735,535 10.6  － － 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  －   18,372   －   

２. 中間未処理損失  －   △2,288,809   －   

利益剰余金合計   － －  △2,270,437 △6.4  － － 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  － －  15,952 0.0  － － 

Ⅴ 自己株式   － －  △61 △0.0  － － 

資本合計   － －  5,167,954 14.7  － － 

負債・資本合計   35,852,657 100.0  35,121,417 100.0  42,318,826 100.0 

           



 

（訂正後） 

 

－  － 
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② 中間損益計算書                                     （単位：千円） 

  
前中間会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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 ※１  5,198,541 100.0  4,542,725 100.0  20,076,229 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,765,491 130.1  7,966,568 175.4  17,333,945 86.3 

売上総利益又は売上
総損失（△） 

  △1,566,949 △30.1  △3,423,843 △75.4  2,742,284 13.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,204,045 23.2  1,339,882 29.5  2,539,791 12.7 

営業利益又は営業損
失（△） 

  △2,770,995 △53.3  △4,763,725 △104.9  202,493 1.0 

Ⅳ 営業外収益 ※２  1,022,935 19.7  261,391 5.8  472,410 2.4 

Ⅴ 営業外費用 ※３  264,279 5.1  537,432 11.8  652,376 3.3 

経常利益又は経常損
失（△） 

  △2,012,339 △38.7  △5,039,766 △110.9  22,527 0.1 

Ⅵ 特別損失   － －  19,999 0.5  － ― 

税引前中間純損失
（△）又は税引前当
期純利益 

  △2,012,339 △38.7  △5,059,766 △111.4  22,527 0.1 

法人税、住民税及び
事業税 

 3,263   4,522   439,104   

法人税等調整額(△
貸方) 

 △843,881 △840,617 △16.2 △2,005,780 △2,001,258 △44.1 89,970 529,075 2.6 

中間純損失又は当期
純損失 

  1,171,721 △22.5  3,058,507 △67.3  506,547 △2.5 

前期繰越利益   1,345,068   △769,698   1,345,068  

中間（当期）未処分
利益又は中間未処理
損失（△） 

  173,346   △2,288,809   838,520  

           

 



 
（訂正後） 

－  － 
 

 

4 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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 子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 ①時価のあるもの ①時価のあるもの ①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 

なお、評価差額は全部資

本直入法により処理して

おり、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます。 

同左 決算日の市場価格等に基

づく時価法 

なお、評価差額は全部資

本直入法により処理して

おり、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます。 

 ②時価のないもの ②時価のないもの ②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 

 ①仕掛品 ①仕掛品 ①仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

 ②映像使用権 ②映像使用権 ②映像使用権 

 定率法による２年償却 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 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 

  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 

  均等償却 同左 同左 

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 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の賞与支給見込

額のうち当中間会計期間の負

担に属する部分の金額を計上

しております。 

同左 従業員の賞与の支給に備え

るため、賞与の翌期支給見込

額のうち当事業年度の負担に

属する部分の金額を計上して

おります。 



 
（訂正後） 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

 

(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

ける退職給付債務の額から、

年金資産の額を控除した額を

計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

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の

見込額に基づき、計上してお

ります。 

 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間会計期間末現在の支給見積

額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末現在の支給見積額を計上し

ております。 

４．外貨建ての資産及び 

負債の本邦通貨への 

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

５．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 

６．ヘッジ会計の方法 ―――――― （1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて､

特例処理の条件を充たし

ている場合には、特例処

理を採用しております。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

（3）ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動

リスクを回避する目的で金

利スワップを行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。 

(4)ヘッジの有効性の評価 

特例処理の要件に該当す

ることを事前に確認してお

り、有効性の判定は省略し

ております。 

―――――― 

 

 



 
（訂正後） 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

７．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 

消費税の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

 なお、仮払消費税と仮受消費

税は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

消費税の会計処理 

同左 

消費税の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

 



 
（訂正後） 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成14年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成15年３月31日） 

前事業年度 
（平成14年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

29,680千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

34,564千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

31,392千円 

２．偶発債務 ２．偶発債務 ２．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金につい

て、下記の会社に対し遡及義務を

負っております。 

債権譲渡を行った売掛金につい

て、下記の会社に対し遡及義務を

負っております。 

 債権譲渡を行った売掛金につい

て、下記の会社に対し遡及義務を

負っております。 
 
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式
会社 

1,388,329千円

ＳＭＢＣファイナン
ス株式会社 

808,500 

日本電気リース株式
会社 

762,965 

ダイヤモンドリース
株式会社 

332,010 

計 3,291,804 
 

 
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式
会社 

1,385,643千円

ＳＭＢＣファイナン
スサービス株式会社 

1,501,500 

ダイヤモンドリース
株式会社 

1,011,045 

エヌイーシーリース
株式会社 

862,230 

住商リース株式会社 305,875 

計 5,066,293 
 

  
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式
会社 

1,636,204千円

ダイヤモンドリース
株式会社 

1,109,745 

日本電気リース株式
会社 

1,039,630 

ＳＭＢＣファイナン
ス株式会社 

808,500 

計 4,594,709 
  

３．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行８行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当中間会計期間末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

３．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行19行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当中間会計期間末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

３．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行19行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当事業年度末における貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残

高は次のとおりであります。 
 
 貸出コミットメント
ラインの総額 

15,000,000千円

 借入実行残高 7,000,000 

差引額 8,000,000 
  

 
 貸出コミットメント
ラインの総額 

15,000,000千円

 借入実行残高 5,000,000 

差引額 10,000,000 
  

 
 貸出コミットメント
ラインの総額 

15,000,000千円

 借入実行残高 4,500,000 

差引額 10,500,000 
 

 



 
（訂正後） 
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（損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

※１．売上高の季節的変動 

 当社の売上高は、当社の映像コンテン

ツの中心となるハリウッドの製作スケ

ジュールにより完成映像コンテンツの引

渡しが下半期に集中すること、資金効率

及び収益確保の早期化の観点から映像コ

ンテンツ入手後ビデオ版権及びテレビ版

権の速やかなライセンスに努めているこ

とから、売上高は下半期に集中しており

ます。 

 このため、事業年度の上半期の売上高

と下半期の売上高との間に著しい相違が

あり、上半期と下半期の業績に季節的変

動があります。 

※１．売上高の季節的変動 

同左 

※１． 

───── 

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 5,132千円 

為替差益 71,834 

デリバティブ利益 885,277 
  

 
受取利息 1,035千円 

為替差益 241,464 
  

 
受取利息 6,257千円 

為替差益 430,753 
  

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの 
  

支払利息 158,084千円 

支払手数料 58,236 

売上債権売却損 46,726 
  

  
支払利息 178,205千円 

支払手数料 37,424 

売上債権売却損 52,772 

デリバティブ損失 266,234 
  

 
支払利息 323,982千円 

支払手数料 121,826 

売上債権売却損 144,571 
  

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 
 

有形固定資産 1,471千円 

無形固定資産 1,843 
  

 
有形固定資産 3,171千円 

無形固定資産 1,153 
  

 
有形固定資産 3,004千円 

無形固定資産 3,446 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（訂正後） 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

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 

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 

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 

(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会計期

間末残高相当額 

(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中間会計期

間末残高相当額 

(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 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間会計
期間末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 123,659 69,973 53,685 

無形固定資産 109,860 53,010 56,850 

合計 233,520 122,984 110,536 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間会計
期間末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 130,341 59,863 70,477 

無形固定資産 109,860 74,924 34,936 

合計 240,202 134,788 105,413 

  

 

 
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） 

有形固定資産 127,738 73,401 54,334 

無形固定資産 109,860 63,967 45,893 

合計 237,599 137,369 100,229 

  
(2）未経過リース料中間会計期間末残

高相当額 

(2）未経過リース料中間会計期間末残

高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 44,064千円 

１年超 69,465千円 

 合計 113,530千円 
  

 
１年内 43,893千円 

１年超 63,800千円 

 合計 107,694千円 
  

 
１年内 40,791千円 

１年超 61,955千円 

 合計 102,747千円 
  

(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、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(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 25,805千円 

減価償却費相当額 23,958千円 

支払利息相当額 1,655千円 
  

 
支払リース料 26,305千円 

減価償却費相当額 24,635千円 

支払利息相当額 1,246千円 
  

 
支払リース料 53,449千円 

減価償却費相当額 49,672千円 

支払利息相当額 3,084千円 
  

(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 

 

 



（訂正後）     

平成 15 年 ９ 月期   決算短信（連結） 平成18年７月14日 

上 場会 社 名 株式会社 ギャガ・コミュニケーションズ    上場取引所 大証（ヘラクレス市場） 

コ ード番 号  4280     本社所在都道府県 東京都 

（URL: http://www.gaga.co.jp ） 

代  表  者 代表取締役社長 宇野 康秀 

問合せ先責任者 取締役副社長  佐藤 英志   ＴＥＬ (03) 3509- 7492 

決算取締役会開催日 平成15年12月３日  

米国会計基準採用の有無 無  

１ 15年9月期の連結業績（平成14年10月1日～平成15年9月30日） 

(1) 連結経営成績                  （注）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 営業損益 経常損益 

 

15年9月期 

14年9月期 

百万円   ％ 

18,016      △18.6  

22,123       △5.7  

百万円   ％ 

△6,247          －  

   181      △81.9  

百万円   ％ 

△7,926          －  

 △55        －  
 

 当期純損益 
１株当たり 

当期純損益 

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 

 

15年9月期 

14年9月期 

百万円   ％ 

△8,207         －  

△549        －  

円  銭 

△834 80  

△55  3  

円  銭 

―  ―  

―  ―  

％ 

－   

△6.9   

％ 

△20.8   

△0.1   

％ 

△44.0   

△0.3   

(注)①持分法投資損益      15年９月期      －百万円   14年９月期      －百万円 

②期中平均株式数（連結）  15年９月期     9,831,752 株   14年９月期     9,831,790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 

(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 

15年９月期 

14年９月期 

百万円 

31,838    

42,490    

百万円 

△287    

7,988    

％ 

△0.9 

18.8 

円   銭 

△29   21  

812   50  

(注)期末発行済株式数（連結）  15年９月期       9,831,718 株  14年９月期     9,831,785 株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 

15年９月期 

14年９月期 

百万円 

967      

△3,891      

百万円 

△145     

32   

百万円 

△1,244     

△605   

百万円 

4,036      

4,517    

(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  0 社   持分法適用関連会社数  0 社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  2 社   (除外)  0 社    持分法 (新規)  0 社   (除外)  0 社 

２ 16年9月期の連結業績予想（平成15年10月1日～平成16年9月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

通 期 
百万円 

26,890 

百万円 

2,650 

百万円 

2,430 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 247円 16銭 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としております。 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる

結果となる可能性があります。  

 



（訂正後） 

－ 1 － 

１．企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社である株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング、

株式会社キネマ旬報社および株式会社ギャガ・デジタルブレイン並びに、非連結のグループ会社で

ある米国現地法人Gaga America, Inc.及び株式会社ギャガ・ミュージックにより構成されておりま

す。 

【事業概況表】 

区 分      会 社 名           事 業 内 容             

当 社 

海外映像コンテンツの日本国内における映

像使用権の買付け、映像コンテンツの配給、

ビデオ版権及びテレビ版権のライセンス 

Gaga America,Inc. 海外映像コンテンツに関する情報収集 

映 像 コ ン テ ン ツ 

プ ロ バ イ ダ ー 事 業 

株式会社ギャガ・ 

ミュージック 
音楽著作権の管理 

放 送 事 業 

映画情報番組の企画・製作・放送 

映画情報等のコンテンツ提供およびそれに

付帯する製作受託 

株式会社ギャガ・クロス 

メディア・マーケティング 

ビデオ業界誌及びDVD情報誌の業界向け出版 
出 版 事 業 

株式会社キネマ旬報社 映画情報誌の出版 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ＆ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ

事業 

株式会社ギャガ・デジタル

ブレイン 

リサーチ＆マーケティングサービスおよび

システムソリューションの受託 

また、当社グループの事業の概況は下図のとおりであります。 

当社グループ全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無印：連結子会社 

(※)非連結子会社、持分法非適用会社 

（注）上記のほかに持分法を適用しない関連会社として（株）ビットワークス・ジャパンがあります。 

 

海外権利元 

 

管理業務委託 

音楽著作権利用 

海外映像ｺﾝﾃﾝﾂ 
情報収集委託 

 

映像コンテンツの日本国内における

映像使用権買付け 

映像コンテンツ 
情報提供 

（当社） 
株式会社ギャガ・ 
コミュニケーションズ 

（※）株式会社 
ｷﾞｬｶﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ 

（※） 
Gaga America, Inc. 

映画興行界 ビデオ業界 テレビ業界 ブロードﾊﾞﾝﾄﾞ・携帯・ 
PDA市場など 

劇場映画配給 ビデオ･ 

DVD化権販売 
テレビ放映権販売 

映画情報提供 ﾋﾞﾃﾞｵ業界誌発行･ 

DVD業界誌発行 
放映番組の 

企画・製作・運営 映画情報提供 

株式会社 
キネマ旬報社 

ﾈｯﾄ権販売 

株式会社 
ｷﾞｬｶﾞ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ 

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ委託 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾘｻｰﾁ委託 

株式会社ギャガ・ 
クロスメディア 
マーケティング 
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

＜ミッション経営＞  

当社グループは、社会的貢献・社会的使命を意識した経営「ミッション経営」をテーマに掲げてお

ります。この「ミッション経営」は、上場企業としての社会的責任を組織全体で自覚し、当社が企業

として社会に対して持つべき使命（ミッション）を明確にするとともに、そのミッションを意識した

より高いレベルでの経営を目指してゆくものです。 

 

① グループミッション 

「感動の創造と人類の相互理解への貢献」 

映像は万国共通語。その国際交流を通じて、世界の人々の相互理解を助け、感動を呼び起こ

し、世界平和と精神的に豊かな社会の実現に貢献する。 

② 当社のフィロソフィー 

「信頼」「協調」「感謝」 

③ 当社のスピリット 

「スピード」「チャレンジ」「フレキシビリティー」 

 
（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要目標のひとつとして位置付けてお

り、配当について、業績、財政状態、将来の事業拡大に役立てるための内部留保の必要性等を総合的

に勘案し検討することとしております。 

今期に関しましては、最終損失を計上したことにより配当を見送る事とさせていただきましたが、

来期以降につきましては、収益回復により早期の復配となるよう努めてまいります。 

 

（３）中長期的な経営戦略 

当社グループをとりまくビジネス環境の変化に対応すべく、第１９期を初年度とする３ヵ年

の中期経営計画（V-PROJECT）を策定いたしました。V-PROJECTの概要は以下のとおりで

あり、その達成に向けて邁進いたします。 

 

１．[既存事業のビジネス･モデルの再構築] 

①量から質への転換 

ビデオ化権販売のみで買付額を全額回収できる作品に絞り込んだ買付けを行います。作品

規模としては、興行市場の環境変化に対応するため、上位チェーンに優先的にブッキングで

きる質の高い A級超大作を各四半期で１～２作品買付けます。単館系についても良質の Aラ

ンク作品のみを買付け、ミニ･チェーン市場の強みを更に強化・拡大していきます。ビデオス

トレート作品は良質作品の買付けを行うことで、市場の深耕を図っていきます。また、収益

性の悪いB級作品は厳選し、ビジネスモデルの転換を図ります。 

②テレビ版権事業売上回復のための施策 



（訂正後） 

－ 3 － 

テレビ局に対する営業力強化（テレビ版権販売専門部署テレビジョン･カンパニーの新設）

／組み合わせ企画販売力の強化（各作品の権利状況等の管理体制の強化）／テレビ用作品の

買付け・販売強化（テレビ向き作品の選定可能な人材の育成）を図ります。 

 

２．[新規事業の成長の加速（創造と差別化）] 

①新メディア事業 

家庭用ブロードバンド（以下BB）市場の拡大／携帯端末市場の拡大／興行市場へのBB参入・

映画のデジタル化による映画ビジネスの流通変化によりBB事業のビジネスチャンスが増大し

ております。このような状況に対応するため、従来メディア・カンパニーにあったテレビ版

権販売機能をテレビジョン･カンパニー（新設）に移管し、メディア･カンパニーはBB市場の

拡大を見据えた BB事業に特化いたします。VOD（ビデオ・オン・デマンド）／ショートコン

テンツレーベル立上げ／ショートコンテンツ製作／モバイルを利用した会員ビジネス事業等

について、常に新しい提案を続けていきます。 

②グローバルコンテンツ事業 

日本発の企画で世界の市場に通用するコンテンツ＝“グローバルコンテンツ”のプロデュ

ース事業を展開しています。作品完成による本格的な収益寄与は第２０期以降となるものの、

第１９期についても手数料収入による利益貢献を見込んでおります。 

③映画情報サービス事業 

グループ会社である㈱ギャガ・クロスメディア・マーケティングにおいては放送事業の黒

字化の早期達成と出版事業の更なる収益力向上を図ります。同社およびグループ会社の㈱キ

ネマ旬報社ならびにマーケティング＆ソリューション事業を担当する㈱ギャガ・デジタルブ

レインにおいては、各社がこれまでに培ってきた映画情報データベースを統合し、「映画総合

データベース」を構築することで、映画情報サービス事業の拡充を図るとともに、ギャガグ

ループ独自の映画情報サービス事業の優位性を確立いたします。 

 

３．[組織体制の強化（筋肉質の組織）] 

「少数だから精鋭にならざるを得ない」環境づくりのために組織改編を行い、筋肉質の組

織を目指します。作品絞り込みにより人員を削減し、販管費の削減を図ります。 

 

４．[財務体質の改善] 

ハイリターンに挑戦できる安定した財務体質づくりのために、営業キャッシュ・フローの

安定化・有利子負債削減等の財務目標達成を図ります。 
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３．経営成績および財政状態 
（１）当期の業績 

当連結会計年度における国内経済は、輸出や企業収益については改善の兆しがみられたものの、

失業率は高水準で推移し、個人消費は横ばいが続くなど、依然として厳しい状況でありました。 

このような環境の下、当連結会計年度の売上高は 180億16百万円（前期比18.6％減）と、前連

結会計年度比で大幅な減収となりました。これは、映像コンテンツプロバイダー事業の映画配給事

業は前期比ほぼ横ばいであった一方、映像版権事業が前期比大幅な販売減となったことによるもの

です。 

営業損益は、映画配給事業の収支悪化および、映像版権事業売上の大幅な減少による粗利益減に

より62億47百万円（前期は１億81百万円の利益）の損失となりました。経常損益については、営

業損益の計上に加え、期末の外国為替レートが平均予約レートと比較して円高となり、為替関連損

益が９億73百万円の損失となったことが主要因で79億26百万円（前期は55百万円の損失）の損

失となりました。 

当期純損益は82億7百万円（前期は５億49百万円の損失）の損失となりました。 

 

事業部門別売上高の状況は以下のとおりであります。 

 

＜映像コンテンツプロパイダー事業＞ 

[映像版権事業] 

当連結会計年度の映像版権事業は、ビデオ版権事業につきまして、ＤＶＤ市場の急成長によるビ

デオ権に対する需要の急激な拡大から、買付け・販売ともに取引のタイミングが早まり、映画完成

前の段階でのビデオ権取扱高が急増しました。しかしながら、大型作品のビデオライセンス販売が

翌期にずれ込んだことにより、売上高は前期比で大幅減となりました。 

また、テレビ版権事業につきましては、前期において積極的に行っていた間接販売（オールライ

ツで作品買付けを行い、テレビ放映権のみ代理店販売会社を経由してテレビ局に販売する販売価格

の有利な手法）を、“サイトの長い支払条件によるキャッシュ・フロー悪化”“従来の他作品組み合

わせ販売への悪影響”“放送局との軋轢”などを考慮し、大幅に減少させました。 

 

その結果、当事業の売上高は98億79百万円（前期比32.4％減）と前期比大幅減となりました。 

 

[映画配給事業] 

当連結会計年度の映画配給事業は、「シカゴ」「ザ･コア」「ジョンＱ」「コンフェッション」他を

全国チェーン公開しました。ミニシアター向けには「ボウリング・フォー・コロンバイン」「８人の

女たち」「永遠のマリア・カラス」｢トーク・トゥ・ハー」などの作品を公開しました。 

全国チェーン公開作品の中では、アカデミー作品賞を含む全６部門受賞の「シカゴ」や、ミニシ

アター系では同じくアカデミードキュメンタリー賞受賞の「ボウリング・フォー・コロンバイン」

や「８人の女たち」「永遠のマリア・カラス」などが好調に推移しました。一方「ザ･コア」「ジョン

Ｑ」などの大型作品については相応の宣伝費を投入したものの、他社超大型作品と公開時期が重な
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り、地方都市を中心に映画館数（スクリーン数）などの条件が悪化したため配給収入が伸び悩みま

した。 

その結果、当事業の売上高は54億71百万円（前年同期比 0.2％増）となりました。 

 

上記の結果、映像コンテンツプロバイダー事業全体の売上高は 153億51百万円（前期比23.5％減）

となりました。 

 

＜放送事業＞ 

当連結会計年度における放送事業は、「スカイパーフェクＴＶ！」および昨年７月に放送を開始し

た１１０度ＣＳデジタル放送「スカイパーフェクＴＶ！２」のいずれにおいても加入者数が伸び悩

み、踊り場的状況が続く中、デジタル化へ向けてチャンネル数が増加するケーブルＴＶ各局への配

信業務や、普及速度の高まったブロードバンド向けコンテンツ供給の強化に尽力してまいりました。 

また、視聴者ニーズに合わせた番組改編も積極的に展開してまいりました。これらにより放送、

広告、ブロードバンド関連事業では大幅な売上増を達成いたしました。 

一方、受託制作していました他社放送番組の番組終了に伴い、コンテンツ受託制作事業において

は売上高が前年割れとなりました。 

その結果、当事業の売上高は10億78百万円（前期比2.5％減）となりました。 

 

＜出版事業＞ 

会計年度における出版事業は、月刊「DVDナビゲーター」が市場の成長と共に定着し、広告料収

入が高い伸びを達成するとともに、主力商品である月刊「ビデオ・インサイダー・ジャパン」につ

きましても、厳しい市況の中で前期実績を上回ることができました。 

また、連結子会社の株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティングが平成14年12月に雑誌

「キネマ旬報」等を出版する株式会社キネマ旬報社の発行済み株式の 81%を取得したことで、当事

業における業容をよりいっそう拡充いたしました。 

その結果、本事業の売上高は15億85百万円（前期比67.9％増）となりました。 

 

 

 

（２）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、売上債権及び棚卸資産の減

少があったものの、税金等調整前当期純損失を計上したことおよび借入金の返済を行ったことにより、

前連結会計年度末に比べ４億80百万円減少し、当連結会計年度末には40億36百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、９億67百万円（前期比48億58百万円増）となりました。これ

は、主に税金等調整前当期純損失を計上したものの、売上債権及び棚卸資産が減少したことによる
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ものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、１億45百万円（同１億78百万円増）となりました。これは、

主に株式会社キネマ旬報社及び日活株式会社の株式取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、12億44百万円（同６億 39百万円増）となりました。これは、

主に借入金の返済によるものです。 

 

 

（３）次期の見通し 

当社グループは、先述しました「V-PROJECT」を確実に推進することにより、安定した収益の獲得

に取り組んでまいります。 

 

平成16年９月期の連結業績見通しにつきましては、売上高 268億90百万円、経常利益26億50百

万円、当期純利益24億30百万円を見込んでおります。 

 また、平成 16年９月期の単独業績見通しにつきましては、売上高 239億 10百万円、経常利益 23

億40百万円、当期純利益22億80百万円を見込んでおります。 



 
（訂正後） 

－  － 
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４.連結財務諸表等 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成14年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成15年９月30日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額(千円) 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   4,517,073   4,408,502  △108,571 

２．受取手形及び売掛金   12,469,615   8,787,879  △3,681,735 

３．たな卸資産   13,077,201   9,956,333  △3,120,867 

４．繰延税金資産   77,148   －  △77,148 

５．共同買付立替金   2,235,785   1,925,150  △310,635 

６．未収入金   6,722,268   4,135,381  △2,586,886 

７．その他   2,421,575   1,698,917  △722,657 

８．貸倒引当金   △72,659   △112,868  △40,209 

流動資産合計   41,448,009 97.5  30,799,296 96.7 △10,648,713 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※１  22,668 0.1  42,384 0.1 19,715 

２．無形固定資産         

(1）連結調整勘定   －   189,807  189,807 

(2）その他   24,498   18,405  △6,092 

無形固定資産合計   24,498 0.1  208,213 0.7 183,715 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※２  287,490   318,128  30,638 

(2）長期貸付金   11,136   10,775  △360 

(3）繰延税金資産   192,009   －  △192,009 

(4）その他   557,403   528,050  △29,352 

(5) 貸倒引当金   △52,744   △68,059  △15,315 

投資その他の資産合計   995,295 2.3  788,895 2.5 △206,400 

固定資産合計   1,042,462 2.5  1,039,493 3.3 △2,969 

資産合計   42,490,472 100.0  31,838,789 100.0 △10,651,682 

         

 



 
（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度 

（平成14年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成15年９月30日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額(千円) 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   12,841,564   10,615,425  △2,226,139 

２．短期借入金   10,254,900   6,944,593  △3,310,306 

３．未払法人税等   436,159   35,966  △400,192 

４．前受金   －   4,041,922  4,041,922 

５．賞与引当金   108,605   113,938  5,333 

６．返品調整引当金   －   61,828  61,828 

７．未払金   4,330,376   2,418,232  △1,912,144 

８．共同買付預り金   3,472,420   2,131,963  △1,340,456 

９．その他   902,427   1,023,720  121,293 

流動負債合計   32,346,453 76.1  27,387,592 86.0 △4,958,860 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   1,314,250   3,940,300  2,626,050 

２．退職給付引当金   27,022   50,123  23,100 

３．役員退職慰労引当金   240,300   292,724  52,424 

４．繰延税金負債   －   16,824  16,824 

５．その他   359,238   175,767  △183,471 

固定負債合計   1,940,811 4.6  4,475,738 14.1 2,534,926 

負債合計   34,287,265 80.7  31,863,331 100.1 △2,423,933 

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   214,894 0.5  262,674 0.8 47,780 

         

 



 
（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度 

（平成14年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成15年９月30日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額(千円) 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金   3,686,964 8.7  － － － 

Ⅱ 資本準備金   3,735,535 8.8  － － － 

Ⅲ 連結剰余金   542,150 1.3  － － － 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  23,723 0.0  － － － 

Ⅴ 自己株式   △61 △0.0  － － － 

資本合計   7,988,312 18.8  － － － 

         

Ⅰ 資本金 ※5  － －  3,686,964 11.6 － 

Ⅱ 資本剰余金   － －  3,735,535 11.7 － 

Ⅲ 利益剰余金   － －  △7,734,326 △24.3 － 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  － －  24,716 0.1 － 

Ⅴ 自己株式 ※6  － －  △106 △0.0 － 

資本合計   － －  △287,216 △0.9 － 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  42,490,472 100.0  31,838,789 100.0 － 

         



 
（訂正後） 

－  － 
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高   22,123,200 100.0  18,016,012 100.0 △4,107,188 

Ⅱ 売上原価   18,545,619 83.8  20,575,104 114.2 2,029,484 

売上総利益又は 
売上総損失（△） 

  3,577,581 16.2  △2,559,091 △14.2 △6,136,672 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  241,557   275,268    

２．給与手当  1,121,385   1,129,840    

３．賞与引当金繰入額  108,835   103,648    

４．退職給付費用  15,425   18,295    

５．役員退職慰労引当金繰入額  24,200   47,274    

６．貸倒引当金繰入額  －   53,617    

７．賃借料  277,001   270,212    

８．その他  1,607,358 3,395,763 15.4 1,790,330 3,688,486 20.5 292,723 

営業利益又は 
営業損失（△） 

  181,817 0.8  △6,247,578 △34.7 △6,429,395 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  6,374   9,996    

２．為替差益  430,753   247,241    

３．その他  28,069 465,198 2.1 106,342 363,580 2.0 △101,618 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  323,982   351,411    

２．支払手数料  121,826   66,154    

３．売上債権売却損  144,571   151,524    

４．デリバティブ損失  －   1,354,371    

５．その他  112,009 702,388 3.2 118,829 2,042,291 11.3 1,339,902 

経常損失   55,372 △0.3  7,926,289 △44.0 7,870,916 

        

 



 
（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額(千円) 

Ⅵ 特別利益         

１．前期損益修正益  ― ―  125,727    

２．投資有価証券売却益  ― ―  1,439 127,167 0.7 127,167 

Ⅶ 特別損失         

１．持分変動損失  26,804   ―    

２．固定資産除却損  ―   2,737    

３．投資有価証券評価損  ―   29,999    

４．出資金評価損  ― 26,804 0.1 900 33,637 0.2 6,833 

税金等調整前当期純損失   82,177 △0.4  7,832,759 △43.5 7,750,582 

法人税、住民税及び事業税  508,840   17,617    

過年度法人税、住民税及び
事業税 

 －   23,158    

法人税等調整額  101,255 610,095 2.7 286,337 327,113 1.8  

少数株主利益又は
少数株主損失
（△） 

  △142,389 △0.6  47,780 0.3  

当期純損失   549,884 △2.5  8,207,654 △45.6 7,657,769 

         

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 連結剰余金期首残高   1,166,857 － － 

Ⅱ 連結剰余金減少高      

１．配当金  68,822  －  

２．役員賞与  6,000 74,822 － － 

Ⅲ 当期純損失   549,884  － 

Ⅳ 連結剰余金期末残高   542,150  － 

      

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高     
 
 

資本準備金期首残高  － － 3,735,535 3,735,535 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   －  3,735,535 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高      

連結剰余金期首残高  － － 542,150 542,150 

Ⅱ 利益剰余金減少高      

１．配当金  －  68,822  

   ２．当期純損失  － － 8,207,654 8,276,476 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   －  △7,734,326 

      

 



 
（訂正後） 

－  － 
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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13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

税金等調整前当期純損
失 

 82,177 7,832,759 

減価償却費  11,332 15,412 

連結調整勘定償却額  － 47,451 

デリバティブ損失  42,747 1,354,371 

投資有価証券評価損  － 29,999 

役員退職慰労引当金の
増加額又は減少額(△) 

 △3,400 41,834 

受取利息及び受取配当
金 

 △6,912 △10,911 

支払利息  323,982 351,411 

売上債権の増加額（△） 
又は減少額 

 △1,148,299 3,812,983 

たな卸資産の減少額  199,362 3,132,642 

共同買付立替金の増加
額(△)又は減少額 

 △1,774,038 310,635 

前渡金の減少額  － 201,666 

未収入金の増加額（△） 
又は減少額 

 △1,753,084 2,586,889 

仕入債務の増加額また
は減少額（△） 

 3,280,053 △2,303,333 

未払金の増加額又は減
少額（△） 

 △2,728,914 △1,912,144 

共同買付預り金の増加
額又は減少額(△) 

 1,882,743 △1,340,456 

前受金の増加額  － 3,348,456 

その他  △863,844 △102,839 

小計  △2,620,451 1,731,311 

利息及び配当金の受取
額 

 6,913 10,910 

利息の支払額  △272,108 △333,713 

法人税等の支払額  △1,005,681 △441,296 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △3,891,328 967,212 



 
（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

有価証券の売却による
収入 

 99,986 － 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △55,150 △60,000 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 34,000 4,518 

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の取得に
よる支出 

 － △105,917 

その他  △46,282 15,893 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 32,553 △145,505 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

短期借入による収入  31,819,000 62,010,000 

短期借入金の返済によ
る支出 

 △33,468,000 △67,445,000 

長期借入による収入  3,318,000 7,500,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △2,205,450 △3,241,000 

配当金の支払額  △68,822 △68,822 

その他  △21 △45 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △605,293 △1,244,868 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 95,031 △57,153 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減
少額(△) 

 △4,369,037 △480,314 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 8,886,111 4,517,073 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 4,517,073 4,036,759 

    

 



 
（訂正後） 

－  － 
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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13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

―――――――― 当連結会計年度の映像版権事業は、大型作品のビデオ

ライセンス販売が翌期にずれ込んだこと、テレビ放映権

の間接販売を減少させたことにより、大幅に減収となり

ました。 

費用面では、大型作品の宣伝費が増加したことに加

え、期末の外国為替レートが平均予約レートと比較して

円高となったことにより多額のデリバティブ損失が発生

しました。 

その結果、当連結会計年度において大幅な当期純損失

を計上し、貸出コミットメントライン契約の財務制限条

項に抵触することとなり、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、現在、金融機関及び

大株主等に対し支援をお願いしており、当面資金調達に

支障は生じないものと考えております。 

また、「中長期的な経営戦略」に記載のとおり、中期

計画（Ｖ－ＰＲＯＪＥＣＴ）を実施し、収益力の改善を

図るとともに、資本増強も視野に入れて財務体質の強化

を行っていく予定であります。 

なお、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。 



 
（訂正後） 

－  － 
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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13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １社 

―――――――― 

(1）連結子会社の数 ３社 

平成15年４月１日付にて、当社IT部門

を分社化し、商号を(株)ギャガ・デジタ

ルブレインとしております。 

 (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 

 (株)ギャガ・クロスメディア・ 

マーケティング 

  

(株)ギャガ・クロスメディア・ 

マーケティング 

(株)キネマ旬報社 

(株)ギャガ･デジタルブレイン 

 (3）連結の範囲の異動 (3）連結の範囲の異動 

 前事業年度末において連結子会社で

あった (株)カミングスーン・ティー

ビーは(株)ギャガ・パブリッシングと平

成14年４月１日付けで合併し、商号を

(株)ギャガ・クロスメディア・マーケ

ティングとしております。 

(株)キネマ旬報社は、同社株式の取得

により新たに連結子会社となりました。 

 (4）非連結子会社の名称及び連結の範囲

から除いた理由 

(4）非連結子会社の名称及び連結の範囲

から除いた理由 

 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

 非連結子会社は、連結総資産、連結売

上高、連結純損益及び連結剰余金に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体として重

要性がないため連結の対象から除外して

おります。 

主要な非連結子会社 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法を適用しない非連結子会社の

及び関連会社の名称 

(1)持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社の名称 

 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

(株)ビットワークス・ジャパン 

同左 

 (2）持分法を適用しない理由 (2）持分法を適用しない理由 

  持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社は連結純損益及び連結剰余金に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

て重要性がないため持分法の適用の対象

から除外しております。 

持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体として重要性がないため持

分法の適用の対象から除外しておりま

す。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

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 

(イ)時価のあるもの 

当連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法 

なお、評価差額は全部資本直入法

により処理しており、売却原価は

移動平均法により算定しておりま

す。 

(ロ)時価のないもの 

移動平均法による原価法 

①有価証券 

同左 

 ②たな卸資産 

(イ）仕掛品 

個別法による原価法 

(ロ）映像使用権 

定率法による２年償却 

②たな卸資産 

(イ)仕掛品 

同左 

(ロ)映像使用権 

同左 

 ③デリバティブ 

時価法 

③デリバティブ 

同左 

(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 

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

 定額法 

②無形固定資産 

同左 

(3）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、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。 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与の翌連結会計年度支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担に属する部分

の金額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

 ③ ―――――― ③返品調整引当金 

連結子会社の一部において、売上返

品による損失に備えるため、返品予測

高に対する売上総利益相当額を計上し

ております。 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 ④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

 

④退職給付引当金 

同左 

 

 ⑤役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社は、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく当連結会計年度末現在の支給見

積額を計上しております。 

 

⑤役員退職慰労引当金 

同左 

 

(4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円価に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左 

(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 

(6)重要なヘッジ会計の方法 ―――――― ①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、特例処理の

条件を充たしている場合には、特例処

理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金 

③ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動リスクを回

避する目的で金利スワップを行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約ごと

に行っております。 

④ヘッジ有効性の評価 

特例処理の要件に該当することを事

前に確認しており、有効性の判定は省

略しております。 

(7）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

イ 消費税の処理方法 

税抜方式を採用しております。 

イ 消費税の処理方法 

同左 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 ―――――― ロ 自己株式及び法定準備金の取崩等に

関する会計基準 

「自己株式及び法定準備金の取崩

等に関する会計基準」（企業会計基

準第１号）が平成14年４月１日以降

に適用されることになったことに伴

い、当連結会計年度から同会計基準

によっております。これによる当連

結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。 

なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の資本の部及び連結剰余

金計算書については、改正後の連結

財務諸表規則により作成しておりま

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。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定については、発生年度に

全額償却しております。 

 連結調整勘定については、㈱キネマ旬

報社は５年間の均等償却、その他につい

ては発生年度に全額償却しております。 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度中

に確定した連結会社の利益処分に基づい

て作成しております。 

同左 

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投

資からなっております。 

同左 

 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

（連結貸借対照表） 

１．前連結会計年度において、流動資産の「その他」に

含めていた「共同買付立替金」は、資産総額の100

分５を超えたため、当連結会計年度より区分掲記す

ることとしました。 

１．      ――――――― 

２．前連結会計年度において、流動負債の「その他」に

含めていた「共同買付預り金」は、負債、少数株主

持分及び資本の合計額の100分５を超えたため、当

連結会計年度より区分掲記することとしました。 

２．      ―――――――― 

３．      ―――――――― ３．前連結会計年度において、流動負債の「その他」に

含めていた「前受金」は、資産総額の100分５を超え

たため、当連結会計年度より区分掲記することとし

ました。 

なお、前連結会計年度の流動負債の「その他」に含

まれる「前受金」の金額は671,921千円であります。 

（連結損益計算書） 

１.     ―――――――― 

 

１.前連結会計年度において、販売費及び一般管理費の

「その他」に含まれていた「貸倒引当金繰入額」

は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度期

間より区分掲記することとしました。なお、前連結

会計年度の販売費及び一般管理費の「その他」に含

まれる「貸倒引当金繰入額」は31,957千円でありま

す。 

２.    ―――――――― ２.前連結会計年度において、営業外費用の「その他」

に含まれていた「デリバティブ損失」は、営業外費

用の100分の10を超えたため、当連結会計年度期間よ

り区分掲記することとしました。なお、前連結会計

年度の営業外費用の「その他」に含まれる「デリバ

ティブ損失」は42,747千円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．     ―――――――― 

 

１.前連結会計年度において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれていた「前渡金

の増加額（△）又は減少額」は、金額の重要性が増

したため、当連結会計年度期間より区分掲記するこ

ととしました。なお、前連結会計年度の営業活動に

よるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる

「前渡金の増加額（△）又は減少額」は△327,213千

円であります。 

２．     ―――――――― ２．前連結会計年度において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれていた「前受金

の増加額」は、金額の重要性が増したため、当連結

会計年度期間より区分掲記することとしました。な

お、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれる「前受金の増加額」

は531,861千円であります。 



 
（訂正後） 

－  － 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成14年９月30日現在） 

当連結会計年度 
（平成15年９月30日現在） 

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 35,817千円 
  

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 44,726千円
  

※２．非連結子会社及び関連会社に対する株式の額 ※２．非連結子会社及び関連会社に対する株式等の額 
 

投資有価証券 41,407千円 
  

 
投資有価証券 41,407千円

    
３．偶発債務 

債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に

対し遡及義務を負っております。 

３．偶発債務 

債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に

対し遡及義務を負っております。 
 

（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式会社 1,636,204千円 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰｽ株式会社 1,109,745 

ＮＥＣリース株式会社 1,039,630 

SMBCファイナンス株式会社 808,500 

計 4,594,079 
  

 
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式会社 745,815千円

SMBCﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ株式会社 847,770 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰｽ株式会社 553,350 

ＮＥＣリース株式会社 636,037 

興銀リース株式会社 97,020 

住商リース株式会社 114,250 

計 2,994,242 
  

４．貸出コミットメントライン契約 

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行19行と貸出コミットメントライン契約

を締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントラ

インに係る借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

４．貸出コミットメントライン契約 

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行14行と貸出コミットメントライン契約

を締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントラ

インに係る借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 
   
貸出コミットメントラインの総額 15,000,000千円 

借入金実行残高 4,500,000 

差引額 10,500,000 
 

   
貸出コミットメントラインの総額 14,000,000千円

借入金実行残高 2,000,000 

差引額 12,000,000 
 

※５．       ―――――― ※５．当社の発行済株式総数は、普通株式 

9,831,852株であります。 

※６．       ―――――― ※６．当社が保有する自己株式は、普通株式 

134株であります。 

 

 

 



 
（訂正後） 
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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13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30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14年９月30日現在） 

現金及び預金勘定と、現金及び現金同等物は一致し

ております。 

 
  （平成15年９月30日現在） 

 （千円） 

現金及び預金勘定 4,408,502 

負の現金同等物 

（短期借入金） 

△371,743 

現金及び現金同等物 4,036,759 
 

２.      ―――――――― ２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産および負債の内訳ならびに株式の取得価額

と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであ

ります。 

株式会社キネマ旬報社 

 （千円）

流動資産 239,619 

固定資産 26,387 

連結調整勘定 237,259 

流動負債 △277,152 

固定負債 △23,615 

少数株主持分 △253 

同社株式の取得価額 202,500 

同社現金及び現金同等物 △96,582 

差引：同社取得のための支出 105,971 
 

 

（セグメント情報） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

１．事業の種類別セグメント情報 

 全セグメントの売上高、営業損益及び資産の合計額

に占める映像関連事業の売上高、営業損益及び資産の

金額の割合がいずれも90％超であるため、事業の種類

別セグメント情報の記載を省略しております。 

１．事業の種類別セグメント情報 

同左 

２．所在地別セグメント情報 

 在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記

載を省略しております。 

２．所在地別セグメント情報 

同左 

 

３．海外売上高 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記

載を省略しております。 

 

３．海外売上高 

同左 

 



 
（訂正後） 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

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 

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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び連結会計年度末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び連結会計年度末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

連結会計
年度末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 194,514 105,769 88,744 

無形固定資産 113,497 65,357 48,140 

合計 308,011 171,126 136,885 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

連結会計
年度末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 132,389 59,056 73,332 

無形固定資産 167,705 103,883 63,822 

合計 300,094 162,939 137,155 

  
(2)未経過リース料連結会計年度末残高相当額 (2)未経過リース料連結会計年度末残高相当額 

 
１年内 53,448千円

１年超 87,515千円

合計 140,964千円
  

 
１年内 59,215千円

１年超 85,014千円

合計 144,229千円
  

(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、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

 
支払リース料 68,486千円

減価償却費相当額 63,951千円

支払利息相当額 4,372千円
  

 
支払リース料 67,504千円

減価償却費相当額 62,999千円

支払利息相当額 5,364千円
  

(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 

 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 

(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 

２．          － ２．オペレーティング・リース取引 

－ 未経過リース料 

１年内 2,470千円

１年超 1,025千円

合計 3,495千円
 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成14年９月30日現在） 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 19,767 63,360 43,593 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 小計 19,767 63,360 43,593 

株式 6,970 4,280 △2,690 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 小計 6,970 4,280 △2,690 

合計 26,737 67,640 40,903 

 

２．時価のない主な有価証券の内容（平成14年９月30日現在） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

(1)非上場株式（店頭公開株式を除く） 178,442 

 

 

当連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成15年９月30日現在） 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 19,767 63,438 43,671 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 小計 19,767 63,438 43,671 

株式 6,970 4,840 △2,130 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 小計 6,970 4,840 △2,130 

合計 26,737 68,278 41,541 

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成14年10月１日 至 平成15年９月30日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 4,518 1,439 － 

 

３．時価のない主な有価証券の内容（平成15年９月30日現在） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭公開株式を除く） 212,242 



 
（訂正後） 

－  － 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

通貨関連では為替予約取引及び通貨オプション取引、

金利関連では金利スワップ取引及び金利キャップ取引

であります。 

同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

当社グループは、将来の為替・金利の変動リスクを

回避するために、デリバティブ取引を利用する方針を

とっております。 

なお、当社は投機を目的としたデリバティブ取引の

利用は行わない方針であります。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

当社グループは、外貨建買掛金及び将来における外

貨建取引に係る為替変動リスク及び借入金金利の変動

リスクを回避もしくは軽減するヘッジ目的で、デリバ

ティブ取引を利用しております。 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

当社グループはデリバティブ取引を利用するに当

たって、信用度の高い金融機関を契約相手としている

ため、当該取引に信用リスクはないと考えておりま

す。 

同左 

(5）取引に係るリスクの管理体制 (5）取引に係るリスクの管理体制 

連結財務諸表提出会社が定めたデリバティブ取引の

ルールに従って、営業担当役員が承認した申請書に基

づき財務・経理本部長がリスク等を判断し、金融機関

と契約が行われます。 

また、デリバティブ取引の利用状況、為替予約残高

及び損益について、毎月経営会議で報告が行われま

す。 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

当社グループの利用する為替予約取引及び通貨オプ

ション取引は、外貨建買掛金及び将来における外貨建

取引に係る為替変動リスクを、金利スワップ取引及び

金利キャップ取引は借入金金利の変動リスクを回避も

しくは軽減するためのものであり、契約額は、取引先

との実際の交換金額を表わす数字でないため、当社に

おける市場リスク、信用リスクを図る指標ではありま

せん。 

同左 

 



 
（訂正後） 

－  － 
 

26 

２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１．通貨関連 

前連結会計年度（平成14年９月30日現在） 当連結会計年度（平成15年９月30日現在） 

区分 種類 
契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の 
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

為替予約取引         

買建         

米ドル 15,120,97411,678,671 15,773,714652,740 14,741,0766,728,456 14,107,330△633,746 

通貨オプション取引         

買建         

コール         

市場取引
以外の取
引 

米ドル 1,177,975627,000 1,370,698192,723 627,000209,000 597,000△30,000 

合計 16,298,94912,305,671 17,144,412845,463 15,368,076 6,937,456 14,704,330 △663,746 

 

２．金利関連 

前連結会計年度（平成14年９月30日現在） 当連結会計年度（平成15年９月30日現在） 

区分 種類 
契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
(千円) 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の 
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利スワップ取引         

 変動受取・固定支払 6,121,4005,737,500 △317,491△317,4915,737,5003,200,000 △195,493△195,493

金利キャップ取引         

 買建 5,400,0002,800,000 751△58,1392,800,0002,000,000 197△25,298

市場取引
以外の取
引 

 (58,890)(25,495)   (25,495)(3,284)   

合計 11,521,4008,537,500 △316,739△375,6308,537,5005,200,000 △195,296△220,792

 （注） 

項目 
前連結会計年度 

（平成14年9月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成15年9月30日現在） 

時価等の算定方法 1.取引先金融機関等から提示された価格

等に基づき算定しております。 

2.契約額等欄の（ ）内は、キャップ料

であります。 

同左 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  当社グループは確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
前連結会計年度 

（平成14年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成15年９月30日現在） 

   

退職給付債務（千円） △42,240   △71,377 

年金資産（千円）  15,217   21,254  

未積立退職給付債務（千円）  △27,022   △50,123  

退職給付引当金（千円）  △27,022   △50,123  

 

３．退職給付費用の内訳 

 
前連結会計年度 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

退職給付費用   

勤務費用（千円） 15,425 18,295 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30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．繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

  
税務上の繰越欠損金 710,312千円

役員退職慰労引当金否認 100,926 

未払事業税否認 39,597 

映像使用権償却否認 32,848 

その他 131,595 

繰延税金資産計 1,015,279 
  
繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △17,179 

繰延税金負債計 △17,179 

評価性引当金 △728,941千円 

繰延税金資産の純額 269,158千円 
 

  
繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 3,856,075千円 

役員退職慰労引当金否認 120,120 

貸倒引当金否認 48,520 

その他 109,207 

繰延税金資産小計 3,856,075千円 

評価性引当金 △3,856,075 

繰延税金資産の合計 0千円 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △16,824千円 

繰延税金負債の合計 △16,824千円 

繰延税金負債の純額 △16,824千円 
 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 

  
法定実効税率 42.0％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目 46.1 

評価性引当金の増加 125.5 

売上訂正による影響 523.5 

その他 5.3 

税効果適用後の法人税等の負担率 742.4％ 
 

  
法定実効税率 △42.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6 

売上訂正による影響 1.4 

その他 0.7 

評価性引当額 43.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.2％
 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成13年10月１日 至平成14年９月30日） 

役員及び個人株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
（千円） 

事業の内容又は
職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

役員の
兼任等 
（名） 

事業上
の関係 

取引の
内容 
（注）１ 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

売掛金 93,849 

未収入金 864 
版権のラ
イセンス 

704,589 

前受金 122,850 
中村雅哉 － － 

当社取締役会長 
 
日活株式会社代
表取締役社長 
（注）２ 

（被所有） 
直接10.2％ 

－ － 

広告宣伝
の委託 

7,487 買掛金 4,677 

依田 巽 － － 

当社取締役 
 
エイベックス株
式会社 
代表取締役会長
兼社長（注）３ 

－ － － 
版権のラ
イセンス 

15,332 未収入金 200 
役員 

林 瑞峰 － － 

当社取締役 
 
株式会社ヒュー
マックスコミュ
ニケーションズ
代表取締役社長 
（注）４ 

（被所有） 
直接0.6％ 

－ － 
広告宣伝
の委託 

11,000 売掛金 11,550 

株式会社
マル 
（注）５ 

東京都
大田区 

30,000 

映画、ビデオソ
フト、コン
ピューター映像
の企画、制作、
販売、レンタル
並びにこれらの
輸出、輸入並び
にこれらの制作
に対する出資、
ファンドへの投
資 

（被所有） 
直接3.7％ 

1 

同社が
幹事会
社であ
る映画
共同事
業組合
からの
映画配
給業務
の受託 

配給原価 3,082 － － 

版権のラ
イセンス 

2,495 売掛金 153 株式会社
レント
ラック・
ジャパン 
（注）６ 

東京都
渋谷区 

260,000 
レンタルビデオ
の流通業 

― １ 

版権の
仕入及
びライ
センス 

版権の仕

入 
52,500 未払金 3,587 

カルチュ
ア・パブ
リッ
シャーズ
株式会社 
（注）７ 

東京都
渋谷区 

600,050 
ビデオソフトの
賃貸販売 

― 1 

版権の
仕入及
びライ
センス 

版権のラ
イセンス 

47,771 売掛金 3,445 

売掛金 24,142 
配給収入 200,069 

未収入金 30,772 

買掛金 10,462 

役員等が議
決権の過半
数を所有す
る会社等
（当該会社
等の子会社
を含む） 

株式会社
ヒュー
マックス
ピク
チャーズ 
（注）８ 

東京都
新宿区 

93,000 映画等の興行 
（被所有） 
直接0.6％ 

1 
映画配
給業務
を委託 配給収入

管理手数
料 

199,587 
未払金 1,887 

 （注）１．取引条件は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．日活株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

３．エイベックス株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

４．株式会社ヒューマックスコミュニケーションズとの取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

５．当社取締役会長である中村雅哉が議決権の80.3％を直接所有しております。 

６．当社取締役である増田宗昭が議決権の23.7％を直接所有、34.5％を間接所有しております。 

７．当社取締役である増田宗昭が議決権の100.0％を間接所有しております。 

８．当社取締役である林 瑞峰及びその近親者等が議決権の3.4％を直接所有、91.9％を間接所有しており

ます。 



 
（訂正後） 

－  － 
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当連結会計年度（自平成14年10月１日 至平成15年９月30日） 

役員及び個人株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
（千円） 

事業の内容又は
職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

役員の
兼任等 
（名） 

事業上
の関係 

取引の
内容 
（注）１ 

取引金額 
（千円） 
（注）２ 

科目 
期末残高 
（千円） 
（注）２ 

売掛金 29,773 版権のラ
イセンス
及び配給
収入 

76,278 

前受金 340,725 中村雅哉 － － 

当社取締役会長 
 
日活株式会社代
表取締役社長 
（注）３ 

（被所有） 
直接10.2％ 

－ － 

広告宣伝
の委託 

14,467 買掛金 3,667 

売掛金 128

依田 巽 － － 

当社取締役 
 
エイベックス株
式会社 
代表取締役会長
兼社長（注）４ 

－ － － 
版権のラ
イセンス 

100,050 

前受金 1,417,500

役員 

林 瑞峰 － － 

当社取締役 
 
株式会社ヒュー
マックスコミュ
ニケーションズ
代表取締役社長 
（注）５ 

（被所有） 
直接0.6％ 

－ － 
版権のラ
イセンス 

9,120 売掛金 9,765 

株式会社
マル 
（注）６ 

東京都
大田区 

30,000 

映画、ビデオソ
フト、コン
ピューター映像
の企画、制作、
販売、レンタル
並びにこれらの
輸出、輸入並び
にこれらの制作
に対する出資、
ファンドへの投
資 

（被所有） 
直接3.8％ 

1 

同社が
幹事会
社であ
る映画
共同事
業組合
からの
版権販
売業務
の受託 

版権原価 73,298 未払金 55,228 

カルチュ
ア・パブ
リッ
シャーズ
株式会社 
（注）７ 

東京都
渋谷区 

50,000 
ビデオソフトの
賃貸販売 

― 1 

版権の
仕入及
びライ
センス 

版権のラ
イセンス 

16,424 売掛金 6,574 

配給収入 135,866 売掛金 2,333 

役員等が議
決権の過半
数を所有す
る会社等
（当該会社
等の子会社
を含む） 

株式会社
ヒュー
マックス 
シネマ 
（注）
８,９ 

東京都
新宿区 

93,000 映画等の興行 
（被所有） 
直接0.7％ 

1 
映画配
給業務
を委託 

配給収入
管理手数
料 

168,133 
買掛金
及び未
払金 

16,587 

 （注）１．取引条件は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．上記取引金額には消費税を含んでおりませんが、期末残高には消費税を含んでおります。 

３．日活株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

４．エイベックス株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

５．株式会社ヒューマックスコミュニケーションズとの取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

６．当社取締役会長である中村雅哉が議決権の80.3％を直接所有しております。 

７．カルチュア・パブリッシャーズ株式会社は平成15年７月に関連当事者でなくなったため、取引金額は同

社が関連当事者であった期間について、また、期末残高は関連当事者でなくなった時点のものを記載し

ております。 

８．当社取締役である林 瑞峰及びその近親者等が議決権の100.0％を間接所有しております。 

９．平成15年２月にヒューマックステクノロジーから社名変更した株式会社ヒューマックスシネマが、平成

15年３月に株式会社ヒューマックスピクチャーズの全事業部門の営業を譲受しております。 

 

 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

 



 
（訂正後） 
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５.生産、受注及び販売の状況 

(1）仕入実績 

 当社グループ（当社および連結子会社、以下同じ）は、劇場権、ビデオ版権、テレビ版権等の映像使用権を

主に海外から単独又は他社と共同で購入しております。また、当社グループがプロデュースを行い、制作工程

のすべてを他社に委託して制作させたコンテンツを完成品として購入しております。 

 当連結会計年度の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 
前連結会計年度 

（自平成13年10月１日 
至平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自平成14年10月１日 
 至平成15年９月30日） 

映像コンテンツプロバイダー事業（千円） 11,474,284 7,486,143 

放 送 事 業（千円） 858,136 781,399 

出  版  事  業（千円） 376,618 773,452 

合  計（千円） 12,709,038 9,040,996 

 （注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

 当社グループは受注生産は行っておりません。 

 

(3)販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 
前連結会計年度 

（自平成13年10月１日 
至平成14年９月30日） 

当連結会計年度 
（自平成14年10月１日 
至平成15年９月30日） 

映像版権事業 
（千円） 

14,613,188 9,879,888 
映像コンテンツプロバイダー
事                     業 

映画配給事業 

（千円） 
5,458,739 5,471,415 

 小   計（千円） 20,071,928 15,351,204 

放 送 事 業（千円） 1,106,675 1,078,763 

出  版  事  業（千円） 944,597 1,585,944 

 合   計（千円） 22,123,200 18,016,012 

 （注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正後）     

  

平成 15 年 9月期   個別財務諸表の概要 平成18年７月14日 

上場会社名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大証（ヘラクレス市場） 

コード番号 4280 本社所在都道府県 東京都 

(URL: http://www.gaga.co.jp ) 

代  表  者 代表取締役社長 宇野 康秀 

問合せ先責任者 取締役副社長  佐藤 英志   ＴＥＬ (03) 3509 － 7492 

決算取締役会開催日 平成15年12月３日 中間配当制度の有無   有  

定時株主総会開催日 平成15年12月25日                単元株制度採用の有無  有 (１単元 100 株)  

 

１ 15年9月期の業績（平成14年10月1日 ～ 平成15年9月30日） 

(1) 経営成績                    （注）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 営業損益 経常損益 

 

15年9月期 

14年9月期 

百万円   ％ 

        15,356      △23.5  

        20,076       △8.0  

百万円   ％ 

       △6,438          －  

           202      △85.4  

百万円   ％ 

       △8,097         －  

         22      △98.7  

 

 当期純損益 
１株当たり 

当期純損益 

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 

 

15年9月期 

14年9月期 

百万円   ％ 

△8,310     －  

△506     －  

円  銭 

△845 28  

△51 52 

円  銭 

－  －  

－  －  

％ 

  －  

△6.1  

％ 

△21.4  

  0.1  

％ 

△52.7  

0.1  

(注)①期中平均株式数      15年9月期   9,831,752株    14年9月期  9,831,790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 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配当率 

 

15年9月期 

14年9月期 

円  銭 

    0    00 

   7    00 

円  銭 

 －  －  

  －  －  

円  銭 

     0   00 

     7   00 

百万円 

－ 

68 

％ 

－ 

－ 

％ 

     － 

     0.8 

(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 

 

15年9月期 

14年9月期 

百万円 

      31,282 

      42,318 

百万円 

     △75 

       8,303 

％ 

         △0.2 

         19.6 

円   銭 

     △7       67 

     844       51 

(注)①期末発行済株式数   15年9月期    9,831,852株    14年9月期   9,831,852株 

②期末自己株式数    15年9月期      134株    14年9月期       67株 

 

２ 16年9月期の業績予想（平成15年10月1日～平成16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 

中 間 期 末  

 

通 期 

百万円 

      23,910 

百万円 

2,340 

百万円 

2,280 

円 銭 

――― 

円 銭 

 ――― 

円 銭 

  ――― 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 231円 90銭 

 



 
（訂正後） 

－  － 
 

 

1 

 

 

①【貸借対照表】 

  
第17期 

（平成14年９月30日現在） 
第18期 

（平成15年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

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   4,053,603   3,935,909  

２．受取手形   33,589   940  

３．売掛金   12,110,435   8,232,143  

４．映像使用権   12,959,154   9,895,951  

５．仕掛品   107,009   40,862  

６．前渡金   1,140,790   856,174  

７．前払費用   791,983   625,037  

８．繰延税金資産   77,148   －  

９．共同買付立替金   2,235,785   1,925,150  

10．未収入金   6,717,165   4,286,591  

11．デリバティブ資産   469,832   －  

12．その他   11,072   10,827  

13. 貸倒引当金   △71,039   △99,100  

流動資産合計   40,636,532 96.0  29,710,486 95.0 

Ⅱ 固定資産        

(1)有形固定資産        

１．建物  36,065   60,751   

減価償却累計額  24,008 12,056  28,137 32,613  

２．器具及び備品  9,996   7,702   

減価償却累計額  7,384 2,611  6,080 1,621  

有形固定資産合計   14,668 0.0  34,235 0.1 

(2）無形固定資産        

１．商標権   1,169   1,018  

２．ソフトウェア   4,077   2,185  

３．電話加入権   2,013   2,013  

無形固定資産合計   7,259 0.0  5,217 0.0 



 
（訂正後） 

－  － 
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第17期 

（平成14年９月30日現在） 
第18期 

（平成15年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   232,840   273,478  

２．関係会社株式   858,099   908,099  

３．出資金   2,193   41,812  

４．長期貸付金   11,136   10,775  

５．破産更生債権等   33,091   34,323  

６．長期前払費用   110,995   34,784  

７．繰延税金資産   192,009   －  

８．その他   271,825   284,123  

９．貸倒引当金   △51,826   △54,784  

投資その他の資産合計   1,660,365 4.0  1,532,613 4.9 

固定資産合計   1,682,294 4.0  1,572,065 5.0 

資産合計   42,318,826 100.0  31,282,552 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   12,683,033   10,350,328  

２．短期借入金   8,315,000   3,371,743  

３．一年以内返済予定長期
借入金 

  1,939,900   3,572,850  

４．未払金   4,267,229   2,385,211  

５．未払費用   101,874   65,279  

６．未払法人税等   435,214   26,668  

７．未払消費税   55,110   －  

８．前受金   671,501   4,023,080  

９．預り金   52,961   22,209  

10．共同買付預り金   3,472,420   2,131,963  

11．賞与引当金   87,972   82,443  

12．デリバティブ負債   －   884,538  

13．その他   4,968   3,693  

流動負債合計   32,087,186 75.8  26,920,011 86.0 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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第17期 

（平成14年９月30日現在） 
第18期 

（平成15年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   1,314,250   3,940,300  

２．退職給付引当金   15,668   19,270  

３．役員退職慰労引当金   240,300   286,000  

４．匿名組合出資預り金   358,365   175,510  

５．繰延税金負債   －   16,824  

固定負債合計   1,928,584 4.6  4,437,905 14.2 

負債合計   34,015,770 80.4  31,357,917 100.2 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  3,686,964 8.7  － － 

Ⅱ 資本準備金   3,735,535 8.8  － － 

Ⅲ 利益準備金   18,372 0.0  － － 

Ⅳ その他の剰余金        

当期未処分利益   838,520 2.0  － － 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   23,723 0.1  － － 

Ⅵ 自己株式   △61 △0.0  － － 

資本合計   8,303,055 19.6  － － 

        

Ⅰ 資本金 ※１  －   3,686,964 11.8 

Ⅱ 資本剰余金        

 １．資本準備金  －   3,735,535   

資本剰余金合計   －   3,735,535 11.9 

Ⅲ 利益剰余金        

１.利益準備金  －   18,372   

２.当期未処理損失  －   7,540,847   

利益剰余金合計   － －  △7,522,475 △24.0 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   － －  24,716 0.1 

Ⅵ 自己株式 ※4  － －  △106 △0.1 

資本合計   － －  △75,364 △0.2 

負債・資本合計   42,318,826 100.0  31,282,552 100.0 

        

 



 
（訂正後） 

－  － 
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②【損益計算書】 

  
第17期 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15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 
（％） 

Ⅰ 売上高        

１．映像版権事業収入  14,616,659   9,884,068   

２．映画配給事業収入  5,459,570 20,076,229 100.0 5,472,339 15,356,408 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．映像版権事業原価  11,264,158   11,432,857   

２．映画配給事業原価  6,069,786 17,333,945 86.3 7,703,955 19,136,812 124.6 

売上総利益又は 
売上総損失（△） 

  2,742,284 13.7  △3,780,404 △24.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  165,366   171,327   

２．給与手当  927,974   917,666   

３．賞与引当金繰入額  87,972   82,443   

４．退職給付費用  11,885   13,823   

５．役員退職慰労引当金繰入額  24,200   45,700   

６．福利厚生費  147,605   162,979   

７．旅費交通費  158,297   160,689   

８．賃借料  229,460   207,969   

９．減価償却費  3,828   6,954   

10．貸倒引当金繰入額  32,383   31,119   

11．その他  750,818 2,539,791 12.7 857,324 2,657,998 17.3 

営業利益又は 
営業損失（△） 

  202,493 1.0  △6,438,403 △41.9 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  6,257   9,586   

２．為替差益  430,753   246,797   

３．その他  35,398 472,410 2.4 115,891 372,275 2.4 

        

 



 
（訂正後） 

－  － 
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第17期 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15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
（％） 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  323,982   351,022   

２．支払手数料  121,826   66,154   

３．売上債権売却損  144,571   151,524   

４．デリバティブ損失  42,747   1,354,371   

５．その他  19,248 652,376 3.3 108,381 2,031,454 13.2 

経常利益又は 
経常損失（△） 

  22,527 0.1  △8,097,582 △52.7 

Ⅵ 特別利益        

１．前期損益修正益  － －  125,727 125,727 0.8 

Ⅵ 特別損失        

１．固定資産除却損  －   1,202   

２．投資有価証券評価損  － －  19,999 21,202 0.2 

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△) 

  22,527 0.1  △7,993,057 △52.1 

法人税、住民税及び事業税  439,104   7,991   

過年度法人税、住民税 
及び事業税 

 －   23,158   

法人税等調整額  89,970 529,075 2.6 286,337 317,488 2.1 

当期純損失   506,547 △2.5  8,310,545 △54.1 

前期繰越利益   1,345,068   769,698  

当期未処分利益又は 
当期未処理損失（△） 

  838,520   △7,540,847  

        

 



 
（訂正後） 

－  － 
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売上原価明細書 

  
第17期 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15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 
（％） 

Ⅰ 映像版権事業原価        

１．映像使用権償却額  10,485,882   10,543,200   

２．その他  778,276   889,657   

当期映像版権事業原価   11,264,158 65.0  11,432,857 59.7 

Ⅱ 映画配給事業原価        

１．映画配給原価  2,446,095   1,646,406   

２．プリント及び広告費  3,623,690   6,057,549   

当期映画配給事業原価   6,069,786 35.0  7,703,955 40.3 

当期売上原価   17,333,945 100.0  19,136,812 100.0 

        

 

③【利益処分計算書】 

  
第17期 

（株主総会承認日 
平成14年12月20日） 

第18期 
（株主総会承認予定日 
平成15年12月25日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益又は 
当期未処理損失（△） 

  838,520  △7,540,847 

Ⅱ 利益処分額      

配当金  68,822 68,822 － － 

Ⅲ 次期繰越利益又は 
次期繰越損失（△） 

  769,698  △7,540,847 

      

 



 
（訂正後） 

－  － 
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重要な会計方針 

項目 
第17期 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2)その他有価証券 

①時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部資本直入法に

より処理しており、売却原価は移動平

均法により算定しております。 

(1)子会社株式 

同左 

(2)その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

 ②時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

②時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）仕掛品 

個別法による原価法 

(1）仕掛品 

同左 

 (2）映像使用権 

定率法による２年償却 

(2）映像使用権 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

定額法 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左  

６．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、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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与の翌期支給見込額のうち当事業年

度の負担に属する部分の金額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 



 
（訂正後） 

－  － 
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項目 
第17期 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 (3）退職給付引当金 

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

年金資産の見込額に基づき、計上して

おります。 

(3）退職給付引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末現在の支給見積

額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

 

８．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 

９．ヘッジ会計の方法 ―――――― ①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、特例処理の

条件を充たしている場合には、特例処

理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金 

③ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動リスクを回

避する目的で金利スワップを行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約ごと

に行っております。 

④ヘッジ有効性の評価 

特例処理の要件に該当することを

事前に確認しており、有効性の判定

は省略しております。 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1)消費税の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

(1)消費税の会計処理 

同左 

 ―――――― (2)自己株式及び法定準備金の取崩等に

関する会計基準 

「自己株式及び法定準備金の取崩等

に関する会計基準」（企業会計基準第

１号）が平成14年４月１日以降に適用

されることになったことに伴い、当事

業年度から同会計基準によっておりま

す。これによる当事業年度の損益に与

える影響はありません。 

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表の

資本の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 



 
（訂正後） 

－  － 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成14年９月30日） 

当事業年度 
（平成15年９月30日） 

  
※１．会社が発行する株式の総数 39,000,000株 

発行済株式総数 9,831,852株 
  

※１．授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数   普通株式 39,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 9,831,852株 
  

 ２．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に

対し遡求義務を負っております。 

 ２．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に

対し遡求義務を負っております。 

 
 三井リース事業株式会社 1,636,204千円  

 ダイヤモンドリース株式会社 1,109,745千円  

 日本電気リース株式会社 1,039,630千円  

 ＳＭＢＣファイナンス株式会社 808,500千円  

 計 4,594,079千円  

  

 
 三井リース事業株式会社 745,815千円  

 SMBCファイナンスサービス株式

会社 

847,770千円  

 ダイヤモンドリース株式会社 553,350千円  

 ＮＥＣリース株式会社 636,037千円  

 興銀リース株式会社 97,020千円  

 住商リース株式会社 114,250千円  

 計 2,994,242千円  

    ３．貸出コミットメントライン契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行19行と貸出コミットメントライン契約を締結し

ております。 

当事業年度末における貸出コミットメントライン

に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 

３．貸出コミットメントライン契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行14行と貸出コミットメントライン契約を締結し

ております。 

当事業年度末における貸出コミットメントライン

に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 
   

貸出コミットメントラインの総額 15,000,000千円 

借入実行残高 4,500,000 

差引額 10,500,000 

 

   
貸出コミットメントラインの総額 14,000,000千円 

借入実行残高   2,000,000千円 

差引額 12,000,000千円 

 ※４．      ―――――― ※４．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式134株

であります。 

５．      ―――――― ５．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は24,716

千円であります。 

６．      ―――――― ６．資本の欠損の額は7,540,954千円であります。  

 



 
（訂正後） 

－  － 
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（リース取引関係） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

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 

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 

(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 
 

 
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） 

建物 23,751 9,519 14,231 

器具及び備品 103,986 63,881 40,104 

車両及び運搬具 － － － 

ソフトウェア 109,860 63,967 45,893 

合計 237,599 137,369 100,229 

  

 

 
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） 

建物 － － － 

器具及び備品 77,168 34,507 42,660 

車両及び運搬具 8,365 1,858 6,506 

ソフトウェア 160,278 101,438 58,840 

合計 245,811 137,804 108,006 

  
(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

 
 １年内 40,791千円 

 １年超 61,955千円 

 合計 102,747千円 
  

 
 １年内 47,673千円 

 １年超 65,692千円 

 合計 113,366千円 
  

(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、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 
 支払リース料 53,449千円 

 減価償却費相当額 49,672千円 

 支払利息相当額 3,084千円 
  

 
 支払リース料 55,108千円 

 減価償却費相当額 51,243千円 

 支払利息相当額 4,080千円 
  

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

２．          － ２．オペレーティング・リース取引 

－ 未経過リース料 

１年内 2,470千円 

１年超 1,025千円 

合計 3,495千円 
 

 

（有価証券関係） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 同左 



 
（訂正後） 

－  － 
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（税効果会計関係） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 １．繰延税金負債の主な原因別の内訳 
 

繰延税金資産  

役員退職慰労引当金否認 100,926千円 

未払事業税否認 39,597 

映像使用権償却否認 32,848 

その他 112,966 

繰延税金資産の合計 286,337千円 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △17,179千円 

繰延税金負債の合計 △17,179千円 

繰延税金資産の純額 269,158千円 
   

 
繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 3,268,376千円 

役員退職慰労引当金否認 120,120 

貸倒引当金否認 38,933 

その他 84,192 

繰延税金資産小計 3,511,623千円 

評価性引当額 △3,511,623 

繰延税金資産の合計 －千円 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △16,824千円 

繰延税金負債の合計 △16,824千円 

繰延税金負債の純額 △16,824千円 
 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 
 
 法定実効税率 42.0％ 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 140.0 

 売上訂正による影響 2,216.0 

 その他 △49.5 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 2,348.5％ 
 

    
法定実効税率 △42.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 

売上訂正による影響 1.4 

その他 0.2 

評価性引当額 43.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.0％
 

 

 

（重要な後発事象） 

第17期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 該当事項はありません。 同左 

 



（訂正後） 

平成 16年 ９月期   中間決算短信 （連結）     平成18年7月14日 

    
上 場 会 社 名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大阪証券取引所 

コ ー ド 番 号 ４２８０   ヘラクレス市場 

(URL http://www.gaga.co.jp)  本社所在地 東京都 

代 表 者 名 代表取締役社長 宇野 康秀    

問合先責任者 取締役副社長  佐藤 英志  ＴＥＬ (03）3509 － 7492 
中間連結決算取締役会開催日 平成16年 5月 31日  米国会計基準適用の有無  無 

   

1 16年3月中間期の業績 （平成15年10月１日～平成16年3月31日） 

(1)連結経営成績 (注)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 営業損益 経常 損益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 
16年3月中間期 8,22540.5 △2,419  － △3,005   － 

15年3月中間期 5,854 △5.7 △4,686  － △4,962   － 

15年9月期  18,016 △6,247 △7,926  

       
一株当たり 潜在株式調整後1株当  中間(当期)純損益 

中間(当期)純損益 たり中間(当期)純利益 
 百万円  ％       円   銭      円   銭 
16年3月中間期 △3,078    － △276 55   － 

15年3月中間期   △3,011    － △306 31   － 

15年9月期 △8,207  △834 80  － 

 (注) 1 持分法投資損益  16年3月中間期 - 百万円 15年3月中間期 - 百万円 15年9月期 - 百万円 

 2 期中平均株式数(連結)16年3月中間期11,132,234株 15年3月中間期9,831,785株 15年9月期9,831,752株

 3 会計処理の方法の変更  無      

 4 売上高、営業損益、経常損益、中間(当期)純損益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率。 

 
(2)連結財政状態 

一株当たり  総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 
株 主 資 本 

  百万円  百万円  ％     円   銭 

16年3月中間期 33,274  155  0.5  9 23 

15年3月中間期 35,567  4,900  13.8  498 40 

15年9月期 31,838  △287  △0.9  gfc△ 21 
   (注) 期末発行済株式数(連結) 

16年3月中間期16,831,683株 15年3月中間期9,831,785株 15年9月期 9,831,718株 

         
(3)連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物  
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期末残高 

  百万円  百万円  百万円  百万円 
16年3月中間期 △10,893        13  12,810  5,852  

15年3月中間期 △4,061  △107  4,335  4,683  

15年9月期 967 △145  △1,244  4,036  

         
(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）― 社 (除外) ― 社 持分法(新規) ― 社 （除外）― 社 
 
2 16年9月期の連結業績予想（平成15年10月１日 ～ 平成16年9月30日） 

  売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 

 
通期 

26,890  2,650  2,430 
 (参考)1株当たり予想当期純利益(連結) 173円 80銭 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に 

係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大き 

く異なる結果となる可能性があります。 

上記の予想の前提条件その他関連する事項につきましては、添付資料の7ページを参照してください。 

 



（訂正後） 

－ 1 － 

１．企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社である株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング、

株式会社キネマ旬報社および株式会社ギャガ・デジタルブレイン並びに、非連結のグループ会社で

ある米国現地法人Gaga America, Inc.及び株式会社ギャガ・ミュージックにより構成されておりま

す。 

【事業概況表】 

区 分      会 社 名           事 業 内 容             

当 社 

海外映像コンテンツの日本国内における映

像使用権の買付け、映像コンテンツの配給、

ビデオ版権及びテレビ版権のライセンス 

Gaga America,Inc. 海外映像コンテンツに関する情報収集 

映 像 コ ン テ ン ツ 

プ ロ バ イ ダ ー 事 業 

株式会社ギャガ・ 

ミュージック 
音楽著作権の管理 

放 送 事 業 

映画情報番組の企画・製作・放送 

映画情報等のコンテンツ提供およびそれに

付帯する製作受託 

株式会社ギャガ・クロス 

メディア・マーケティング 

ビデオ業界誌及びDVD情報誌の業界向け出版 
出 版 事 業 

株式会社キネマ旬報社 映画情報誌の出版 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ＆ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ

事業 

株式会社ギャガ・デジタル

ブレイン 

リサーチ＆マーケティングサービスおよび

システムソリューションの受託 

また、当社グループの事業の概況は下図のとおりであります。 

当社グループ全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無印：連結子会社 

(※)非連結子会社、持分法非適用会社 

（注）上記のほかに持分法を適用しない関連会社として（株）ビットワークス・ジャパンがあります。 

 

海外権利元 

 

管理業務委託 

音楽著作権利用 

海外映像ｺﾝﾃﾝﾂ 
情報収集委託 

 

映像コンテンツの日本国内における

映像使用権買付け 

映像コンテンツ 
情報提供 

（当社） 
株式会社ギャガ・ 
コミュニケーションズ 

（※）株式会社 
ｷﾞｬｶﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ 

（※） 
Gaga America, Inc. 

映画興行界 ビデオ業界 テレビ業界 ブロードﾊﾞﾝﾄﾞ・携帯・ 
PDA市場など 

劇場映画配給 ビデオ･ 

DVD化権販売 
テレビ放映権販売 

映画情報提供 ﾋﾞﾃﾞｵ業界誌発行･ 

DVD業界誌発行 
放映番組の 

企画・製作・運営 映画情報提供 

株式会社 
キネマ旬報社 

ﾈｯﾄ権販売 

株式会社 
ｷﾞｬｶﾞ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ 

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ委託 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾘｻｰﾁ委託 

株式会社ギャガ・ 
クロスメディア 
マーケティング 
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

＜ミッション経営＞  

当社グループは、社会的貢献・社会的使命を意識した経営「ミッション経営」をテーマに掲げてお

ります。この「ミッション経営」は、上場企業としての社会的責任を組織全体で自覚し、当社が企業

として社会に対して持つべき使命（ミッション）を明確にするとともに、そのミッションを意識した

より高いレベルでの経営を目指してゆくものです。 

 

① グループミッション 

「感動の創造と人類の相互理解への貢献」 

映像は万国共通語。その国際交流を通じて、世界の人々の相互理解を助け、感動を呼び起こ

し、世界平和と精神的に豊かな社会の実現に貢献する。 

② グループフィロソフィー 

「信頼」「協調」「感謝」 

③ グループスピリット 

「スピード」「チャレンジ」「フレキシビリティー」 

 
（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要目標のひとつとして位置付けてお

り、配当について、業績、財政状態、将来の事業拡大に役立てるための内部留保の必要性等を総合的

に勘案し検討することとしております。 

 

（３）中長期的な経営戦略 

当社グループをとりまくビジネス環境の変化に対応すべく、第１９期を初年度とする３ヵ年の中期

経営計画（V-PROJECT）を策定いたしました。V-PROJECT の概要は以下のとおりであり、その

達成に向けて邁進いたします。 

 

１．[既存事業のビジネス･モデルの再構築] 

①量から質への転換 

ビデオ化権販売のみで買付額を全額回収できる作品に絞り込んだ買付けを行います。作品規模と

しては、興行市場の環境変化に対応するため、上位チェーンに優先的にブッキングできる質の高い

A級超大作を各四半期で１～２作品買付けます。単館系についても良質の Aランク作品のみを買付

け、ミニ･チェーン市場の強みを更に強化・拡大していきます。ビデオストレート作品は良質作品の

買付けを行うことで、市場の深耕を図っていきます。また、収益性の悪いB級作品は厳選し、ビジ

ネスモデルの転換を図ります。 

 

②テレビ版権事業売上回復のための施策 

テレビ局に対する営業力強化のため、テレビ用作品の買付けや人材育成等を継続いたします。ま

た販売力強化のため、組み合わせ企画販売力の強化（各作品の権利状況等の管理体制の強化やエン
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ドユーザーを意識した権利元との契約を行う）等、引き続きこれらの施策を行ってまいります。 

 

２．[新規事業の成長の加速（創造と差別化）] 

①新メディア事業 

家庭用ブロードバンド（以下 BB）市場の拡大／携帯端末市場の拡大／興行市場への BB参入・映

画のデジタル化による映画ビジネスの流通変化により BB事業のビジネスチャンスが増大しており

ます。このような状況に対応するため、メディア･カンパニーはBB市場の拡大を見据えたBB事業に

特化いたします。VOD（ビデオ・オン・デマンド）／モバイルを利用した会員ビジネス事業等につい

て、常に新しい提案を続けていきます。 

②製作事業 

日本発の企画で世界の市場に通用するコンテンツ＝“グローバルコンテンツ”のプロデュース事

業を展開しております。作品完成による本格的な収益寄与は第２０期以降となるものの、第１９期

についても手数料収入による利益貢献を見込んでおります。 

また、邦画製作の専門部署を立ち上げ（スタジオ・ガガグループの新設）、邦画製作事業（企画製

作／出資／モバイル事業を意識したコンテンツの製作等）への積極的な展開を行ってまいります。 

③映画情報サービス事業 

グループ会社である㈱ギャガ・クロスメディア・マーケティングにおいては放送事業の黒字化の

早期達成と出版事業の更なる収益力向上を図ります。同社およびグループ会社の㈱キネマ旬報社な

らびにマーケティング＆ソリューション事業を担当する㈱ギャガ・デジタルブレインにおいては、

各社がこれまでに培ってきた映画情報データベースを統合し、「映画総合データベース」を構築する

ことで、映画情報サービス事業の拡充を図るとともに、ギャガグループ独自の映画情報サービス事

業の優位性を確立いたします。 

 

３．[組織体制の強化（筋肉質の組織）] 

「少数だから精鋭にならざるを得ない」環境づくりのために組織改編を行い、筋肉質の組織を目

指します。作品絞り込みにより人員を削減し、販管費の削減を図ります。 

 

４．[財務体質の改善] 

ハイリターンに挑戦できる安定した財務体質づくりのために、営業キャッシュ・フローの安定化・

有利子負債削減等の財務目標達成を図ります。 
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（４）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

当社は、「コーポレート・ガバナンスのための重要な要件である社外取締役の参画を得た取締役会

が、業務執行を監督及び督励する」ことが当社にとり最適なガバナンスの形態と考えております。

コーポレート・ガバナンスへの取り組みは、株主の視点に立って企業経営の透明性を高め、経営資

源の最適配分を通じてステークホルダーの利益を極大化するための体制作りと考えております。 

社外取締役には、それぞれの分野でご活躍されている、中村雅哉氏・依田巽氏・林瑞峰氏・笠原

和彦氏・小林光氏にお願いしております。社外取締役の方々には取締役会に参加していただき、常

に当社の経営上の方向性等における有益な助言と適切な管理監督をいただいております。 

また、より透明性の高い公正な経営監視体制の確立に資するため、内藤篤氏・本間浩一郎氏・佐々

木俊三氏に社外監査役をお願いしております。 
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３．経営成績および財政状態 
（１）当期の業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷などにより前半は

厳しい経済情勢が続きましたが、後半にかけては、企業収益の改善による設備投資の増加や株価水準

の上昇など、景気回復に向けた動きが徐々に見られるようになりました。 

このような経営環境の下、当社グループの当中間連結会計期間の連結売上高は、82億25百万円（前

年同期比40.5％増）と前年比増収となりました。連結営業損益につきましては、24億19百万円（前

年同期は46億86百万円の損失）の損失となり、前年同期比で赤字幅が縮小しました。これは、増収

による粗利益の増、映画配給事業の収益率の改善及び販管費の削減によるものです。連結経常損益に

つきましては、外国為替レートの大幅な変動により、為替関連損失を計上したことが減益要因となり、

30億5百万円（前年同期は49億62百万円の損失）の損失となりました。 

以上の結果により中間連結純損失は、30億78百万円（前年同期は 30億11百万円の損失）となり

ました。  

 

 事業部門別の売上高の状況は以下のとおりであります。 

 

＜映像コンテンツプロパイダー事業＞ 

[映画配給事業] 

当中間連結会計期間の映画配給事業は、「キル・ビル vol.1」「タイムライン」他を全国チェー

ン公開しました。ミニシアター向けには、「グッバイ・レーニン！」「ドッグヴィル」を新たに公開し

たほか、前年度より引き続き「永遠のマリアカラス」「ロッカーズ」を公開しました。 

全国チェーン公開作品は前年度に比べて大型作品が揃い、またミニシアター公開作品は総じて堅調

に推移した為、前年同期と比較して増収となりました。 

その結果、当事業の売上高は、24億94百万円（前年同期比83.7％増）となりました。 

 

[映像版権事業] 

当中間連結会計期間の映像版権事業は、全国チェーン公開作品を核としたテレビ権のパッケージ販

売が好調に推移しました。ビデオ版権販売につきましては、「シカゴ」等の販売が好調に推移し、前年

同期を上回る結果となりました。  

その結果、当事業の売上高は43億22百万円（前年同期比36.0％増）となりました。 

 

上記の結果、映像コンテンツプロバイダー事業全体の売上高は68億16百万円（前年同期比50.3％

増）となりました。 
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＜放送事業＞ 

当中間連結会計期間における放送事業は、デジタル化へ向けてチャンネル数が増加するケーブルＴ

Ｖ各局への配信業務や、普及速度の高まったブロードバンド向けコンテンツ供給の強化に尽力してま

いりました。 

また、映画音楽（サウンドトラック）番組の配信や、ブームである韓国映画の情報番組のレギュラ

ー化等、番組コンテンツの充実を図りました。 

これらを背景にケーブル視聴収入、広告事業は前年同期に対し大幅な伸びを見せたものの、受託制

作しておりましたＢＳデジタルやＣＳプロモーション番組の終了に伴い、コンテンツ受託制作事業は

不調に終わりました。 

 

その結果、当事業の売上高は4億45百万円（前年同期比20.3％減）となりました。 

 

＜出版事業＞ 

当中間連結会計期間における出版事業は、月刊「ＤＶＤナビゲーター」の広告料収入が高い伸びを

見せ、主力の月刊「ビデオ・インサイダー・ジャパン」につきましても、厳しい市況の中で前年実績

を上回ることができました。 

また、連結子会社の株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティングが平成14年12月に雑誌「キ

ネマ旬報」等を出版する株式会社キネマ旬報社を子会社化しましたが、同社が平成15年11月に発行

した書籍「冬のソナタで始める韓国語」がヒットし、当事業における大幅な増収に貢献いたしました。 

 

その結果、本事業の売上高は9億33百万円（前年同期比22.9％増）となりました。 

 

＜Ｍ＆Ｓ事業＞ 

  当中間連結会計期間におけるＭ＆Ｓ事業は、データベースマーケティングサービスの外販事業が、

好調に推移しました。 

 

 その結果、本事業の売上高は29百万円となりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下｢資金｣という）は、税金等調

整前中間純損失が29億81百万円となったことによる資金の減少がありましたが、第三者割当増資に

よる資金調達を行ったことにより、前中間会計期間末に比べ11億68百万円増加し、58億52百万円

となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、108億93百万円（前年同期比68億32百万円増）となりました。

これは、主に税金等調整前中間純損失が29億81百万円になったこと及び、仕入債務が66億94百万

円減少したことによります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、13百万円（同1億21百万円増）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は、128億10百万円（同84億75百万円増）となりました。これは、

主に第三者割当増資による資金調達34億83百万円及び、短期借入による資金の調達によるものです。 

 

（３）通期の見通し 

今年度下半期、当社グループは、全国チェーン公開作品では、今年度上期に公開しヒットした「キ

ル・ビルvol.1」の続編である「キル・ビルvol.2」をはじめ、カンヌ映画祭でパルムドール（最高賞）

を受賞した「華氏９１１」がこの夏の公開予定となっているほか、タイ映画として初めて日本で大型

公開される「マッハ！」、「ヴァン・ヘルシング」などの大型公開作品が控えております。 またミニ

シアター作品では、「真珠の耳飾りの少女」、「スイミング・プール」などの公開があります。 

平成16年9月期の通期見通しは、下半期に上記有力作品の劇場公開を控えていることなどにより、

従来通り売上高268億90百万円、経常利益26億50百万円、当期利益24億30百万円といたします。 

また、単独業績見通しにつきましても従来通り、売上高239億10百万円、経常利益23億40百万円、

当期利益22億80百万円といたします。 
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４．中間連結財務諸表等 

 

① 中間連結貸借対照表                                  （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間末 
（平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成15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   4,683,101   5,852,069   4,408,502  

２．受取手形及び売掛金   9,354,561   9,431,106   8,787,879  

３．たな卸資産   11,308,898   8,600,346   9,956,333  

４．繰延税金資産   2,123,471   －   －  

５．共同買付立替金   2,005,679   2,380,409   1,925,150  

６．前渡金   －   2,724,783   －  

７．未収入金   3,322,124   2,585,236   4,135,381  

８．その他   1,670,618   872,114   1,698,917  

９．貸倒引当金   △86,494   △129,332   △112,868  

流動資産合計   34,381,961 96.7  32,316,733 97.1  30,799,296 96.7 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１  47,128   38,908   42,384  

２．無形固定資産   235,131   182,147   208,213  

３．投資その他の資産           

(1)その他  956,230   795,585   856,953   

(2)貸倒引当金  △53,135 903,095  △58,442 737,142  △68,059 788,895  

固定資産合計   1,185,354 3.3  958,198 2,9  1,039,493 3.3 

資産合計   35,567,316 100.0  33,274,932 100.0  31,838,789 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成15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   7,858,148   3,921,329   10,615,425  

２．短期借入金   11,354,500   16,819,350   6,944,593  

３．未払金   1,984,008   2,017,325   2,418,232  

４．未払法人税等   －   22,449   35,966  

５．前受金   －   3,233,280   4,041,922  

６．共同買付預り金   2,482,842   2,128,973   2,131,963  

７．賞与引当金   127,669   102,637   113,938  

８．返品調整引当金   51,744   63,984   61,828  

９．その他   1,250,322   985,391   1,059,686  

流動負債合計   25,109,236 70.6  29,294,721 88.0  27,387,592 86.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   4,738,550   3,021,500   3,940,300  

２．退職給付引当金   47,359   58,080   50,123  

３．役員退職慰労引当金   269,950   252,486   292,724  

４．その他   267,239   168,136   192,591  

固定負債合計   5,323,099 15.0  3,500,202 10.5  4,475,738 14.1 

負債合計   30,432,336 85.6  32,794,923 98.5  31,863,331 100.1 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   234,836 0.6  324,676 1.0  262,674 0.8 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,686,964 10.3  5,436,964 16.4  3,686,964 11.6 

Ⅱ 資本剰余金   3,735,535 10.5  5,485,535 16.5  3,735,535 11.7 

Ⅲ 利益剰余金   △2,538,247 △7.1  △10,812,869 △32.5  △7,734,326 △24.3 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  15,952 0.1  45,829 0.1  24,716 0.1 

Ⅴ 自己株式   △61 △0.0  △129 △0.0  △106 △0.0 

資本合計   4,900,144 13.8  155,331 0.5  △287,216 △0.9 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  35,567,316 100.0  33,274,932 100.0  31,838,789 100.0 

           



 

（訂正後） 

－  － 
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② 中間連結損益計算書                                  （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15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 ※１  5,854,060 100.0  8,225,076 100.0  18,016,012 100.0 

Ⅱ 売上原価   8,704,076 148.7  9,064,930 110.2  20,575,104 114.2 

売上総損失   2,850,015 △48.7  839,853 △10.2  2,559,091 △14.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  1,836,547 31.4  1,579,904 19.2  3,688,486 20.5 

営業損失   4,686,563 △80.1  2,419,758 △29.4  6,247,578 △34.7 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  1,036   1,485   9,996   

２．為替差益  241,458   －   247,241   

３．デリバティブ利益  －   51,346   －   

４．その他  24,636 267,132 4.1 33,849 86,681 1.1 106,342 363,580 2.0 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  178,590   235,469   351,411   

２．支払手数料  37,424   118,510   66,154   

３．売上債権売却損  52,772   21,136   151,524   

４．為替差損  －   247,513   －   

５．デリバティブ損失  266,234   －   1,354,371   

６．新株発行費償却  －   16,998   －   

５．その他  7,874 542,895 9.3 32,472 672,101 8.2 118,829 2,042,291 11.3 

経常損失   4,962,326 △84.8  3,005,179 △36.5  7,926,289 △44.0 

Ⅵ 特別利益           

１．前期損益修正益  －   －   125,727   

２．投資有価証券売却益  －   －   1,439   

３．役員退職慰労繰入  － － － 23,400 23,400 0.2 － 127,167 0.7 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損  －   －   2,737   

２．投資有価証券評価損  29,999   －   29,999   

３．出資金評価損  － 29,999 0.5 － － － 900 33,637 0.2 

税金等調整前中間純損
失又は税金等調整前当
期純損失 

  4,992,326 △85.3  2,981,779 △36.3  7,832,759 △43.5 

法人税、住民税及び
事業税 

 5,087   22,550   17,617   

過年度法人税、住民
税及び事業税 

 －   12,210   23,158   

法人税等調整額 
(△貸方) 

 △2,005,780 △2,000,693 △34.2 － 34,761 0.4 286,337 327,113 1.8 

少数株主利益又は 
少数株主損失（△） 

  19,941 0.3  62,001 0.7  47,780 0.3 

中間純損失 
又は当期純損失 

  3,011,575 △51.4  3,078,542 △37.4  8,207,654 △45.6 

           

 



 

（訂正後） 

－  － 
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③ 中間連結剰余金計算書                                  （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成14年10月１
日 

至 平成15年９月30
日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,735,535  3,735,535  3,735,535 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１.増資による新株の発行   － － 1,750,000 1,750,000 － － 

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
残高 

  3,735,535  5,485,535  3,735,535 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高        

連結剰余金期首残高  542,150 542,150 △7,734,326 △7,734,326 542,150 542,150 

Ⅱ 利益剰余金減少高        

１．配当金  68,822  －  68,822  

２．中間純損失   3,011,575 3,080,397 3,078,542 3,078,542 8,207,654 8,276,476 

Ⅲ 利益剰余金中間期末 
残高 

  △2,538,247  △10,812,869  △7,734,326 

        



 

（訂正後） 

－  － 
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書                           （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前中間純
損失 

 4,992,326 2,981,779 7,832,759 

減価償却費  7,926 5,950 15,412 

連結調整勘定償却額  23,725 23,725 47,451 

役員退職慰労引当金
の増加額又は減少額
（△） 

 19,060 △40,238 41,834 

受取利息及び受取配
当金 

 △1,036 △1,747 △10,911 

支払利息  178,590 235,469 351,411 

デリバティブ利益  － △51,346 － 

デリバティブ損失  266,234 － 1,354,371 

投資有価証券評価損  29,999 － 29,999 

売上債権の増加額
（△）又は減少額 

 3,246,301 △643,226 3,812,983 

たな卸資産の減少額  1,780,471 1,355,987 3,132,642 

前渡金の増加額
（△）又は減少額 

 398,876 △1,785,658 201,666 

共同買付立替金の 
増加額（△）又は 
減少額 

 230,105 △455,259 310,635 

未収入金の増加額
（△）又は減少額 

 3,400,146 1,550,145 2,586,889 

仕入債務の減少額
（△） 

 △5,060,610 △6,694,096 △2,303,333 

未払金の減少額  △2,370,467 △400,906 △1,912,144 

前受金の増加額又は
減少額（△） 

 － △808,642 3,348,456 

共同買付預り金の増
加額又は減少額
（△） 

 △989,577 △2,990 △1,340,456 

その他  375,528 68,729 △102,839 

小計  △3,476,110 △10,625,883 1,731,311 

利息及び配当金の 
受取額 

 1,030 1,748 10,910 

利息の支払額  △149,342 △221,375 △333,713 

法人税等の支払額  △437,171 △48,279 △441,296 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △4,061,594 △10,893,790 967,212 



 

（訂正後） 

－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

有価証券の売却によ
る収入 

 － － － 

投資有価証券の売却
による収入 

 4,518 － 4,518 

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による支出 

 △105,917 － △105,917 

投資有価証券の取得
による支出 

 － － △60,000 

その他  △5,855 13,774 15,893 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △107,255 13,774 △145,505 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入による収入  23,109,600 37,645,000 62,010,000 

短期借入金の返済に
よる支出 

 △23,734,600 △26,815,000 △67,445,000 

長期借入による収入  6,200,000 400,000 75,000,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △1,171,100 △1,902,300 △3,241,000 

株式の発行による収
入 

 － 3,483,001 － 

配当金の支払額  △68,822 － △68,822 

その他  － △22 △45 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 4,335,077 12,810,679 △1,244,868 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 △200 △115,353 △57,153 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額又は減少額
（△） 

 166,027 1,815,310 △480,314 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 4,517,073 4,036,759 4,517,073 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

 4,683,101 5,852,069 4,036,759 

     
  



 

（訂正後） 

－  － 
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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 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

――――――――  当社は、前連結会計年度において

大幅な純損失を計上した結果、貸出

コミットメントライン契約の財務制

限条項に抵触することとなり、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存

在しておりました。その状況に対し

て、当社は株主の皆様のご協力によ

り2月27日に３５億円の第三者割当

増資を行い、その結果、貸出コミッ

トメントライン契約を締結し現在に

至っております。 

 増資によって自己資本の充実を実

現いたしましたが、当中間会計期間

において3,078,542千円の中間純損

失を計上した結果、当中間会計期間

末において自己資本額は155,331千

円（自己資本比率0.5％）となって

おります。また、映像コンテンツプ

ロバイダー事業は先行投資型のビジ

ネスモデルであるため、仕入契約済

みの映像使用権の対価や広告宣伝費

の支払等を手許資金及び営業キャッ

シュフローで回収することが容易で

はない状況であり、当中間会計期間

末においても継続企業の前提に関す

る重要な疑義が生じております。 

 ただし、当中間会計期の純損失は

当社グループの売上高の季節的変動

によるものが中心となっておりま

す。当社グループの映像コンテンツ

の中心となるハリウッドの制作スケ

ジュールにより完成映像コンテンツ

の引渡しが下半期に集中すること、

資金効率及び収益確保の早期化の観

点から映像コンテンツ入手後ビデオ

版権及びテレビ版権の速やかなライ

センスに努めていることから、売上

高は下半期に集中しております。 

 

当連結会計年度の映像版権事業

は、大型作品のビデオライセンス販

売が翌期にずれ込んだこと、テレビ

放映権の間接販売を減少させたこと

により、大幅に減収となりました。 

費用面では、大型作品の宣伝費が

増加したことに加え、期末の外国為

替レートが平均予約レートと比較し

て円高となったことにより多額のデ

リバティブ損失が発生しました。 

その結果、当連結会計年度におい

て大幅な当期純損失を計上し、貸出

コミットメントライン契約の財務制

限条項に抵触することとなり、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、

現在、金融機関及び大株主等に対し

支援をお願いしており、当面資金調

達に支障は生じないものと考えてお

ります。 

また、「中長期的な経営戦略」に

記載のとおり、中期経営計画（Ｖ－

ＰＲＯＪＥＣＴ）を実施し、収益力

の改善を図るとともに、資本増強も

視野に入れて財務体質の強化を行っ

ていく予定であります。 

なお、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。 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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前中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

――――――――  当社は、当該状況を解消すべく、

「中長期的な経営戦略」に記載して

おりますとおり、今年度より中期経

営計画（Ｖ－ＰＲＯＪＥＣＴ）を実

施しており、より一層収益力の改善

に努め、財務体質の強化を進める予

定であります。また、金融機関に対

し支援をお願いする一方、債権の流

動化を進めることにより、当面資金

調達に支障は生じないものと考えて

おります。 

 なお、中間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

のような疑義の影響を反映しており

ません。 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

１. 連結の範囲に関する 

事項 

(1）連結子会社の数 ２社 (1）連結子会社の数 ３社 (1）連結子会社の数 ３社 

 (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 

 (株)ギャガ・クロスメディ

ア・マーケティング 

(株)キネマ旬報社 

(株)ギャガ・クロスメディ

ア・マーケティング 

(株)キネマ旬報社 

(株)ギャガ･デジタルブレ

イン 

(株)ギャガ・クロスメディ

ア・マーケティング 

(株)キネマ旬報社 

(株)ギャガ･デジタルブレ

イン 

 (3) 連結の範囲の異動 (3）     － (3）連結の範囲の異動 

 (株)キネマ旬報社は、同社株

式の取得により、新たに連結子

会社となりました。 

 (株)キネマ旬報社は、同社

株式の取得により、新たに連

結子会社となりました。 

平成15年４月１日付にて、

当社IT部門を分社化し、商号

を(株)ギャガ・デジタルブレ

インとしております。 

 (4）非連結子会社の名称及び連

結の範囲から除いた理由 

(4）非連結子会社の名称及び連

結の範囲から除いた理由 

(4）非連結子会社の名称及び連

結の範囲から除いた理由 

 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

 非連結子会社は、連結総資

産、連結売上高、連結純損益

及び欠損金に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体として重

要性がないため連結の対象か

ら除外しております。 

非連結子会社は、連結総資

産、連結売上高、連結純損益

及び欠損金に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体として重

要性がないため連結の対象か

ら除外しております。 

非連結子会社は、いずれも

小規模であり、合計の総資

産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためでありま

す。 

２. 持分法の適用に関する

事項 

(1)持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

(1)持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

(1)持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

(株)ビットワークス・ジャ

パン 

同左 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

(株)ビットワークス・ジャ

パン 

 (2）持分法を適用しない理由 (2）持分法を適用しない理由 (2)持分法を適用しない理由 

  持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社は連結純損益

及び欠損金に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体として重要性

がないため持分法の適用の対象

から除外しております。 

同左 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社は、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体として

重要性がないため持分法の適用

の対象から除外しております。 



 

（訂正後） 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

３. 連結子会社の中間決算

日（事業年度）等に関

する事項 

連結子会社のうち、(株)キ

ネマ旬報社の中間決算日は９

月30日であります。 

中間連結財務諸表の作成に

あたっては、中間連結決算日

現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用してお

ります。 

連結子会社の中間期の末日

は、中間連結決算日と一致し

ております。 

 連結子会社の事業年度の末日

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有価証券 ①有価証券 ①有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 (イ）時価のあるもの (イ）時価のあるもの (イ）時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部

資本直入法により処理

しており、売却原価は

移動平均法により算定

しております。 

同左 連結決算日の市場価格

等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部

資本直入法により処理

しており、売却原価は

移動平均法により算定

しております。 

 (ロ)時価のないもの (ロ)時価のないもの (ロ)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 

 (イ)仕掛品 (イ)仕掛品 (イ)仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

 (ロ)映像使用権 (ロ)映像使用権 (ロ)映像使用権 

 定率法による２年償却 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 

定率法 同左 同左 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 定額法 同左 同左 

(3)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、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。 

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 



 

（訂正後） 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の賞与支給見込

額のうち当中間連結会計期間

の負担に属する部分の金額を

計上しております。 

同左 従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の賞与支給見込

額のうち当連結会計年度の負

担に属する部分の金額を計上

しております。 

 ③返品調整引当金 ③返品調整引当金 ③返品調整引当金 

 連結子会社の一部におい

て、売上返品による損失に備

えるため、返品予測高に対す

る売上総利益相当額を計上し

ております。 

同左 同左 

 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末

における退職給付債務の額か

ら年金資産の額を控除した額

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、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。 

 

 

 

⑤役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく当

中間連結会計期間末現在の支

給見積額を計上しておりま

す。 

⑤役員退職慰労引当金 

同左 

⑤役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社は、

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく当連

結会計年度末現在の支給見積

額を計上しております。 

 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

 

同左  外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

(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 



 

（訂正後） 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

(6)重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて､

特例処理の条件を充たして

いる場合には、特例処理を

採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

③ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動

リスクを回避する目的で金

利スワップを行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。 

④ヘッジの有効性の評価 

特例処理の要件に該当す

ることを事前に確認してお

り、有効性の判定は省略し

ております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

④ヘッジの有効性の評価 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

④ヘッジの有効性の評価 

同左 

消費税の処理方法 消費税の処理方法 消費税の処理方法 (7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 
 税抜方式を採用しておりま

す。 

 なお、仮払消費税と仮受消費

税は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

同左  税抜方式を採用しておりま

す。 

５. 中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲 

 中間連結キャッシュ・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投資

からなっております。 

同左  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投資から

なっております。 



 

（訂正後） 

－  － 
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 注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（平成15年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

45,656千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

47,750千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

44,726千円 

 ２．偶発債務 ２．偶発債務  ２．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、

下記の会社に対し遡及義務を負ってお

ります。 

  債権譲渡を行った売掛金について、 

下記の会社に対し遡及義務を負ってお 

ります。 

 債権譲渡を行った売掛金について、

下記の会社に対し遡及義務を負ってお

ります。 
 

（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株
式会社 

1,385,643千円

ＳＭＢＣファイナ
ンスサービス株式
会社 

1,501,500 

ダイヤモンドリー
ス株式会社 

1,011,045 

エヌイーシーリー
ス株式会社 

862,230 

住商リース株式会
社 

305,875 

計 5,066,293 
  

 （被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株
式会社 

582,750千円

ダイヤモンドリー
ス株式会社 

494,025 

UFJ銀行 
341,460 

NECリース株式会社 
306,967 

計 1,725,202 

  

 
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株
式会社 

745,815千円

ＳＭＢＣファイナ
ンスサービス株式
会社 

847,770 

ダイヤモンドリー
ス株式会社 

553,350 

ＮＥＣリース株式
会社 

636,037 

興銀リース株式会
社 

97,020 

住商リース株式会
社 

114,250 

計 2,994,242 
  

 ３．貸出コミットメントライン契約 

 当社グループは、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行19行と貸出

コミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当中間連結会計期間末における貸出

コミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 ３．貸出コミットメントライン契約 

 当社グループは、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行９行と貸出

コミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当中間連結会計期間末における貸出

コミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 ３．貸出コミットメントライン契約 

当社グループは、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行14行と貸出

コミットメントライン契約を締結して

おります。 

当連結会計年度末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実行

残高は次のとおりであります。 
 
貸出コミットメント
ラインの総額 

15,000,000千円

借入実行残高 5,000,000 

差引額 10,000,000 
  

 
貸出コミットメント
ラインの総額 

12,000,000千円

借入実行残高 11,000,000 

差引額 1,000,000 
  

 
貸出コミットメント
ラインの総額 

14,000,000千円

借入実行残高 2,000,000 

差引額 12,000,000 
  

 



 

（訂正後） 

－  － 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

※１．売上高の季節的変動 ※１．売上高の季節的変動 ※１． 

 当社グループの売上高は、当社グ

ループの映像コンテンツの中心となる

ハリウッドの製作スケジュールにより

完成映像コンテンツの引渡しが下半期

に集中すること、資金効率及び収益確

保の早期化の観点から映像コンテンツ

入手後ビデオ版権及びテレビ版権の速

やかなライセンスに努めていることか

ら、売上高は下半期に集中しておりま

す。このため、連結会計年度の上半期

の売上高と下半期の売上高との間に著

しい相違があり、上半期と下半期の業

績に季節的変動があります。 

同左 ───── 

※２．販売費および一般管理費のうち主

要な費目および金額は次のとおりで

あります。 

※２．販売費および一般管理費のうち主

要な費目および金額は次のとおりで

あります。 

※２．販売費および一般管理費のうち主

要な費目および金額は次のとおりで

あります。 
 

役員報酬 148,470千円

給与手当 499,164 

賞与引当金繰入額 116,765 

退職給付費用 15,470 

役員退職慰労引当
金繰入額 

24,500 

賃借料 156,214 
  

 
役員報酬 126,499千円

給与手当 482,747 

賞与引当金繰入額 91,799 

退職給付費用 13,881 

役員退職慰労引当
金繰入額 

162 

賃借料 113,034 
  

 
役員報酬 275,268千円

給与手当 1,129,840 

賞与引当金繰入額 103,648 

退職給付費用 18,295 

役員退職慰労引当
金繰入額 

47,274 

賃借料 270,212 
  

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成15年３月31日現在） （平成16年３月31日現在） （平成15年９月30日現在） 

 現金及び預金勘定と、現金及び現

金同等物は一致しております。 

 現金及び預金勘定と、現金及び現

金同等物は一致しております。 

 （千円）

現金及び預金勘定 4,408,502 

負の現金同等物 △371,743 

（短期借入金）  

現金及び現金同等物 4,036,759 
 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

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 

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 

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 

(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連結会

計期間末残高相当額 

(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中間連結会

計期間末残高相当額 

(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連結会計年

度末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間連結
会計期間
末残高相
当額 
（千円） 

有形固定資産 206,476 93,973 112,503 

無形固定資産 115,901 79,394 36,507 

合計 322,378 173,368 149,010 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間連結
会計期間
末残高相
当額 
（千円） 

有形固定資産 128,135 69,954 58,181 

無形固定資産 156,211 107,392 48,818 

合計 284,346 177,346 106,999 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

連結会計
年度末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 132,389 59,056 73,332 

無形固定資産 167,705 103,883 63,822 

合計 300,094 162,939 137,155 

  
(2）未経過リース料中間連結会計期間

末残高相当額 

(2）未経過リース料中間連結会計期間

末残高相当額 

(2）未経過リース料連結会計年度末残

高相当額 
 

１年内 62,564千円

１年超 92,891千円

 合計 155,455千円
  

 
１年内 54,064千円

１年超 59,373千円

 合計 113,438千円
  

 
１年内 59,215千円

１年超 85,014千円

 合計 144,229千円
  

(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、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(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 39,226千円

減価償却費相当額 36,251千円

支払利息相当額 2,250千円
  

 
支払リース料 32,965千円

減価償却費相当額 30,155千円

支払利息相当額  2,175 千円
  

 
支払リース料 67,504千円

減価償却費相当額 62,999千円

支払利息相当額 5,364千円
  

(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 

 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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５.セグメント情報 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

１.事業の種類別セグメント情報 
全セグメントの売上高、営業損益に占
める映像関連事業の売上高、営業損益の
割合がいずれも90％超であるため、事業
の種類別セグメント情報の記載を省略し
ております。 

同左 同左 

２.所在地別セグメント情報 
在外連結子会社及び在外支店がありま
せんので、記載を省略しております。 

同左 同左 

３.海外売上高 
海外売上高が連結売上高の10％未満で
あるため、記載を省略しております。 

同左 同左 

 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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６. 生産、受注及び販売の状況 

（1）仕入実績 

当社グループは、劇場権、ビデオ版権、テレビ版権等の映像使用権を主に海外から単独又は他社と共同で購入

しております。また、当社グループがプロデュースを行い、制作工程のすべてを他社に委託して制作させたコン

テンツを完成品として購入しております。 

当中間連結会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。 

 

事業部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前年同期比（％） 

映像コンテンツプロバイダー事業（千円） 1,006,719 33.1 

放送事業（千円） 298,270 80.0 

出版事業（千円） 435,992 116.9 

M&S事業（千円） 24,891 ― 

合計（千円） 1,765,873 46.6 

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

（2）受注状況 

当社グループは受注生産を行っておりません。 

 

（3）販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

事業部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前年同期比（％） 

映像版権事業（千円） 4,322,386 136.0 
映像コンテンツプロバイダー
事業 

映画配給事業（千円） 2,494,501 183.8 

小計（千円） 6,816,887 150.3 

放送事業（千円） 445,756 79.7 

出版事業（千円） 933,139 122.9 

M&S事業（千円） 29,293 ― 

合計（千円） 8,225,076 140.5 

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 



 

（訂正後） 

－  － 
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７.有価証券の時価等 

 

前中間連結会計期間（平成15年3月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                            （単位：千円） 

 前中間連結会計期間末 

 取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

株式 26,737 53,548 26,811 

合計 26,737 53,548 26,811 

 

２．時価評価されていない主な有価証券                           （単位：千円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式（店頭公開株式を除く） 148,442 

 

 

 

当中間連結会計期間（平成16年3月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                            （単位：千円） 

 当中間連結会計期間末 

 取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

株式 26,737 104,008 77,271 

合計 26,737 104,008 77,271 

 

２．時価評価されていない主な有価証券                           （単位：千円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他の有価証券  

⑴非上場株式（店頭公開株式を除く） 212,242 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度（平成15年9月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                            （単位：千円） 

 前連結会計年度末 

 取得原価 
連結貸借対照表計上額 

 
差額 

株式 26,737 68,278 41,541 

合計 26,737 68,278 41,541 

 

２．時価評価されていない主な有価証券                           （単位：千円） 

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式（店頭公開株式を除く） 212,242 

 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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８.デリバティブ取引関係 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 

前中間連結会計期間末（平成15年3月31日現在） 

 

1.通貨関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 17,025,353 17,445,596 420,242 通貨 
 
 オプション取引 880,325 1,024,144 143,819 

合計 17,905,678 18,469,740 564,061 

 

2.金利関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引 5,941,800 △320,922 △320,922 

キャップ取引 5,400,000 82 △39,540 

金利 
 
 

 
 （キャップ料） (39,623)   

合計 11,341,800 △320,840 △360,463 

 

 

当中間連結会計期間末（平成16年3月31日現在） 

 

1.通貨関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 11,235,073 10,614,129 △620,944 通貨 
 
 オプション取引 418,000 393,360 △24,640 

合計 11,653,073 11,007,489 △645,584 

 

2.金利関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引 3,200,000 △174,311 △174,311 

キャップ取引 2,000,000 6 △13,295 

金利 
 
 

 
 （キャップ料） (13,302)   

合計 5,200,000 △174,304 △187,607 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度末（平成15年９月30日現在） 

 

1.通貨関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 14,741,076 14,107,330 △633,746 通貨 
 
 オプション取引 627,000 597,000 △30,000 

合計 15,368,076 14,704,330 △663,746 

 

2.金利関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引 5,737,500 △195,493 △195,493 

キャップ取引 2,800,000 197 △25,298 

金利 
 
 

 
 （キャップ料） (25,495)   

合計 8,537,500 △195,296 △220,792 

 

 



（訂正後） 

平成 16年 ９月期   個別中間財務諸表の概要      平成18年7月14日 

    
上 場 会 社 名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大阪証券取引所 

コ ー ド 番 号 ４２８０   ヘラクレス市場 

(URL http://www.gaga.co.jp)  本社所在地 東京都 

代 表 者 名 代表取締役社長 宇野 康秀    

問合先責任者 取締役副社長  佐藤 英志  ＴＥＬ (03）3509 － 7492 
中間決算取締役会開催日 平成 16 年 5 月 31 日  中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日 平成 － 年 － 月 － 日  単元株制度採用の有無 有(1単元100株) 

1 15年3月中間期の業績 （平成15年10月１日～平成16年3月31日） 

(1)経営成績 (注)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 営業損益 経常 損益 

      百万円   ％       百万円  ％       百万円  ％ 

16年3月中間期 6,826   50.3 △2,668   － △3,253   － 
15年3月中間期 4,542  △12.6 △4,763   － △5,039   － 

15年9月期  15,356  △6,438  △8,097  

       
一株当たり   

中間(当期)純損益 
中間(当期)純損益  

      百万円   ％     円     銭   

16年3月中間期 △3,245     － △291 57   

15年3月中間期 △3,058     － △311 08   

15年9月期 △8,310  △845 28   

 
(注)1 期中平均株式数 16年3月中間期11,132,234株 15年3月中間期9,831,785株 15年9月期 9,831,752株 

 2 会計処理の方法の変更  無      

 3 売上高、営業損益、経常損益、中間(当期)純損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 

     円  銭    円    銭 

16年3月中間期   0 00  0 00 

15年3月中間期   0 00   0 00 

15年9月期   0 00 0 00 
   (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 

  百万円  百万円  ％      円   銭 

16年3月中間期 32,478   199 0.6 11 88 

15年3月中間期 35,121 5,167 14.7 525 64 

15年9月期 31,282 △75 △0.2 △7 67 

 (注)1 期末発行済株式数 16年3月中間期 16,831,683株 15年3月中間期 9,831,785株 15年9月期  9,831,718株 

 2 期末自己株式数 16年3月中間期   169株 15年3月中間期    67株 15年9月期 134株 

 
2 16年9月期の業績予想（平成15年10月1日～平成16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  

     百万円     百万円     百万円    円  銭    円  銭 

通 期 23,910 2,340 2,280  0    00  0   00 
（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 163円07銭 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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中間財務諸表等 

① 中間貸借対照表                                     （単位：千円） 

  
前中間会計期間末 

（平成15年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成16年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成15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  4,328,999   5,132,438   3,935,909   

２．受取手形  －   －   940   

３．売掛金  8,837,654   8,837,439   8,232,143   

４．たな卸資産  11,279,007   8,558,065   9,936,813   

５．繰延税金資産  2,123,471   －   －   

６. 前渡金  －   2,675,852   856,174   

７．共同買付立替金  2,005,679   2,380,409   1,925,150   

８．未収入金  3,318,097   2,457,356   4,286,591   

９．その他  1,660,611   1,013,550   635,864   

10．貸倒引当金  △74,844   △112,777   △99,100   

流動資産合計   33,478,677 95.3  30,942,336 95.3  29,710,486 95.0 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 38,396   31,696   34,235   

２．無形固定資産  6,106   4,609   5,217   

３．投資その他の資産           

(1）その他  1,650,453   1,554,299   1,587,397   

(2）貸倒引当金  △52,217   △54,784   △54,784   

投資その他の資産合
計 

 1,598,236   1,499,514   1,532,613   

固定資産合計   1,642,739 4.7  1,535,820 4.7  1,572,065 5.0 

資産合計   35,121,417 100.0  32,478,156 100.0  31,282,552 100.0 

           

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成15年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成16年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成15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  7,613,147   3,683,656   10,350,328   

２．短期借入金  11,354,500   16,819,350   6,944,593   

３．未払金  1,918,770   2,002,226   2,385,211   

４．共同買付預り金  2,482,842   2,128,973   2,131,963   

５．賞与引当金  101,170   71,065   82,443  
 

  

６.返品調整引当金  0   10,522   0   

７．その他  1,193,253   4,102,477   5,026,936   

流動負債合計   24,663,684 70.2  28,818,272 88.7  26,920,011 86.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金  4,738,550   3,021,500   3,940,300   

２．退職給付引当金  20,503   25,691   19,270   

３．役員退職慰労引当金  264,050   244,600   286,000   

４．その他  266,674   168,136   192,334   

固定負債合計   5,289,778 15.1  3,459,928 10.7  4,437,905 14.2 

負債合計   29,953,463 85.3  32,278,200 99.4  31,357,917 100.2 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,686,964 10.5  5,436,964 16.7  3,686,964 11.8 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  3,735,535   5,485,535   3,735,535   

資本剰余金合計   3,735,535 10.6  5,485,535 16.9  3,735,535 11.9 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  18,372   18,372   18,372   

２. 中間未処理損失  2,288,809   10,786,616   7,540,847   

利益剰余金合計   △2,270,437 △6.4  △10,768,244 △33.1  △7,522,475 △24.0 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  15,952 0.0  45,829 0.1  24,716 0.1 

Ⅴ 自己株式   △61 △0.0  △129 △0.0  △106 △0.0 

資本合計   5,167,954 14.7  199,956 0.6  △75,364 △0.2 

負債・資本合計   35,121,417 100.0  32,478,156 100.0  31,282,552 100.0 

           



 
（訂正後） 

－  － 
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② 中間損益計算書                                     （単位：千円） 

  
前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15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 ※１  4,542,725 100.0  6,826,028 100.0  15,356,408 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,966,568 175.4  8,297,173 121.6  19,136,812 124.6 

売上総損失   3,423,843 △75.4  1,471,144 △21.6  3,780,404 △24.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,339,882 29.5  1,197,508 17.5  2,657,998 17.3 

営業損失   4,763,725 △104.9  2,668,653 △39.1  6,438,403 △41.9 

Ⅳ 営業外収益 ※２  261,391 5.8  87,017 1.3  372,275 2.4 

Ⅴ 営業外費用 ※３  537,432 11.8  671,710 9.9  2,031,454 13.2 

経常損失   5,039,766 △110.9  3,253,346 △47.7  8,097,582 △52.7 

Ⅵ 特別利益   － -  23,400 0.4  125,727 0.8 

Ⅶ 特別損失   19,999 0.5  － －  21,202 0.2 

税引前中間純損失又
は税引前当期純損失 

  5,059,766 △111.4  3,229,946 △47.3  7,993,057 △52.1 

法人税、住民税及び
事業税 

 4,522   3,611   7,991   

過年度法人税、住民
税及び事業税 

 －   12,210   23,158   

法人税等調整額(△
貸方) 

 △2,005,780 △2,001,258 △44.1 － 15,822 0.3 286,337 317,488 2.0 

中間純損失又は当期
純損失 

  3,058,507 △67.3  3,245,769 △47.6  8,310,545 △54.1 

前期繰越利益又は 
前期繰越損失（△） 

  769,698   △7,540,847   769,698  

中間未処理損失）又
は当期未処理損失 

  2,288,809   10,786,616   7,540,847  

           

 



 

（訂正後） 

－  － 
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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 

前中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

───── 当社は、前会計年度において大幅な

純損失を計上した結果、貸出コミッ

トメントライン契約の財務制限条項

に抵触することとなり、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おりました。その状況に対して、当

社は株主の皆様のご協力により2月

27日に３５億円の第三者割当増資を

行い、その結果、貸出コミットメン

トライン契約を締結し現在に至って

おります。 

 増資によって自己資本の充実を実

現いたしましたが、当中間会計期間

において3,245,769千円の中間純損

失を計上した結果、当中間会計期間

末において自己資本額は199,956千

円（自己資本比率0.6％）となって

おります。また、映像コンテンツプ

ロバイダー事業は先行投資型のビジ

ネスモデルであるため、仕入契約済

みの映像使用権の対価や広告宣伝費

の支払等を手許資金及び営業キャッ

シュフローで回収することが容易で

はない状況であり、当中間会計期間

末においても継続企業の前提に関す

る重要な疑義が生じております。 

ただし、当中間会計期の純損失は

当社グループの売上高の季節的変動

によるものが中心となっておりま

す。当社グループの映像コンテンツ

の中心となるハリウッドの制作スケ

ジュールにより完成映像コンテンツ

の引渡しが下半期に集中すること、

資金効率及び収益確保の早期化の観 

点から映像コンテンツ入手後ビデオ

版権及びテレビ版権の速やかなライ

センスに努めていることから、売上

高は下半期に集中しております。 

 

当事業年度の映像版権事業は、大

型作品のビデオライセンス販売が翌

期にずれ込んだこと、テレビ放映権

の間接販売を減少させたことによ

り、大幅に減収となりました。 

費用面では、大型作品の宣伝費が

増加したことに加え、期末の外国為

替レートが平均予約レートと比較し

て円高となったことにより多額のデ

リバティブ損失が発生しました。 

その結果、当事業年度において大

幅な当期純損失を計上し、貸出コ

ミットメントライン契約の財務制限

条項に抵触することとなり、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、

現在、金融機関及び大株主等に対し

支援をお願いしており、当面資金調

達に支障は生じないものと考えてお

ります。 

また、「対処すべき課題」に記載

のとおり、中期経営計画（Ｖ－ＰＲ

ＯＪＥＣＴ）を実施し、収益力の改

善を図るとともに、資本増強も視野

に入れて財務体質の強化を行ってい

く予定であります。 

なお、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。 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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前中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

───── 当社は、当該状況を解消すべく、

「中長期的な経営戦略」に記載して

おりますとおり、今年度より中期経

営計画（Ｖ－ＰＲＯＪＥＣＴ）を実

施しており、より一層収益力の改善

に努め、財務体質の強化を進める予

定であります。また、金融機関に対

し支援をお願いする一方、債権の流

動化を進めることにより、当面資金

調達に支障は生じないものと考えて

おります。 

 なお、中間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

のような疑義の影響を反映しており

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15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 子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

子会社株式 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 ①時価のあるもの ①時価のあるもの ①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 

なお、評価差額は全部資

本直入法により処理して

おり、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます。 

同左 決算日の市場価格等に基

づく時価法 

なお、評価差額は全部資

本直入法により処理して

おり、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます。 

 ②時価のないもの ②時価のないもの ②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 

 ①仕掛品 ①仕掛品 ①仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

 ②映像使用権 ②映像使用権 ②映像使用権 

 定率法による２年償却 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 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 

  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 

  均等償却 同左 同左 

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 同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の賞与支給見込

額のうち当中間会計期間の負

担に属する部分の金額を計上

しております。 

同左 従業員の賞与の支給に備え

るため、賞与の翌期支給見込

額のうち当事業年度の負担に

属する部分の金額を計上して

おります。 



 

（訂正後） 

－  － 
 

 

7 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 

(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

ける退職給付債務の額から、

年金資産の額を控除した額を

計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

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の

見込額に基づき、計上してお

ります。 

 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間会計期間末現在の支給見積

額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末現在の支給見積額を計上し

ております。 

４．外貨建ての資産及び 

負債の本邦通貨への 

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

５．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 

６．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて､

特例処理の条件を充たし

ている場合には、特例処

理を採用しております。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

（3）ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動

リスクを回避する目的で金

利スワップを行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。 

(4)ヘッジの有効性の評価 

特例処理の要件に該当す

ることを事前に確認してお

り、有効性の判定は省略し

ております。 

（1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

（3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

(4)ヘッジの有効性の評価 

同左 

（1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

（3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

(4)ヘッジの有効性の評価 

同左 

 



 

（訂正後） 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

７．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 

（1）消費税の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

 なお、仮払消費税と仮受消費

税は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

（1）消費税の会計処理 

同左 

（1）消費税の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

(2) 自己株式及び法定準備金の

取崩等に関する会計基準 

「自己株式及び法定準備金の取

崩等に関する会計基準」（企業

会計基準第１号）が平成14年４

月１日以降に適用されることに

なったことに伴い、当事業年度

から同会計基準によっておりま

す。これによる当事業年度の損

益に与える影響はありません。 

なお、財務諸表等規則の改

正により、当事業年度における

貸借対照表の資本の部について

は、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 



 

（訂正後） 

－  － 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成15年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成16年３月31日） 

前事業年度 
（平成15年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

34,564千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

36,757千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

34,217千円 

２．偶発債務 ２．偶発債務 ２．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金につい

て、下記の会社に対し遡及義務を

負っております。 

債権譲渡を行った売掛金につい

て、下記の会社に対し遡及義務を

負っております。 

 債権譲渡を行った売掛金につい

て、下記の会社に対し遡及義務を

負っております。 
 
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式
会社 

1,385,643千円

ＳＭＢＣファイナン
スサービス株式会社 

1,501,500 

ダイヤモンドリース
株式会社 

1,011,045 

エヌイーシーリース
株式会社 

862,230 

住商リース株式会社 305,875 

計 5,066,293 
 

   

（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式
会社 

582,750千円

ダイヤモンドリース
株式会社 

494,025 

UFJ銀行 341,460 

NECリース株式会社 306,967 

計 1,725,202 

  
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式
会社 

745,815千円

ＳＭＢＣファイナン
スサービス株式会社 

847,770 

ダイヤモンドリース
株式会社 

553,350 

ＮＥＣリース株式会
社 

636,037 

興銀リース株式会社 97,020 

住商リース株式会社 114,250 

計 2,994,242 
  

３．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行19行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当中間会計期間末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

３．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行９行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当中間会計期間末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

３．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行14行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当事業年度末における貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残

高は次のとおりであります。 
 
 貸出コミットメント
ラインの総額 

15,000,000千円

 借入実行残高 5,000,000 

差引額 10,000,000 
  

 
 貸出コミットメント
ラインの総額 

12,000,000千円

 借入実行残高 11,000,000 

差引額 1,000,000 
  

 
 貸出コミットメント
ラインの総額 

14,000,000千円

 借入実行残高 2,000,000 

差引額 12,000,000 
 

 



 

（訂正後） 

－  － 
 

 

10 

（損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

※１．売上高の季節的変動 

 当社の売上高は、当社の映像コンテン

ツの中心となるハリウッドの製作スケ

ジュールにより完成映像コンテンツの引

渡しが下半期に集中すること、資金効率

及び収益確保の早期化の観点から映像コ

ンテンツ入手後ビデオ版権及びテレビ版

権の速やかなライセンスに努めているこ

とから、売上高は下半期に集中しており

ます。 

 このため、事業年度の上半期の売上高

と下半期の売上高との間に著しい相違が

あり、上半期と下半期の業績に季節的変

動があります。 

※１．売上高の季節的変動 

同左 

※１． 

───── 

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 1,035千円 

為替差益 241,464 
  

 
受取利息 1,484千円 

ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ利益 51,346 
  

 
受取利息 9,586千円 

為替差益 246,797 
  

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの 
    

支払利息 178,205千円 

支払手数料 37,424 

売上債権売却損 52,772 

デリバティブ損失 266,234 
 

  
支払利息 235,334千円 

支払手数料 118,510 

売上債権売却損 21,136 

為替差損 247,661 
  

 
支払利息 351,022千円 

支払手数料 66,154 

売上債権売却損 151,524 

デリバティブ損失 1,354,371 
  

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 
 

有形固定資産 3,171千円 

無形固定資産 1,153 
  

 
有形固定資産 2,538千円 

無形固定資産 607 
  

 
有形固定資産 6,131千円 

無形固定資産 2,042 
  

 



 

（訂正後） 

－  － 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

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 

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 

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 

(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会計期

間末残高相当額 

(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中間会計期

間末残高相当額 

(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 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間会計
期間末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 130,341 59,863 70,477 

無形固定資産 109,860 74,924 34,936 

合計 240,202 134,788 105,413 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間会計
期間末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 85,533 46,563 38,969 

無形固定資産 148,784 104,096 44,688 

合計 234,317 150,660 83,657 

  

 

 
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） 

有形固定資産 85,533 36,365 49,166 

無形固定資産 160,278 101,438 58,840 

合計 245,811 137,804 108,006 

  
(2）未経過リース料中間会計期間末残

高相当額 

(2）未経過リース料中間会計期間末残

高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 43,893千円 

１年超 63,800千円 

 合計 107,694千円 
  

 
１年内 42,760千円 

１年超 45,720千円 

 合計 88,481千円 
  

 
１年内 47,673千円 

１年超 65,692千円 

 合計 113,366千円 
  

(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、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

(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 26,305千円 

減価償却費相当額 24,635千円 

支払利息相当額 1,246千円 
  

 
支払リース料 26,503千円 

減価償却費相当額 24,349千円 

支払利息相当額 1,618千円 
  

 
支払リース料 55,108千円 

減価償却費相当額 51,243千円 

支払利息相当額 4,080千円 
  

(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 

２.        － ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

         － 未経過リース料  

1年内 2,260千円 

1年超 0千円 

  合計 2,260千円 
 

未経過リース料  

1年内 2,470千円 

1年超 1,025千円 

  合計 3,495千円 
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平成 16 年 ９ 月期   決算短信（連結） 平成１８年７月１４日 

上 場会 社 名 株式会社 ギャガ・コミュニケーションズ    上場取引所 大証（ヘラクレス市場） 

コ ード番 号  4280     本社所在都道府県 東京都 
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代  表  者 代表取締役社長  宇野 康秀 
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決算取締役会開催日 平成１６年１１月２２日  

米国会計基準採用の有無 無  

１ 16年9月期の連結業績（平成15年10月1日～平成16年9月30日） 

(1) 連結経営成績                  （注）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 営業損益 経常損益 

 

16年9月期 

15年9月期 

百万円   ％ 

11,858      △34.2  

18,016      △18.6  

百万円   ％ 

△7,030        －  

△6,247        －  

百万円   ％ 

△7,507         －  

△7,926         －  
 

 当期純損益 
１株当たり 

当期純損益 

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 

 

16年9月期 

15年9月期 

百万円   ％ 

△16,459      －  

△8,207      －  

円  銭 

△1,177   18  

△834   80  

円  銭 

―  ―  

―  ―  

％ 

―   

―   

％ 

△24.4   

△20.8   

％ 

△63.3   

△44.0   

(注)①持分法投資損益      16年９月期      －百万円   15年９月期      －百万円 

②期中平均株式数（連結）  16年９月期     13,981,958 株   15年９月期    9,831,752 株 

③会計処理の方法の変更   有 

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 

(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 

16年９月期 

15年９月期 

百万円 

27,651    

31,838    

百万円 

△13,226    

△287    

％ 

△47.8 

△0.9 

円   銭 

△785    79  

△29   21  

(注)期末発行済株式数（連結）  16年９月期      16,831,683 株  15年９月期     9,831,718 株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 

16年９月期 

15年９月期 

百万円 

△12,056    

967    

百万円 

△29    

△145    

百万円 

13,306    

△1,244    

百万円 

5,165    

4,036    

(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)  － 社  (除外)  － 社     持分法 (新規)  － 社   (除外)  － 社 

２ 17年9月期の連結業績予想（平成16年10月1日～平成17年9月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

中間期 

通 期 

百万円 

 8,000 

16,000 

百万円 

100 

400 

百万円 

100 

200 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 11円 88銭 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としております。 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる

結果となる可能性があります。  
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１．企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社である株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング、

株式会社キネマ旬報社および株式会社ギャガ・デジタルブレイン並びに、非連結のグループ会社で

ある米国現地法人Gaga America, Inc.及び株式会社ギャガ・ミュージックにより構成されておりま

す。 

【事業概況表】 

区 分      会 社 名           事 業 内 容             

当 社 

海外映像コンテンツの日本国内における映

像使用権の買付け、映像コンテンツの配給、

ビデオ版権及びテレビ版権のライセンス 

Gaga America,Inc. 海外映像コンテンツに関する情報収集 

映 像 コ ン テ ン ツ 

プ ロ バ イ ダ ー 事 業 

株式会社ギャガ・ 

ミュージック 
音楽著作権の管理 

放 送 事 業 

映画情報番組の企画・製作・放送 

映画情報等のコンテンツ提供およびそれに

付帯する製作受託 

株式会社ギャガ・クロス 

メディア・マーケティング 

ビデオ業界誌及びDVD情報誌の業界向け出版 
出 版 事 業 

株式会社キネマ旬報社 映画情報誌の出版 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ＆ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ

事業 

株式会社ギャガ・デジタル

ブレイン 

リサーチ＆マーケティングサービスおよび

システムソリューションの受託 

また、当社グループの事業の概況は下図のとおりであります。 

当社グループ全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無印 ：連結子会社 

(※) ：非連結子会社、持分法非適用会社 

（注）上記のほかに持分法を適用しない関連会社として株式会社ＢＢＢ（出資比率：20％）があります。 

 

海外権利元 

 

管理業務委託 

音楽著作権利用 

海外映像ｺﾝﾃﾝﾂ 
情報収集委託 

 

映像コンテンツの日本国内における

映像使用権買付け 

映像コンテンツ 
情報提供 

（当社） 
株式会社ギャガ・ 
コミュニケーションズ 

（※）株式会社 
ｷﾞｬｶﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ 

（※） 
Gaga America, Inc. 

映画興行界 ビデオ業界 テレビ業界 ブロードﾊﾞﾝﾄﾞ・携帯・ 
PDA市場など 

劇場映画配給 ビデオ･ 

DVD化権販売 
テレビ放映権販売 

映画情報提供 ﾋﾞﾃﾞｵ業界誌発行･ 

DVD業界誌発行 
放映番組の 

企画・製作・運営 映画情報提供 

株式会社 
キネマ旬報社 

ﾈｯﾄ権販売 

株式会社 
ｷﾞｬｶﾞ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾞﾚｲﾝ 

ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ委託 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾘｻｰﾁ委託 

株式会社ギャガ・ 
クロスメディア 
マーケティング 
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社は、株式会社有線ブロードネットワークスの子会社となるのを機に、平成 17年 9月期か

ら平成 19年 9月期までの中期経営計画として「改革プラン」を策定いたしました。 

当社は、親会社となる株式会社有線ブロードネットワークス、社外取締役である依田巽氏お

よび株式会社レントラックジャパンの支援のもと、経営体制および管理体制の強化を図り、収

益性および信頼の回復に努めます。また、社員のモラル・モチベーションの高揚のための抜本

的改革を実現いたします。 

 そして、会計方針の変更により、実態をより適正に反映した損益計算を行い、金融機関およ

び投資家からの信頼を回復するよう努めるとともに、作品の新規買付けを絞ることでギャガ本

体の企業規模を適正規模に再構築し、収益性の早期回復を目指します。 

 さらに、株式会社有線ブロードネットワークスのグループ各社とのシナジーを具現化し、収

益性を改善するとともに、収益性が高く安定した、ギャガ・グループ会社（株式会社ギャガ・

クロスメディア・マーケティング、株式会社キネマ旬報社および株式会社ギャガ・デジタルブ

レイン）の映画情報サービス事業を積極的に伸ばすことによりグループ全体の収益性と安定性

を高めます。 

「改革プラン」の概要につきましては、中長期的な経営戦略をご参照下さい。 

 
（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要目標のひとつとして位置付けてお

り、配当について、業績、財政状態、将来の事業拡大に役立てるための内部留保の必要性等を総合的

に勘案し検討することとしております。 

今期に関しましては、最終損失を計上したことにより配当を見送る事とさせていただきましたが、

来期以降につきましては、収益回復により早期の復配となるよう努めてまいります。 

 

（３）中長期的な経営戦略 

① 会計方針の変更による損益状況の明確化 

1) 買付コストの償却方法の変更  

 平成 16年 9月期より、作品買付コストの償却方法を「2年の定率法」から「権利毎の一

括償却」に変更いたします。その効果として、収益と費用の関係が明確となり利益を意識

した適性規模での経営が可能とします。 

② 取扱作品の厳選による収益性の回復  

作品の買付基準は収益性をより重視した厳しい基準とし、買付作品を厳選するとともに取

扱作品数を減少させます。 

1) マーケティングの効率化 

・当社の得意分野であり、利益率の高い大型作品と単館系作品に買付配給を集中させます。 

・作品価値を最大化するために重要な劇場営業の有利な展開を図ります。 

・各作品の利益を高めるための施策に、より大きな時間を投下することを図ります。 
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2) 大幅な経費の削減 

 買付作品数を減少させることにより、買付部門・宣伝部門・管理部門の人件費を含めた

経費の削減を図ります。 

 ※平成 17年 9月期の公開予定作品の買付は進んでおり、買付本数削減の効果が現れるの

は平成 18年 9月期以降となります。 

 

3) USENグループとのシナジーを発揮 

・株式会社有線ブロードネットワークスと株式会社ショウタイム 

 今後の成長戦略分野であるブロードバンド市場向け映画・映像配信事業において、親会

社となる株式会社有線ブロードネットワークスとグループ会社である株式会社ショウタイ

ムのもつインフラを優先的に活用し新たな収益機会を獲得いたします。 

・株式会社ユーズ・ビーエムビー エンタテイメント 

 株式会社ユーズ・ビーエムビー エンタテイメントが全国展開するカラオケボックスを活

用したプライベートシアター向けに当社が保有する映像コンテンツを提供し、新たな収益

源といたします。 
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３．経営成績および財政状態 
（１）当期の業績 

当期における国内経済は、輸出、生産の緩やかな回復や民間投資の増加により、回復基調が見受け

られるものの、個人消費は緩やかな増加にとどまり、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

映像コンテンツ業界に目を向けると、ブロードバンドの普及に伴い新たな映像コンテンツ配信の方

策が広がり始めるなど今後の成長が望まれる一方、既存の配給形態による市場規模は低調に推移し、

引き続き厳しい環境となりました。 

このような状況の中、当社グループは映像情報サービス事業の拡大や映像コンテンツにおける新市

場の開拓に注力してまいりましたが、既存市場においては大型作品の完成の遅れやテレビ版権事業に

おける大手同業他社の民事再生法適用の動き等により販売が減少するとともに、映像配給事業におけ

る広告宣伝費の増加や一部大型作品の興行収入の不振により利益率が減少いたしました。 

この結果、当期の売上高は 118億 58百万円（前年度比 34.2%減）、営業損失 70億 30百万円（前年

度は 62億 47百万円の損失）、経常損失 75億７百万円（前年度は 79億 26百万円の損失）となりま

した。また、映像使用権の償却方法の変更による特別損失が発生したため、当期純損失については 164

億 59百万円（前年度は 82億７百万円の損失）となりました。 

  

事業部門別売上高の状況は以下のとおりであります。 

 

＜映像関連事業＞ 

[映像版権事業] 

当期のビデオ版権事業は、DVD市場の拡大に伴う急速なコンテンツ需要から、ビデオメーカーの

作品確保の動きが活発化する中、一方で、市場でのDVD価格が過剰競争から低下の傾向が見られ、

それに伴ってビデオ権の販売価格も下がる状況となりました。また、売れ筋が大型作品に集中する

傾向にあり、市場での作品の差別化が進みました。そのような状況下、ヨーロッパ映画の良質な作

品のビデオ権の売上げは順調であったものの、期末に予定していたアメリカ映画の「マスク２」や

「アフター・ザ・サンセット」などの大型作品の完成がずれ込みました。また、当連結会計年度の

テレビ版権事業は、大手同業他社の民事再生手続開始に伴い洋画版権販売市場が厳しい販売状況と

なりました。尚、当期においてビデオ化権販売の売上計上基準を変更した影響により売上高が大幅

に減少しております。 

その結果、当期の売上高は26億61百万円（前年度比73.1％減）となりました。 

 

[映画配給事業] 

当期の映画配給事業は、「グッバイ、レーニン！」「真珠の耳飾りの少女」他のミニシアター公開

作品は総じて堅調な結果となりました。しかしながら、全国チェーン公開作品につきましては、「キ

ル・ビルvol.１」が興行収入25億円のヒットとなりました一方「タイムライン」「キル・ビルvol.

２」「ヴァン・ヘルシング」等の大型作品に相応の宣伝費を投入したものの配給収入が伸び悩み収支

が悪化し計画未達となりました。 

その結果、当期の売上高は、62億37百万円（前年度比14.0％増）となりました。 



（訂正後） 
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[放送事業] 

当期の放送事業はケーブルＴＶ各局への配信業務の強化に努め、業界最大手「Ｊ－ＣＯＭ」ほか

多数の局への新規参入を達成いたしました。「Ｊ－ＣＯＭ」での配信は２００４年４月より開始して

おり、来期以降の業績への寄与が期待されます。また、海外有力コンテンツ「ＳｏｕｎｄＴｒａｃ

ｋ Ｃｈａｎｎｅｌ」の供給を開始し、これを用いた映画音楽（サウンドトラック）番組等、番組

コンテンツの拡充を図ったほか、普及速度の高まったブロードバンド向けコンテンツ供給の強化に

も尽力してまいりました。 

これらを背景にケーブル視聴収入、広告事業は前連結会計年度に比べ大幅な伸びを見せたものの、

受託制作しておりましたＢＳデジタルやＣＳプロモーション番組の番組終了に伴い、コンテンツ受

託制作事業は不調に終わりました。 

その結果、当期の売上高は、10億９百万円（前年度比6.4％減）となりました。 

 

[出版事業] 

当期における映像ソフト業界は、依然としてビデオレンタル市場の停滞が続く中、昨年に引き続

きＤＶＤセル市場が好調な成長を続け、活況を呈しております。ＤＶＤについては特にインターネ

ット上の仮想店舗、所謂ｅコマース市場が急速に拡大しており、従来のレコード店、家電量販店に

続く主要販路として完全に定着したと言えます。 

このような背景は当社出版物にとってもその主要コンテンツである「仕入情報」の提供先拡大に

繋がり、「主要な流通で実際に仕入に使用されている」実績に基づいた広告出稿量の増大を達成し、

月刊「ＤＶＤナビゲーター」の広告料収入が非常に高い伸びを達成いたしました。また同誌は２０

０４年１０月発売の１１月号をもって創刊５０号を迎えましたが、将来の本事業を担う新たな主力

商品として着実に育ちつつあります。その他、主力の月刊「ビデオ・インサイダー・ジャパン」に

つきましても、厳しいビデオレンタル市況の中において競合他誌に打ち勝ち、前年実績を上回るこ

とができました。 

その結果、当期の売上高は、19億９百万円（前年度比20.4％増）となりました。 

 

＜マーケティング＆システムソリューション事業＞ 

当期のマーケティング＆システムソリューション事業は、データベースマーケティングサービス

の外販事業が好調に推移しました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は40百万円となりました。 

 

 

（２）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、税金等調整前当期純損失を

計上したものの追加の借入金及び新株式の発行を行ったことにより、前連結会計年度末に比べ 11億

28百万円増加し、当連結会計年度末には51億65百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 



（訂正後） 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、120億56百万円（前期比130億23百万円減）となりました。

これは、主に税金等調整前当期純損失を計上したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、29百万円（同１億 15百万円減）となりました。これは、主に

投資有価証券の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は、133億６百万円（同145億51百万円増）となりました。これは、

主に追加の借入金および新株式の発行によるものです。 

 

 

（３）次期の見通し 

当社グループは一日も早い黒字化を目指し、先述しました改革プランへの取り組みを行い、安定し

た収益の獲得に取り組んでまいります。 

 

平成17年９月期の連結業績見通しにつきましては、売上高160億円、経常利益４億円、当期純利益

２億円を見込んでおります。 

 また、平成17年９月期の単独業績見通しにつきましては、売上高125億円、経常利益１億円、当

期純利益50百万円を見込んでおります。 



 
（訂正後） 

－  － 
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４.連結財務諸表等 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成15年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成16年９月30日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額(千円) 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   4,408,502   5,165,439  756,936 

２．受取手形及び売掛金   8,787,879   3,811,925  △4,975,954 

３．たな卸資産   9,956,333   9,887,951  △68,382 

４．前渡金   －   2,589,429  2,589,429 

５．繰延税金資産   －   121,800  121,800 

６．共同買付立替金   1,925,150   954,862  △970,287 

７．未収入金   4,135,381   3,465,564  △669,817 

８．その他   1,698,917   1,349,456  △349,461 

９．貸倒引当金   △112,868   △576,327  △463,458 

流動資産合計   30,799,296 96.7  26,770,101 96.8 △4,029,194 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※１  42,384 0.1  35,297 0.1 △7,087 

２．無形固定資産         

(1）連結調整勘定   189,807   142,355  △47,451 

(2）その他   18,405   35,040  16,634 

無形固定資産合計   208,213 0.7  177,396 0.7 △30,817 

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※２  318,128   298,818  △19,309 

(2）長期貸付金   10,775   10,255  △519 

(3）その他   528,050   1,435,733  907,682 

(4) 貸倒引当金   △68,059   △1,076,241  △1,008,182 

投資その他の資産合計   788,895 2.5  668,566 2.4 △120,328 

固定資産合計   1,039,493 3.3  881,260 3.2 △158,233 

資産合計   31,838,789 100.0  27,651,361 100.0 △4,187,428 

         

 



 
（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度 

（平成15年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成16年９月30日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額(千円) 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   10,615,425   7,425,934  △3,189,490 

２．短期借入金   6,944,593   17,239,092  10,294,499 

３．未払法人税等   35,966   19,345  △16,621 

４．前受金   4,041,922   6,279,953  2,238,031 

５．賞与引当金   113,938   99,076  △14,862 

６．返品調整引当金   61,828   65,427  3,598 

７．未払金   2,418,232   2,920,816  502,583 

８．共同買付預り金   2,131,963   2,087,021  △44,942 

９．その他   1,023,720   796,861  △226,859 

流動負債合計   27,387,592 86.0  36,933,529 133.5 9,545,936 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   3,940,300   3,097,700  △842,600 

２．退職給付引当金   50,123   58,151  8,028 

３．役員退職慰労引当金   292,724   300,841  8,117 

４．繰延税金負債   16,824   30,912  14,088 

５．その他   175,767   51,056  △124,710 

固定負債合計   4,475,738 14.1  3,538,661 12.8 △937,076 

負債合計   31,863,331 100.1  40,472,191 146.3 8,608,860 

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   262,674 0.8  405,315 1.5 142,640 

         

 



 
（訂正後） 
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前連結会計年度 

（平成15年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成16年９月30日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額(千円) 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※5  3,686,964 11.6  5,436,964 19.7 1,750,000 

Ⅱ 資本剰余金   3,735,535 11.7  5,485,535 19.8 1,750,000 

Ⅲ 利益剰余金   △7,734,326 △24.3  △24,193,575 △87.5 △16,459,248 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   24,716 0.1  45,058 0.2 20,341 

Ⅴ 自己株式 ※6  △106 △0.0  △129 △0.0 △22 

資本合計   △287,216 △0.9  △13,226,145 △47.8 △12,938,929 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  31,838,789 100.0  27,651,361 100.0 △4,187,428 

         



 
（訂正後） 

－  － 
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高   18,016,012 100.0  11,858,759 100.0 △6,157,252 

Ⅱ 売上原価   20,575,104 114.2  15,234,127 128.5 △5,340,976 

売上総損失   2,559,091 △14.2  3,375,368 △28.5 △816,276 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  275,268   256,353    

２．給与手当  1,129,840   1,038,938    

３．賞与引当金繰入額  103,648   87,490    

４．退職給付費用  18,295   25,453    

５．役員退職慰労引当金繰入額  47,274   24,617    

６．貸倒引当金繰入額  53,617   283,163    

７．賃借料  270,212   227,248    

８．支払手数料  －   529,835    

９．その他  1,790,330 3,688,486 20.5 1,182,338 3,655,437 30.8 △33,046 

営業損失   6,247,578 △34.7  7,030,805 △59.3 △783,227 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息  9,996   2,024    

２．為替差益  247,241   －    

３．デリバティブ利益  －   665,725    

４．その他  106,342 363,580 2.0 60,218 727,968 6.1 364,387 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息  351,411   390,378    

２．支払手数料  66,154   581,334    

３．売上債権売却損  151,524   46,952    

４．為替差損  －   148,402    

５．デリバティブ損失  1,354,371   －    

６．その他  118,829 2,042,291 11.3 37,443 1,204,511 10.1 △837,780 

経常損失   7,926,289 △44.0  7,507,348 △63.3 418,941 

        

 



 
（訂正後） 
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前連結会計年度 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額(千円) 

Ⅵ 特別利益         

１．前期損益修正益  125,727   －    

２．投資有価証券売却益  1,439   －    

３．役員退職慰労引当金戻入益  － 127,167 0.7 22,400 22,400 0.2 △104,767 

Ⅶ 特別損失         

１．映像使用権の償却
方法の変更に伴う
前期損益修正損 

 －   6,355,434    

２．過年度売上値引及
び売上戻り損失 

 －   1,436,074    

３．貸倒引当金繰入額  －   1,023,881    

４．役員退職慰労引当
金繰入額 

 －   23,900    

５．固定資産除却損  2,737   －    

６．投資有価証券評価損  29,999   73,739    

７．出資金評価損  900 33,637 0.2 － 8,913,028 75.2 8,879,390 

税金等調整前 
当期純損失 

  7,832,759 △43.5  16,397,977 △138.3 △8,565,217 

法人税、住民税及び事業税  17,617   28,220    

過年度法人税、住民税及び
事業税 

 23,158   12,210    

法人税等調整額  286,337 327,113 1.8 △121,800 △81,369 △0.7  

少数株主利益   47,780 0.3  142,640 1.2  

当期純損失   8,207,654 △45.6  16,459,248 △138.8 △8,251,594 

         

 

 



 
（訂正後） 
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   
 
 

  

資本準備金期首残高  3,735,535 3,735,535 3,735,535 3,735,535 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

増資による新株の発行  － － 1,750,000 1,750,000 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   3,735,535  5,485,535 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高      

連結剰余金期首残高  542,150 542,150 △7,734,326 △7,734,326 

Ⅱ 利益剰余金減少高      

１．配当金  68,822  －  

   ２．当期純損失  8,207,654 8,276,476 16,459,248 16,459,248 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △7,734,326  △24,193,575 

      

 



 
（訂正後） 

－  － 
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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14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30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
益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

 △7,832,759 △16,397,977 

減価償却費  15,412 12,657 

連結調整勘定償却額  47,451 47,451 

貸倒引当金の増加額  － 1,471,640 

デリバティブ損失又は
デリバティブ利益(△) 

 1,354,371 △776,370 

投資有価証券評価損  29,999 73,739 

役員退職慰労引当金の
増加額又は減少額(△) 

 41,834 8,117 

受取利息及び受取配当
金 

 △10,911 △2,649 

支払利息  351,411 390,378 

売上債権の増加額（△） 
又は減少額 

 3,812,983 3,952,073 

たな卸資産の増加額
（△）又は減少額 

 3,132,642 68,382 

共同買付立替金の増加
額(△)又は減少額 

 310,635 970,287 

前渡金の減少額  201,666 △1,650,305 

未収入金の増加額（△） 
又は減少額 

 2,586,889 669,817 

仕入債務の増加額また
は減少額（△） 

 △2,303,333 △3,189,490 

未払金の増加額又は減
少額（△） 

 △1,912,144 502,583 

共同買付預り金の増加
額又は減少額(△) 

 △1,340,456 △44,942 

前受金の増加額  3,348,456 2,238,031 

その他  △102,839 41,987 

小計  1,731,311 △11,614,587 

利息及び配当金の受取
額 

 10,910 2,638 

利息の支払額  △333,713 △387,457 

法人税等の支払額  △441,296 △57,051 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 967,212 △12,056,458 



 
（訂正後） 

－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

無形固定資産の取得に
よる支出 

 － △17,912 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △60,000 △20,000 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 4,518 － 

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の取得に
よる支出 

 △105,917 － 

その他  15,893 8,250 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △145,505 △29,662 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

短期借入による収入  62,010,000 50,937,042 

短期借入金の返済によ
る支出 

 △67,445,000 △39,744,999 

長期借入による収入  7,500,000 2,329,450 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △3,241,000 △3,697,850 

株式の発行による収入  － 3,483,001 

配当金の支払額  △68,822 － 

その他  △45 △22 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △1,244,868 13,306,622 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 △57,153 △91,821 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額又は減少額(△) 

 △480,314 1,128,680 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 4,517,073 4,036,759 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 4,036,759 5,165,439 

    

 



 
（訂正後） 
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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14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度の映像版権事業は、大型作品のビデオ

ライセンス販売が翌期にずれ込んだこと、テレビ放映権

の間接販売を減少させたことにより、大幅に減収となり

ました。 

費用面では、大型作品の宣伝費が増加したことに加

え、期末の外国為替レートが平均予約レートと比較して

円高となったことにより多額のデリバティブ損失が発生

しました。 

その結果、当連結会計年度において大幅な当期純損失

を計上し、貸出コミットメントライン契約の財務制限条

項に抵触することとなり、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、現在、金融機関及び

大株主等に対し支援をお願いしており、当面資金調達に

支障は生じないものと考えております。 

また、「中長期的な経営戦略」に記載のとおり、中期

計画（Ｖ－ＰＲＯＪＥＣＴ）を実施し、収益力の改善を

図るとともに、資本増強も視野に入れて財務体質の強化

を行っていく予定であります。 

なお、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。 

当社グループは、前期において8,027,654千円の当期

純損失を計上し、当社の貸出コミットメントライン契約

の財務制限条項に抵触することとなり、継続企業の前提

に関する重要な疑義が生じました。 

当該状況を解消すべく、金融機関及び大株主等に対

して支援をお願いし、平成16年１月にコミットメントラ

イン契約を更新し、2月27日付けで35億円の第三者割当

増資を完了させております。また、中期経営計画（Ｖ－

ＰＲＯＪＥＣＴ）を策定し、収益力の改善及び財務体質

の強化に努めてまいりました。 

しかしながら、大型作品の完成の遅れやテレビ業界

における大手企業の民事再生法適用の動き等により販売

が減少するとともに、映像配給事業における広告宣伝費

の増加や一部大型作品の興行収入の不振による利益率の

低下および会計方針の変更による特別損失の計上によ

り、当期において16,459,248千円の当期純損失を計上し

た結果、13,226,145千円の債務超過となり、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、株主総会の承認を

前提に、平成16年12月27日及び平成17年1月11日に合計

で14,000,000千円の第三者割当増資を実施する予定であ

り、株式会社有線ブロードネットワークスの子会社とな

る予定です。また、金融機関にも引続き支援をお願いし

ており、当面資金調達に支障は生じないものと考えてお

ります。 

今後は、｢対処すべき課題｣に記載のとおり、中期経

営計画（改革プラン）を実施し、株式会社有線ブロード

ネットワークスの子会社として、収益力の改善を図り、

再建を目指してまいります。 

なお、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。 



 
（訂正後） 

－  － 
 

16 

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14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ３社 

平成15年４月１日付にて、当社IT部門

を分社化し、商号を(株)ギャガ・デジタ

ルブレインとしております。 

(1）連結子会社の数 ３社 

 

 (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 

 (株)ギャガ・クロスメディア・ 

マーケティング 

(株)キネマ旬報社 

(株)ギャガ･デジタルブレイン 

同左 

 (3）連結の範囲の異動 (3） 

 (株)キネマ旬報社は、同社株式の取得

により新たに連結子会社となりました。 

                    

 (4）非連結子会社の名称及び連結の範囲

から除いた理由 

(4）非連結子会社の名称及び連結の範囲

から除いた理由 

 主要な非連結子会社 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。 

主要な非連結子会社 

同左 

 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法を適用しない非連結子会社の

及び関連会社の名称 

(1)持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社の名称 

 Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

(株)ビットワークス・ジャパン 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

(株)ビットワークス・ジャパン 

(株)ＢＢＢ 

 (2）持分法を適用しない理由 (2）持分法を適用しない理由 

  持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体として重要性がないため持

分法の適用の対象から除外しておりま

す。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

 

 



 
（訂正後） 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

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 

(イ)時価のあるもの 

当連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法 

なお、評価差額は全部資本直入法

により処理しており、売却原価は

移動平均法により算定しておりま

す。 

(ロ)時価のないもの 

移動平均法による原価法 

①有価証券 

その他有価証券 

(イ)時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

(ロ)時価のないもの 

同左 

 ②たな卸資産 

(イ）仕掛品 

個別法による原価法 

(ロ）映像使用権 

定率法による２年償却 

②たな卸資産 

(イ) 仕掛品 

同左 

(ロ) 映像使用権 

作品毎の映像使用権の金額を過去

の実績に基づいて劇場上映権、ビ

デオ化権及びテレビ放映権の予想

収益（利益）に応じて按分し権利

毎に使用による収益獲得時に一括

償却する方法 

 ③デリバティブ 

時価法 

③デリバティブ 

同左 

(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 

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

 定額法 

②無形固定資産 

同左 

(3）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、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。 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与の翌連結会計年度支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担に属する部分

の金額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

 ③返品調整引当金 

連結子会社の一部において、売上返

品による損失に備えるため、返品予測

高に対する売上総利益相当額を計上し

ております。 

③返品調整引当金 

同左 

 



 
（訂正後） 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

 ④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当連

結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。 

 

④退職給付引当金 

同左 

 

 ⑤役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社は、役員の退

職慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく当連結会計年度末現在の支給見

積額を計上しております。 

 

⑤役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社および一部の

連結子会社において、役員の退職慰労

金の支給に備えるため、内規に基づく

当連結会計年度末現在の支給見積額を

計上しております。 

 

 

(4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円価に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左 

(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 

(6)重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、特例処理の

条件を充たしている場合には、特例処

理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金 

③ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動リスクを回

避する目的で金利スワップを行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約ごと

に行っております。 

④ヘッジ有効性の評価 

特例処理の要件に該当することを事

前に確認しており、有効性の判定は省

略しております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段… 同左 

 ヘッジ対象…  同左 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

④ヘッジ有効性の評価 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

イ 消費税の処理方法 

税抜方式を採用しております。 

イ 消費税の処理方法 

同左 



 
（訂正後） 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

 ロ 自己株式及び法定準備金の取崩等に

関する会計基準 

「自己株式及び法定準備金の取崩

等に関する会計基準」（企業会計基

準第１号）が平成14年４月１日以降

に適用されることになったことに伴

い、当連結会計年度から同会計基準

によっております。これによる当連

結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。 

なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の資本の部及び連結剰余

金計算書については、改正後の連結

財務諸表規則により作成しておりま

す。 

ロ 

                    

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 

 連結調整勘定については、㈱キネマ旬

報社は５年間の均等償却、その他につい

ては発生年度に全額償却しております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度中

に確定した連結会社の利益処分に基づい

て作成しております。 

同左 

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投

資からなっております。 

同左 

 

 



 
（訂正後） 
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会計方針の変更 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

 （売上および映像使用権の会計方針の変更について） 

                      ビデオ化権販売売上は、従来、販売契約締結後ビデ

オソフトメーカーに対し素材の引渡しが可能となった

時点で計上しておりましたが（素材引渡可能日基

準）、当期から、ビデオソフトメーカーがビデオを発

売開始した時点で計上する方法（ビデオ発売日基準）

に変更いたしました。 

また、映像使用権の評価方法は、従来、定率法によ

る２年償却を採用しておりましたが、当連結会計年度

から、作品毎の映像使用権の金額を過去の実績に基づ

いて劇場上映権、ビデオ化権及びテレビ放映権の予想

収益（利益）に応じて按分し権利毎に使用による収益

獲得時に一括償却する方法に変更いたしました。 

この結果、従来の方法に比較して売上高52億49百万

円、売上原価59億76百万円がそれぞれ少なく計上さ

れ、さらに、映像使用権の評価方法について期首から

同一の会計処理方法を適用していた場合の影響額63億

55百万円を特別損失として計上したため、売上総損

失、営業損失及び経常損失はそれぞれ７億26百万円減

少し、税金等調整前当期純損失は56億29百万円増加し

ております。 
 

 （役員退職慰労引当金の会計方針の変更について） 

                      当社の連結子会社である株式会社ギャガ・クロスメ

ディア・マーケティングにおける、役員退職慰労引当

金について、従来、支出時の費用として処理しており

ましたが、当期より内規に基づく期末支給額を計上し

ております。これにより当期対応額12,000千円は販売

費及び一般管理費に、過年度対応額23,900千円は特別

損失に計上しております。 

この結果、従来と同一の方法に比べて営業損失及び

経常損失はそれぞれ12百万円増加し、税金等調整前当

期純損失が23百万円減少しております。 
 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表） 

１．前連結会計年度において、流動負債の「その他」に

含めていた「前受金」は、資産総額の100分５を超

えたため、当連結会計年度より区分掲記することと

しました。なお、前連結会計年度の流動資産の「そ

の他」に含まれる「前受金」の金額は671,921千円

であります。 

 

１．前連結会計年度において、流動資産の「その他」に

含めていた「前渡金」は、資産総額の100分の５を

超えたため、当連結会計年度より区分掲記すること

としました。なお、前連結会計年度の流動資産の

「その他」に含まれる「前渡金」の金額は939,124

千円であります。 



 
（訂正後） 
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（連結損益計算書） 

１.前連結会計年度において、販売費及び一般管理費の

「その他」に含まれていた「貸倒引当金繰入額」

は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度よ

り区分掲記することとしました。なお、前連結会計

年度の販売費及び一般管理費の「その他」に含まれ

る「貸倒引当金繰入額」は31,957千円であります。 

 

（連結損益計算書） 

１.前連結会計年度において販売費及び一般管理費の

「その他」に含めていた「支払手数料」は、金額の

重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記

することとしました。なお、前連結会計年度の販売

費及び一般管理費の「その他」に含まれる「支払手

数料」は、87,594千円であります。 

２.前連結会計年度において、営業外費用の「その他」

に含まれていた「デリバティブ損失」は、営業外費

用の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区

分掲記することとしました。なお、前連結会計年度

の営業外費用の「その他」に含まれる「デリバティ

ブ損失」は42,747千円であります。 

 

２. 前連結会計年度まで区分掲記していた「売上債権売

却損」は、当連結会計年度において、営業外費用の

100分の10以下となったため、営業外費用の「その

他」に含めて表示しております。なお、当連結会計

年度の「売上債権売却損」は、46,952千円でありま

す。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１.前連結会計年度において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれていた「前渡金

の増加額（△）又は減少額」は、金額の重要性が増

したため、当連結会計年度より区分掲記することと

しました。なお、前連結会計年度の営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含まれる「前渡

金の増加額（△）又は減少額」は△327,213千円であ

ります。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１.前連結会計年度において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれていた「貸倒引

当金の増加額」は、金額の重要性が増したため、当

連結会計年度より区分掲記することとしました。な

お、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれる「貸倒引当金の増加

額」は55,524千円であります。 

２．前連結会計年度において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含まれていた「前受金

の増加額」は、金額の重要性が増したため、当連結

会計年度より区分掲記することとしました。なお、

前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含まれる「前受金の増加額」は

531,861千円であります。 

 

２． 

                         



 
（訂正後） 

－  － 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成15年９月30日現在） 

当連結会計年度 
（平成16年９月30日現在） 

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 44,726千円 
  

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 46,658千円
  

※２．非連結子会社及び関連会社に対する株式の額 ※２．非連結子会社及び関連会社に対する株式等の額 
 

投資有価証券 41,407千円 
  

 
投資有価証券 61,407千円

    
３．偶発債務 

債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に

対し遡及義務を負っております。 

３．偶発債務 

債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に

対し遡及義務を負っております。 
 

（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式会社 745,815千円 

SMBCﾌｧｲﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ株式会社 847,770 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰｽ株式会社 553,350 

ＮＥＣリース株式会社 636,037 

興銀リース株式会社 97,020 

住商リース株式会社 114,250 

計 2,994,242 
 

 
（被保証会社） （保証債務残高） 

東銀リース株式会社 42,000千円

株式会社ユーエフジェイ銀
行 

221,260 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾘｰｽ株式会社 － 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰｽ株式会社 － 

計 263,260 
  

４．貸出コミットメントライン契約 

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行14行と貸出コミットメントライン契約

を締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントラ

インに係る借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

４．貸出コミットメントライン契約 

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行8行と貸出コミットメントライン契約

を締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントラ

インに係る借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 
   
貸出コミットメントラインの総額 14,000,000千円 

借入金実行残高 2,000,000 

差引額 12,000,000 
 

   
貸出コミットメントラインの総額 10,600,000千円

借入金実行残高 10,100,000 

差引額 500,000 
 

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式 

9,831,852株であります。 

※５．当社の発行済株式総数は、普通株式 

16,831,852株であります。 

※６．当社が保有する自己株式は、普通株式 

134株であります。 

※６．当社が保有する自己株式は、普通株式 

169株であります。 

 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
 

23 

（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14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30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15年９月30日現在） 

 （千円） 

現金及び預金勘定 4,408,502 

負の現金同等物 

（短期借入金） 
△371,743 

現金及び現金同等物 4,036,759 
 

 
  （平成16年９月30日現在） 

 （千円） 

現金及び預金勘定 5,165,439 

負の現金同等物 

（短期借入金） 
― 

現金及び現金同等物 5,165,439 
 

２. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産および負債の内訳ならびに株式の取得価額

と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであ

ります。 

株式会社キネマ旬報社 

 （千円）

流動資産 239,619 

固定資産 26,387 

連結調整勘定 237,259 

流動負債 △277,152 

固定負債 △23,615 

少数株主持分 △253 

同社株式の取得価額 202,500 

同社現金及び現金同等物 △96,582 

差引：同社取得のための支出 105,971 

    

２． 

                             

 
 

 

（セグメント情報） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

１．事業の種類別セグメント情報 

 全セグメントの売上高、営業損益及び資産の合計額

に占める映像関連事業の売上高、営業損益及び資産の

金額の割合がいずれも90％超であるため、事業の種類

別セグメント情報の記載を省略しております。 

１．事業の種類別セグメント情報 

同左 

２．所在地別セグメント情報 

 在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記

載を省略しております。 

２．所在地別セグメント情報 

同左 

 

３．海外売上高 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記

載を省略しております。 

 

３．海外売上高 

同左 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

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 

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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び連結会計年度末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び連結会計年度末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

連結会計
年度末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 132,389 59,056 73,332 

無形固定資産 167,705 103,883 63,822 

合計 300,094 162,939 137,155 
 

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

連結会計
年度末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 119,987 70,806 49,180 

無形固定資産 161,401 121,667 39,733 

合計 281,389 192,474 88,914 
 

(2)未経過リース料連結会計年度末残高相当額 (2)未経過リース料連結会計年度末残高相当額 

 
１年内 59,215千円

１年超 85,014千円

合計 144,229千円
 

 
１年内 49,491千円

１年超 45,157千円

合計 94,648千円
 

(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、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

 
支払リース料 67,504千円

減価償却費相当額 62,999千円

支払利息相当額 5,364千円
 

 
支払リース料 64,719千円

減価償却費相当額 59,428千円

支払利息相当額 4,044千円
 

(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 

 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 

(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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2,470千円

１年超 1,025千円

合計 3,495千円
 

未経過リース料 

１年内 2,544千円

１年超 4,446千円

合計 6,990千円
 

 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成15年９月30日現在） 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 19,767 63,438 43,671 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 小計 19,767 63,438 43,671 

株式 6,970 4,840 △2,130 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 小計 6,970 4,840 △2,130 

合計 26,737 68,278 41,541 

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成14年10月１日 至 平成15年９月30日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 4,518 1,439 － 

 

３．時価のない主な有価証券の内容（平成15年９月30日現在） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭公開株式を除く） 212,242 

 

 

当連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成16年９月30日現在） 

 種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 19,767 96,828 70,061 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 小計 19,767 96,828 70,061 

株式 6,970 5,880 △1,090 連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 小計 6,970 5,880 △1,090 

合計 26,737 102,708 75,971 

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

－ － － 

 

３．時価のない主な有価証券の内容（平成16年９月30日現在） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭公開株式を除く） 134,703 



 
（訂正後） 

－  － 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

通貨関連では為替予約取引及び通貨オプション取引、

金利関連では金利スワップ取引及び金利キャップ取引

であります。 

同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

当社グループは、将来の為替・金利の変動リスクを

回避するために、デリバティブ取引を利用する方針を

とっております。 

なお、当社は投機を目的としたデリバティブ取引の

利用は行わない方針であります。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

当社グループは、外貨建買掛金及び将来における外

貨建取引に係る為替変動リスク及び借入金金利の変動

リスクを回避もしくは軽減するヘッジ目的で、デリバ

ティブ取引を利用しております。 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

当社グループはデリバティブ取引を利用するに当

たって、信用度の高い金融機関を契約相手としている

ため、当該取引に信用リスクはないと考えておりま

す。 

同左 

(5）取引に係るリスクの管理体制 (5）取引に係るリスクの管理体制 

連結財務諸表提出会社が定めたデリバティブ取引の

ルールに従って、営業担当役員が承認した申請書に基

づき財務・経理本部長がリスク等を判断し、金融機関

と契約が行われます。 

また、デリバティブ取引の利用状況、為替予約残高

及び損益について、毎月経営会議で報告が行われま

す。 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

当社グループの利用する為替予約取引及び通貨オプ

ション取引は、外貨建買掛金及び将来における外貨建

取引に係る為替変動リスクを、金利スワップ取引及び

金利キャップ取引は借入金金利の変動リスクを回避も

しくは軽減するためのものであり、契約額は、取引先

との実際の交換金額を表わす数字でないため、当社に

おける市場リスク、信用リスクを図る指標ではありま

せん。 

同左 

 



 
（訂正後） 

－  － 
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２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１．通貨関連 

前連結会計年度（平成15年９月30日現在） 当連結会計年度（平成16年９月30日現在） 

区分 種類 
契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の 
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

為替予約取引         

買建         

米ドル 14,741,0766,728,456 14,107,330△633,746 10,816,5026,164,124 10,871,28954,786 

通貨オプション取引         

買建         

コール         

市場取引
以外の取
引 

米ドル 627,000209,000 597,000△30,000 209,000 － 210,1001,100 

合計 15,368,076 6,937,456 14,704,330 △663,746 11,025,502 6,164,124 11,081,389 55,886 

 

２．金利関連 

前連結会計年度（平成15年９月30日現在） 当連結会計年度（平成16年９月30日現在） 

区分 種類 
契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
(千円) 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の 
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

金利スワップ取引         

 変動受取・固定支払 5,737,5003,200,000 △195,493△195,4933,200,0002,200,000 △160,769△160,769

金利キャップ取引         

 買建 2,800,0002,000,000 197△25,2982,000,000－ － △3,284

市場取引
以外の取
引 

 (25,495)(3,284)   (3,284) －   

合計 8,537,5005,200,000 △195,296△220,7925,200,0002,200,000 △160,769△164,054

 （注） 

項目 
前連結会計年度 

（平成15年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成16年９月30日現在） 

時価等の算定方法 1.取引先金融機関等から提示された価格

等に基づき算定しております。 

2.契約額等欄の（ ）内は、キャップ料

であります。 

同左 

 

 



 
（訂正後） 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  当社グループは確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
前連結会計年度 

（平成15年９月30日現在） 
当連結会計年度 

（平成16年９月30日現在） 

   

退職給付債務（千円） △71,377  △83,309 

年金資産（千円）  21,254   25,157  

未積立退職給付債務（千円）  △50,123   △58,151  

退職給付引当金（千円）  △50,123   △58,151  

 

３．退職給付費用の内訳 

 
前連結会計年度 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

退職給付費用   

勤務費用（千円） 18,295 25,453 

 



 
（訂正後） 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

１．繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

  
繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 3,856,075千円 

役員退職慰労引当金否認 120,120 

貸倒引当金否認 48,520 

その他 109,207 

繰延税金資産小計 4,133,923千円 

評価性引当金 △4,133,923 

繰延税金資産の合計 0千円 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △16,824千円 

繰延税金負債の合計 △16,824千円 

繰延税金負債の純額 △16,824千円 
 

  
税務上の繰越欠損金 10,139,136千円 

役員退職慰労引当金否認 122,518 

貸倒引当金否認 526,034 

賞与引当金否認 40,356 

有価証券評価損 32,755 

映像使用権償却否認 23,199 

過年度売上戻り損失否認 256,410 

その他 102,510 

繰延税金資産小計 11,242,920 

評価性引当額 △11,121,120 

繰延税金資産の合計 121,800 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △30,912 

繰延税金負債の合計 △30,912 

繰延税金資産の純額 90,887 
 
（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 121,800千円 

固定負債－繰延税金負債 △30,912千円 
 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 

  
法定実効税率 △42.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6 

売上訂正による影響 1.4 

その他 0.7 

評価性引当額 43.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.2％
 

  
法定実効税率 △42.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 

売上訂正による影響 △3.5 

その他 2.1 

評価性引当額 42.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.5 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成14年10月１日 至平成15年９月30日） 

役員及び個人株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
（千円） 

事業の内容又は
職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

役員の
兼任等 
（名） 

事業上
の関係 

取引の
内容 
（注）１ 

取引金額 
（千円） 
（注）２ 

科目 
期末残高 
（千円） 
（注）２ 

売掛金 29,773 版権のラ
イセンス
及び配給
収入 

76,278 

前受金 387,975 中村雅哉 － － 

当社取締役会長 
 
日活株式会社代
表取締役社長 
（注）３ 

（被所有） 
直接10.2％ 

－ － 

広告宣伝
の委託 

14,467 買掛金 3,667 

売掛金 128

依田 巽 － － 

当社取締役 
 
エイベックス株
式会社 
代表取締役会長
兼社長（注）４ 

－ － － 
版権のラ
イセンス 

100,050 

前受金 1,417,500

役員 

林 瑞峰 － － 

当社取締役 
 
株式会社ヒュー
マックスコミュ
ニケーションズ
代表取締役社長 
（注）５ 

（被所有） 
直接0.6％ 

－ － 
版権のラ
イセンス 

9,120 売掛金 9,765 

株式会社
マル 
（注）６ 

東京都
大田区 

30,000 

映画、ビデオソ
フト、コン
ピューター映像
の企画、制作、
販売、レンタル
並びにこれらの
輸出、輸入並び
にこれらの制作
に対する出資、
ファンドへの投
資 

（被所有） 
直接3.8％ 

1 

同社が
幹事会
社であ
る映画
共同事
業組合
からの
版権販
売業務
の受託 

版権原価 73,298 未払金 55,228 

カルチュ
ア・パブ
リッ
シャーズ
株式会社 
（注）７ 

東京都
渋谷区 

50,000 
ビデオソフトの
賃貸販売 

― 1 

版権の
仕入及
びライ
センス 

版権のラ
イセンス 

16,424 売掛金 6,574 

配給収入 135,866 売掛金 2,333 

役員等が議
決権の過半
数を所有す
る会社等
（当該会社
等の子会社
を含む） 

株式会社
ヒュー
マックス 
シネマ 
（注）
８,９ 

東京都
新宿区 

93,000 映画等の興行 
（被所有） 
直接0.7％ 

1 
映画配
給業務
を委託 

配給収入
管理手数
料 

168,133 
買掛金
及び未
払金 

16,587 

 （注）１．取引条件は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．上記取引金額には消費税を含んでおりませんが、期末残高には消費税を含んでおります。 

３．日活株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

４．エイベックス株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

５．株式会社ヒューマックスコミュニケーションズとの取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

６．当社取締役会長である中村雅哉が議決権の80.3％を直接所有しております。 

７．カルチュア・パブリッシャーズ株式会社は平成15年７月に関連当事者でなくなったため、取引金額は同

社が関連当事者であった期間について、また、期末残高は関連当事者でなくなった時点のものを記載し

ております。 

８．当社取締役である林 瑞峰及びその近親者等が議決権の100.0％を間接所有しております。 

９．平成15年２月にヒューマックステクノロジーから社名変更した株式会社ヒューマックスシネマが、平成

15年３月に株式会社ヒューマックスピクチャーズの全事業部門の営業を譲受しております。 
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当連結会計年度（自平成15年10月１日 至平成16年９月30日） 

役員及び個人株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
（千円） 

事業の内容又は
職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

役員の
兼任等 
（名） 

事業上
の関係 

取引の
内容 
（注）１ 

取引金額
（千円）
（注）２ 

科目 
期末残高
（千円）
（注）２ 

売掛金 
及び未 
収入金 

132,599 版権のラ
イセンス
及び配給
収入 

244,223 

前受金 175,035 

当社取締役会長 
 
日活株式会社代
表取締役社長
（注）３ 

－ － 

広告費 40,356 
買掛金 
及び未 
払金 

3,585 

共同企画
開発費 

 － 立替金 12,500 

中村雅哉 － － 

当社取締役会長 
 
株式会社ナムコ
代表取締役会長 
(注)４ 

（被所有） 
直接19.6％ 
間接2.8％ 

－ － 

版権原価 2,084 － － 

当社取締役 
 
カルチュア・コ
ンビニエンス・
クラブ株式会社 
代表取締役社長 
（注）５ 

－ － 広告費 1,500 未払金 633 

笠原和彦 － － 

当社取締役 
 
日本ソフトサー
ビス株式会社 
代表取締役社長 
（注）６ 

－ 

－ － 
版権のラ
イセンス 

1,066 － － 

 広告宣伝
の受託 

6,350 － － 

役員 

依田 巽 － － 

当社取締役 
 
エイベックス株
式会社 
代表取締役会長
兼社長（注）７ 

－ － － 

版権のラ
イセンス 

－ 前受金 2,467,500 

配給収入 19,576 未収入金 651 

役員等が議
決権の過半
数を所有す
る会社等
（当該会社
等の子会社
を含む） 

株式会社
ヒュー
マックス 
シネマ 
(注)８ 

東京都
新宿区 

350,000 映画等の興行 
（被所有） 
直接0.4％ 

1 
映画配
給業務
を委託 配給収入

管理手数
料 

21,471 
買掛金 
及び未 
払金 

12,042 

 （注）１．取引条件は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．上記取引金額には消費税を含んでおりませんが、期末残高には消費税を含んでおります。 

３．日活株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

４．株式会社ナムコとの取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

５．カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

６．日本ソフトサービス株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。尚、平成16年４月に

関連当事者でなくなったため、取引金額は同社が関連当事者であった期間について、また、期末残高は

関連当事者でなくなった時点のものを記載しております。 

７．エイベックス株式会社（現エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社）との取引はいわゆる

第三者のための取引であります。尚、平成16年８月に関連当事者でなくなったため、取引金額は同社が

関連当事者であった期間について、また、期末残高は関連当事者でなくなった時点のものを記載してお

ります。 

８．当社取締役である林 瑞峰及びその近親者等が議決権の100.0％を間接所有しております。 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

（第三者割当増資について） 

 当社は、平成16年11月16日開催の当社取締役会において、以

下のように第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行を

決議いたしました。また、当該内容について同日付で当社、株

式会社有線ブロードネットワークス、依田巽氏及び株式会社レ

ントラックジャパン間において株式等において株式等引受契約

書を締結しております。 

 

１． 第一回新株式発行要領 

(1) 発行新株式数 

(2) 発行価額 

(3) 発行価額の総額 

(4) 資本組入額 

(5) 割当先及び株式数 

 

 

 

(6) 申込期間（予定） 

 

(7) 払込期日（予定） 

(8) 配当起算日 

 

２． 第二回新株式発行要領 

(1) 発行新株式数 

(2) 発行価額 

(3) 発行価額の総額 

(4) 資本組入額 

(5) 割当先及び株式数 

 

 

 

 

 

(6) 申込期間（予定） 

 

(7) 払込期日（予定） 

(8) 配当起算日 

 

 

普通株式 22,168,148株 

260円 

5,763,718,480円 

2,881,859,240円 

㈱有線ブロードネットワークス 

17,052,422株 

依田 巽 

5,115,726株 

平成16年12月25日から 

平成16年12月27日 

平成16年12月27日 

平成16年10月1日 

 

 

普通株式 31,678,006株 

260円 

8,236,281,560円 

4,118,140,780円 

㈱有線ブロードネットワークス 

21,409,117株 

依田巽 

6,422,735株 

㈱レントラックジャパン 

3,846,154株 

平成17年1月8日から 

平成17年1月11日 

平成17年１月上旬 

平成16年10月1日 

 該当事項はありません。 

３． 増資資金調達の使途 

「映像コンテンツプロバイダー事業」の強化を目的として、映

像使用権の買付け、映像コンテンツの企画・製作のための運転

資金、及び借入金の返済に充当し、自己資本の更なる充実及び

財務体質の改善による経営基盤の安定化を図るために発行して

おります。 
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前連結会計年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

４．新株予約権発行要領  

(1) 発行新株予約件数 

(2) 目的たる株式の種類 

及び数 

(3) 発行価額 

(4) 発行日（予定） 

(5) 払込額 

(6) 行使期間 

(7) 発行先及び新株予約権数 

15,930,115個 

普通株式  

15,930,115株 

無償 

260円 

平成17年1月19日 

発行日の翌日より5年間 

㈱有線ブロードネットワークス 

13,563,251株 

依田巽 

1,775,148株 

㈱レントラックジャパン 

591,716株 

（株式売買予約契約について） 

平成16年10月1日日付で、当社が保有している株式会社ギャ

ガ・クロスメディア・マーケティングの株式について、株式会社

有線ブロードネットワークスへ以下の内容の購入予約権を付与す

る売買予約契約書を締結しました。 

 

 

(1) 対象株式 

株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング株式19,433株 

(2) 売買代金 

1,800,000千円 

(3) 帳簿価格 

820,491千円 

(4) 権利行使期間 

平成16年10月1日～平成17年1月31日 

(5) 権利の消滅 

平成17年1月31日までに平成16年9月30日日付金銭消費貸借契約に

基づく借入金1,800,000千円を完済したとき。 

 

 



 
（訂正後） 
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５.生産、受注及び販売の状況 

(1）仕入実績 

 当社グループ（当社および連結子会社、以下同じ）は、劇場権、ビデオ版権、テレビ版権等の映像使用権を

主に海外から単独又は他社と共同で購入しております。また、当社グループがプロデュースを行い、制作工程

のすべてを他社に委託して制作させたコンテンツを完成品として購入しております。 

 当連結会計年度の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  （単位：千円） 

事業部門別 
前連結会計年度 

（自平成14年10月１日 
至平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自平成15年10月１日 
 至平成16年９月30日） 

映像 関連
事 業

映像コンテンツプロバイダー事業 7,486,143 11,567,525 

放 送 事 業 781,399 714,883 
 

出 版 事 業 773,452 936,094 

小  計 9,040,996 13,218,503 

マ ー ケ テ ィ ン グ ＆ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 0 63,717 

合  計 9,040,996 13,282,221 

 （注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

 当社グループは受注生産は行っておりません。 

 

(3)販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  (単位：千円) 

事業部門別 
前連結会計年度 

（自平成14年10月１日 
至平成15年９月30日） 

当連結会計年度 
（自平成15年10月１日 
至平成16年９月30日） 

映像版権事業 9,879,888 2,661,357 
映 像 関 連
事 業

映像コンテンツ 
プロバイダー事業 

映画配給事業 5,471,415 6,237,925 

放 送 事 業 1,078,763 1,009,899 
 

出 版 事 業 1,585,944 1,909,153 

小  計 18,016,012 11,818,336 

マ ー ケ テ ィ ン グ ＆ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 － 40,423 

合  計 18,016,012 11,858,759 

 （注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正後） 
 

  

平成 16 年 9月期   個別財務諸表の概要 平成18年７月14日 

上場会社名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大証（ヘラクレス市場） 

コード番号 4280 本社所在都道府県 東京都 

(URL: http://www.gaga.co.jp ) 

代  表  者 代表取締役社長   宇野 康秀 

問合せ先責任者 取締役副社長    佐藤 英志   ＴＥＬ (03) 3509 － 7492 

決算取締役会開催日 平成16年11月22日 中間配当制度の有無   有  

定時株主総会開催日 平成16年12月17日                単元株制度採用の有無  有 (１単元 100 株)  

１ 16年9月期の業績（平成15年10月1日 ～ 平成16年9月30日） 

(1) 経営成績                    （注）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 営業損益 経常損益 

 

16年9月期 

15年9月期 

百万円   ％ 

 8,909     △42.0  

  15,356     △23.5  

百万円   ％ 

△7,435         －  

        △6,438         －  

百万円   ％ 

△7,901         －  

        △8,097         －  

 

 当期純損益 
１株当たり 

当期純損益 

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 

 

16年9月期 

15年9月期 

百万円   ％ 

△16,788      －  

△8,310       － 

円  銭 

△1,200 70  

△845 28  

円  銭 

－ －  

－ －  

％ 

－  

 －  

％ 

△26.2  

 △21.4  

％ 

△88.7  

 △52.7  

(注)①期中平均株式数      16年9月期   13,981,958株    15年9月期  9,831,752株 

②会計処理の方法の変更   有 

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 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配当率 

 

16年9月期 

15年9月期 

円  銭 

    0  00 

   0  00 

円  銭 

0  00 

0    00 

円  銭 

     0  00 

     0  00 

百万円 

－ 

－ 

％ 

－ 

－ 

％ 

     － 

     － 

(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 

 

16年9月期 

15年9月期 

百万円 

      27,047 

      31,282 

百万円 

       △13,343 

          △75 

％ 

△49.3         

         △0.2 

円   銭 

     △792     74 

       △7     67 

(注)①期末発行済株式数   16年9月期    16,831,852株    15年9月期   9,831,852株 

②期末自己株式数    16年9月期      169株    15年9月期      134株 

２ 17年9月期の業績予想（平成16年10月1日～平成17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 

中 間 期 末  

 

中間期 

通 期 

百万円 

       6,000 

      12,500 

百万円 

△100 

  100 

百万円 

△50 

 50 

円 銭 

――― 

――― 

円 銭 

――― 

――― 

円 銭 

――― 

――― 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) ２円 97銭 

 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係

る本資料発表日現在における仮定を前提としております。 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異

なる結果となる可能性があります。 



 
（訂正後） 

 

 

- 2 - 

６.個別財務諸表等 

①【貸借対照表】 

  
第18期 

（平成15年９月30日現在） 
第19期 

（平成16年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

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   3,935,909   4,791,562  

２．受取手形   940   －  

３．売掛金   8,232,143   3,110,689  

４．映像使用権   9,895,951   9,726,729  

５．仕掛品   40,862   120,072  

６．前渡金   856,174   2,505,929  

７．前払費用   625,037   772,978  

８．共同買付立替金   1,925,150   954,862  

９．未収入金   4,286,591   3,517,534  

10．未収消費税   －   564,039  

11．その他   10,827   59,771  

12. 貸倒引当金   △99,100   △557,420  

流動資産合計   29,710,486 95.0  25,566,749 94.5 

Ⅱ 固定資産        

(1)有形固定資産        

１．建物  60,751   32,613   

減価償却累計額  28,137 32,613  4,656 27,957  

２．器具及び備品  7,702   1,621   

減価償却累計額  6,080 1,621  415 1,206  

有形固定資産合計   34,235 0.1  29,163 0.1 

(2）無形固定資産        

１．商標権   1,018   519  

２．ソフトウェア   2,185   20,420  

３．電話加入権   2,013   2,013  

無形固定資産合計   5,217 0.0  22,953 0.1 



 
（訂正後） 
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第18期 

（平成15年９月30日現在） 
第19期 

（平成16年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   273,478   234,168  

２．関係会社株式   908,099   928,099  

３. 出資金   41,812   －  

４．長期貸付金   10,775   10,255  

５．破産更生債権等   34,323   1,054,310  

６．長期前払費用   34,784   25,163  

７．その他   284,123   249,666  

８．貸倒引当金   △54,784   △1,073,083  

投資その他の資産合計   1,532,613 4.9  1,428,581 5.3 

固定資産合計   1,572,065 5.0  1,480,697 5.5 

資産合計   31,282,552 100.0  27,047,447 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   10,350,328   7,164,409  

２．短期借入金   3,371,743   14,592,042  

３．一年以内返済予定長期
借入金 

  3,572,850   3,047,050  

４．未払金   2,385,211   2,929,301  

５．未払費用   65,279   53,440  

６．未払法人税等   26,668   7,020  

７．前受金   4,023,080   6,261,186  

８．預り金   22,209   603,701  

９．共同買付預り金   2,131,963   2,087,021  

10．賞与引当金   82,443   64,900  

11．デリバティブ負債   884,538   108,167  

12. 返品調整引当金   －   11,674  

13．その他   3,693   3,344  

流動負債合計   26,920,011 86.0  36,933,260 136.5 

 

 



 
（訂正後） 
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第18期 

（平成15年９月30日現在） 
第19期 

（平成16年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   3,940,300   3,097,700  

２．退職給付引当金   19,270   21,402  

３．役員退職慰労引当金   286,000   256,300  

４．匿名組合出資預り金   175,510   51,056  

５．繰延税金負債   16,824   30,912  

固定負債合計   4,437,905 14.2  3,457,371 12.8 

負債合計   31,357,917 100.2  40,390,632 149.3 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  3,686,964 11.8  5,436,964 20.1 

Ⅱ 資本剰余金        

 １．資本準備金  3,735,535   5,485,535   

資本剰余金合計   3,735,535 11.9  5,485,535 20.3 

Ⅲ 利益剰余金        

１.利益準備金  18,372   18,372   

２.当期未処理損失  7,540,847   24,328,986   

利益剰余金合計   △7,522,475 △24.0  △24,310,614 △89.9 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   24,716 0.1  45,058 0.2 

Ⅵ 自己株式 ※4  △106 △0.1  △ 129 △0.0 

資本合計   △75,364 △0.2  △13,343,184 △49.3 

負債・資本合計   31,282,552 100.0  27,047,447 100.0 

        

 



 
（訂正後） 
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②【損益計算書】 

  
第18期 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16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 
（％） 

Ⅰ 売上高        

１．映像版権事業収入  9,884,068   2,670,602   

２．映画配給事業収入  5,472,339 15,356,408 100.0 6,238,848 8,909,451 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．映像版権事業原価  11,432,857   5,984,811   

２．映画配給事業原価  7,703,955 19,136,812 124.6 7,771,810 13,756,621 154.4 

売上総損失   3,780,404 △24.6  4,847,170 △54.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  171,327   137,580   

２．給与手当  917,666   804,670   

３．賞与引当金繰入額  82,443   64,900   

４．退職給付費用  13,823   18,520   

５．役員退職慰労引当金繰入額  45,700   10,700   

６．福利厚生費  162,979   130,277   

７．旅費交通費  160,689   142,951   

８．賃借料  207,969   157,705   

９．減価償却費  6,954   5,881   

10．貸倒引当金繰入額  31,119   276,834   

11. 業務委託費  －   209,701   

12．その他  857,324 2,657,998 17.3 628,361 2,588,084 29.1 

営業損失   6,438,403 △41.9  7,435,254 △83.5 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  9,586   1,967   

２. デリバティブ利益  －   665,725   

３．為替差益  246,797   －   

４．その他  115,891 372,275 2.4 68,945 736,637 8.3 

        

 



 
（訂正後） 
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第18期 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16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
（％） 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  351,022   390,242   

２．支払手数料  66,154   581,334   

３．売上債権売却損  151,524   46,952   

４．デリバティブ損失  1,354,371   －   

５. 為替差損  －   148,157   

６. 新株発行費  －   16,998   

７．その他  108,381 2,031,454 13.2 19,498 1,203,184 13.5 

経常損失   8,097,582 △52.7  7,901,801 △88.7 

Ⅵ 特別利益        

１. 役員退職慰労引当金 
戻入益 

 125,727 125,727 0.8 22,400 22,400 0.3 

Ⅵ 特別損失        

１．映像使用権の償却方法の変更に伴う 
前期損益修正損 

 －   6,355,434   

２．過年度売上値引及び 
売上戻り損失 

 －   1,436,074   

３．貸倒引当金繰入額  －   1,023,881   

４．投資有価証券評価損  19,999   73,739   

５．固定資産除却損  1,202 21,202 0.1 － 8,889,128 99.8 

税引前当期純損失   7,993,057 △52.1  16,768,529 △188.2 

法人税、住民税及び事業税  7,991   7,398   

過年度法人税、住民税 
及び事業税 

 23,158   12,210   

法人税等調整額  286,337 317,488 2.0 － 19,609 0.2 

当期純損失   8,310,545 △54.1  16,788,138 △188.4 

前期繰越利益又は 
前期繰越損失（△） 

  769,698   △7,540,847  

当期未処理損失   7,540,847   24,328,986  

        

 



 
（訂正後） 

 

 

- 7 - 

売上原価明細書 

  
第18期 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16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 
（％） 

Ⅰ 映像版権事業原価        

１．映像使用権償却額  10,543,200   5,604,994   

２．その他  889,657   379,818   

当期映像版権事業原価   11,432,857 59.7  5,984,811 43.5 

Ⅱ 映画配給事業原価        

１．映画配給原価  1,646,406   2,338,979   

２．プリント及び広告費  6,057,549   5,432,831   

当期映画配給事業原価   7,703,955 40.3  7,771,810 56.5 

当期売上原価   19,136,812 100.0  13,756,621 100.0 

        

 

③【損失処理計算書】 

  
第18期 

（株主総会承認日 
平成15年12月25日） 

第19期 
（株主総会承認予定日 
平成16年12月17日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失   7,540,847  24,328,986 

Ⅱ 損失処理額      

１ 利益準備金取崩額  －  18,372  

２ 資本準備金取崩額  － － 5,485,535 5,503,907 

Ⅲ 次期繰越損失   7,540,847  18,825,078 

      

 



 
（訂正後） 
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重要な会計方針 

項目 
第18期 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2)その他有価証券 

①時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部資本直入法に

より処理しており、売却原価は移動平

均法により算定しております。 

(1)子会社株式 

同左 

(2)その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

 ②時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

②時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）仕掛品 

個別法による原価法 

(1）仕掛品 

同左 

 (2）映像使用権 

定率法による２年償却 

(2）映像使用権 

作品毎の映像使用権の金額を過去

の実績に基づいて劇場上映権、ビデ

オ化権及びテレビ放映権の予想収益

（利益）に応じて按分し権利毎に使

用による収益獲得時に一括償却する

方法 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

定額法 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

５．繰延資産の処理方法                    (1）新株発行費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

 

同左  

６．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、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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与の翌期支給見込額のうち当事業年

度の負担に属する部分の金額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 



 
（訂正後） 
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項目 
第18期 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

 (3）退職給付引当金 

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

年金資産の見込額に基づき、計上して

おります。 

(3）退職給付引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末現在の支給見積

額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

 

７．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 

８．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、特例処理の

条件を充たしている場合には、特例処

理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金 

③ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動リスクを回

避する目的で金利スワップを行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約ごと

に行っております。 

④ヘッジ有効性の評価 

特例処理の要件に該当することを事

前に確認しており、有効性の判定は省

略しております。 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1)消費税の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

(1)消費税の会計処理 

同左 

 (2)自己株式及び法定準備金の取崩等に

関する会計基準 

「自己株式及び法定準備金の取崩等

に関する会計基準」（企業会計基準第

１号）が平成14年４月１日以降に適用

されることになったことに伴い、当事

業年度から同会計基準によっておりま

す。これによる当事業年度の損益に与

える影響はありません。 

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表の

資本の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

(2)  

                   



 
（訂正後） 
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会計方針の変更 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

 （売上および映像使用権の会計方針の変更について） 

                      ビデオ化権販売売上は、従来、販売契約締結後ビデ

オメーカーに対し素材の引渡しが可能となった時点で

計上しておりましたが（素材引渡可能日基準）、当期

から、ビデオソフトメーカーがビデオを発売開始した

時点で計上する方法（ビデオ発売日基準）に変更いた

しました。 

また、映像使用権の評価方法は、従来、定率法によ

る２年償却を採用しておりましたが、当事業年度か

ら、作品毎の映像使用権の金額を過去の実績に基づい

て劇場上映権、ビデオ化権及びテレビ放映権の予想収

益（利益）に応じて按分し権利毎に使用による収益獲

得時に一括償却する方法に変更いたしました。 

この結果、従来の方法に比較して売上高52億49百万

円、売上原価59億76百万円がそれぞれ少なく計上さ

れ、さらに、映像使用権の評価方法について期首から

同一の会計処理方法を適用していた場合の影響額63億

55百万円を特別損失として計上したため、売上総利

益、営業利益及び経常利益はそれぞれ7億26百万円増加

し、税引前当期純利益は56億29百万円減少しておりま

す。 

 

 



 
（訂正後） 
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表示方法の変更 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

（貸借対照表） （貸借対照表） 

１． 

                       

１．前事業年度まで区分掲記していた投資その他の資産

の「出資金」は、当事業年度において資産総額の100

分の１以下となったため、当事業年度より投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当事業年度の「その他」に含まれる「出資

金」の金額は10千円であります。 

（損益計算書） 

１． 

                       

（損益計算書） 

１. 前事業年度において、販売費及び一般管理費の「そ

の他」に含めていた「業務委託費」は、販売費及び

一般管理費の総額の100分５を超えたため、当事業年

度より区分掲記することとしました。 

なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「その

他」に含まれる「業務委託費」の金額は119,162千円

であります。 



 
（訂正後） 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

  
※１．授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数   普通株式 39,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 9,831,852株 
  

※１．授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数   普通株式 39,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 16,831,852株 
  

 ２．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に

対し遡求義務を負っております。 

 ２．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に

対し遡求義務を負っております。 

 
 三井リース事業株式会社 745,815千円  

 SMBCファイナンスサービス株式

会社 

847,770千円  

 ダイヤモンドリース株式会社 553,350千円  

 ＮＥＣリース株式会社 636,037千円  

 興銀リース株式会社 97,020千円  

 住商リース株式会社 114,250千円  

 計 2,994,242千円  

  

 
 東銀リース株式会社 42,000千円  

 株式会社ユーエフジェイ銀行 221,260千円  

 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨﾘｰｽ株式会社 －  

 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰｽ株式会社 －  

 計 263,260千円  

  

  ３．貸出コミットメントライン契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行14行と貸出コミットメントライン契約を締結し

ております。 

当事業年度末における貸出コミットメントライン

に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 

３．貸出コミットメントライン契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行8行と貸出コミットメントライン契約を締結して

おります。 

当事業年度末における貸出コミットメントライン

に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 
   

貸出コミットメントラインの総額 14,000,000千円 

借入実行残高   2,000,000千円 

差引額 12,000,000千円 

 

   
貸出コミットメントラインの総額 10,600,000千円 

借入実行残高 10,100,000千円 

差引額 500,000千円 

 ※４．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式134株

であります。 

※４．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式169株

であります。 

５．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は24,716

千円であります。 

５．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は45,058

千円であります。 

６．資本の欠損の額は7,540,954千円であります。  ６．資本の欠損の額は24,329,115千円であります。  

 



 
（訂正後） 
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（リース取引関係） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

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 

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 

(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 
 

 
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） 

器具及び備品 77,168 34,507 42,660 

車両及び運搬具 8,365 1,858 6,506 

ソフトウェア 160,278 101,438 58,840 

合計 245,811 137,804 108,006 

  

 

 
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） 

器具及び備品 62,945 37,345 25,600 

車両及び運搬具 8,365 4,647 3,717 

ソフトウェア 148,784 116,510 32,274 

合計 220,095 158,502 61,592 

  
(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

 
 １年内 47,673千円 

 １年超 65,692千円 

 合計 113,366千円 
  

 
 １年内 35,239千円 

 １年超 30,452千円 

 合計 65,692千円 
  

(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、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 
 支払リース料 55,108千円 

 減価償却費相当額 51,243千円 

 支払利息相当額 4,080千円 
  

 
 支払リース料 50,333千円 

 減価償却費相当額 46,338千円 

 支払利息相当額 2,831千円 
  

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2,470千円 

１年超 1,025千円 

合計 3,495千円 
 

未経過リース料 

１年内 2,544千円 

１年超 4,446千円 

合計 6,990千円 
 

 

（有価証券関係） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 同左 



 
（訂正後） 

 
 

 

- 14 - 

（税効果会計関係） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

１．繰延税金負債の主な原因別の内訳 １．繰延税金負債の主な原因別の内訳 
 

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 3,268,376千円 

役員退職慰労引当金否認 120,120 

貸倒引当金否認 38,933 

その他 84,192 

繰延税金資産小計 3,511,623千円 

評価性引当額 △3,511,623 

繰延税金資産の合計 －千円 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △16,824千円 

繰延税金負債の合計 △16,824千円 

繰延税金負債の純額 △16,824千円 
 

 
繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 9,687,172 千円 

役員退職慰労引当金否認 104,314  

貸倒引当金否認 518,455  

賞与引当金否認 26,414  

有価証券評価損 30,011  

映像使用権償却否認 23,199  

過年度売上戻り損失否認 256,410  

その他 61,676  

繰延税金資産小計 10,707,654 千円 

評価性引当額 △10,707,654  

繰延税金資産の合計 － 千円 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △30,912 千円 

繰延税金負債の合計 △30,912 千円 

繰延税金負債の純額 △30,912 千円 

   
 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の主な内容 
    

法定実効税率 △42.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 

売上訂正による影響 1.4 

その他 0.2 

評価性引当額 43.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.0％
 

    
法定実効税率 △42.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 

住民税均等割 0.0 

過年度法人税、住民税及び事業税 0.1 

税率変更による影響 0.2 

売上訂正による影響 △3.4 

その他 2.1 

評価性引当額 42.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.1％

 
 

 



 
（訂正後） 
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（重要な後発事象） 

第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

（第三者割当増資について） 

 当社は、平成16年11月16日開催の当社取締役会において、以

下のように第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行を

決議いたしました。また、当該内容について同日付で当社、株

式会社有線ブロードネットワークス、依田巽氏及び株式会社レ

ントラックジャパン間において株式等において株式等引受契約

書を締結しております。 

１． 第一回新株式発行要領 

(1) 発行新株式数 

(2) 発行価額 

(3) 発行価額の総額 

(4) 資本組入額 

(5) 割当先及び株式数 

 

 

 

(6) 申込期間（予定） 

 

(7) 払込期日（予定） 

(8) 配当起算日 

 

２． 第二回新株式発行要領 

(1) 発行新株式数 

(2) 発行価額 

(3) 発行価額の総額 

(4) 資本組入額 

(5) 割当先及び株式数 

 

 

 

 

 

(6) 申込期間（予定） 

 

(7) 払込期日（予定） 

(8) 配当起算日 

 

 

普通株式 22,168,148株 

260円 

5,763,718,480円 

2,881,859,240円 

㈱有線ブロードネットワークス 

17,052,422株 

依田 巽 

5,115,726株 

平成16年12月25日から 

平成16年12月27日 

平成16年12月27日 

平成16年10月1日 

 

 

普通株式 31,678,006株 

260円 

8,236,281,560円 

4,118,140,780円 

㈱有線ブロードネットワークス 

21,409,117株 

依田巽 

6,422,735株 

㈱レントラックジャパン 

3,846,154株 

平成17年1月8日から 

平成17年1月11日 

平成17年１月上旬 

平成16年10月1日 

 該当事項はありません。 

３． 増資資金調達の使途 

「映像コンテンツプロバイダー事業」の強化を目的として、映

像使用権の買付け、映像コンテンツの企画・製作のための運転

資金、及び借入金の返済に充当し、自己資本の更なる充実及び

財務体質の改善による経営基盤の安定化を図るために発行して

おります。 



 
（訂正後） 
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第18期 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

第19期 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

４．新株予約権発行要領  

(1) 発行新株予約件数 

(2) 目的たる株式の種類 

及び数 

(3) 発行価額 

(4) 発行日（予定） 

(5) 払込額 

(6) 行使期間 

(7) 発行先及び 

新株予約権数 

15,930,115個 

普通株式  

15,930,115株 

無償 

260円 

平成17年1月19日 

発行日の翌日より5年間 

㈱有線ブロードネットワークス 

13,563,251株 

依田巽 

1,775,148株 

㈱レントラックジャパン 

591,716株 

（株式売買予約契約について） 

平成16年10月1日日付で、当社が保有している株式会社ギャガ・

クロスメディア・マーケティングの株式について、株式会社有

線ブロードネットワークスへ以下の内容の購入予約権を付与す

る売買予約契約書を締結しました。 

 

(1) 対象株式 

株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング株式 

19,433株 

(2) 売買代金 

1,800,000千円 

(3) 帳簿価格 

820,491千円 

(4) 権利行使期間 

平成16年10月1日～平成17年1月31日 

(5) 権利の消滅 

平成17年1月31日までに平成16年9月30日日付金銭消費貸借契約

に基づく借入金1,800,000千円を完済したとき。 

 

  

 



 
（訂正後） 
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７.役員の異動 

（1）代表取締役の異動 

①新任代表取締役候補 

代表取締役会長 依田 巽（現、当社取締役、エイベックス・グループ・ホールディングス㈱名誉会長） 

代表取締役社長 宇野 康秀（現、当社最高執行役員、㈱有線ブロードネットワークス代表取締役社長） 

 

②退任予定代表取締役 

代表取締役社長兼最高執行責任者 丸茂 日穂 

 

（2）その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

取締役副社長 佐藤 英志 （現、㈱有線ブロードネットワークス常務取締役） 

取締役 藤村 哲哉 （現、当社代表取締役最高経営責任者） 

取締役 日下 孝明 （現、㈱レントラックジャパン代表取締役社長） 

取締役 加茂 正治 （現、㈱有線ブロードネットワークス取締役副社長） 

取締役 高垣 佳典 （現、㈱有線ブロードネットワークス取締役） 

 

②退任予定取締役 

代表取締役社長兼最高執行責任者 丸茂 日穂 

取締役会長 中村 雅哉 

常務取締役 酒井 幸博 

取締役 宮内 英貴 

取締役 林 瑞峰 

取締役 笠原 和彦 

取締役 小林 光 

 

③新任監査役候補 

監査役 山下 和也 （現、当社監査役） 

監査役（非常勤） 佐々木 俊三 （現、当社監査役（非常勤）） 

監査役（非常勤） 住谷 猛 （現、㈱有線ブロードネットワークス取締役） 

 

④退任予定監査役 

監査役（非常勤） 内藤 篤 

 

（3）就任予定日 

平成 16年 12月 17日 



（訂正後）     

平成17年８月期   中間決算短信（連結） 平成18年７月14日 

上 場会 社 名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ   上場取引所    大阪証券取引所(ヘラクレス) 

コ ード番 号 4280                   本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.gaga.co.jp/） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長  氏名 宇野 康秀 

問 合 せ 先 責 任 者   役職名 取締役副社長   氏名 佐藤 英志   ＴＥＬ ( 03 ) 3509 － 7492 

決算取締役会開催日 平成17年５月25日 

親会社名 株式会社ＵＳＥＮ（コード番号：4842） 親会社における当社の株式保有比率 54.42％ 
米国会計基準採用の有無 無 
 
１ 17年３月中間期の連結業績（平成16年10月１日～平成17年３月31日） 

(1) 連結経営成績                  (注)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 
 
17年３月中間期 
16年３月中間期 

百万円   ％ 
7,700  △ 6.4  
8,225   40.5  

百万円   ％ 
   442    ―  
△2,419    ―  

百万円   ％ 
△  324    ―  
△3,005    ―  

16年９月期 11,858         △7,030       △7,507       
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
17年３月中間期 
16年３月中間期 

百万円   ％ 
△ 3,870    ―  
△ 3,078    ―  

円   銭 
△   91   44  
△  276   55  

円   銭 
―   ―  
―   ―  

16年９月期 △16,459       △1,177   18  ―   ―  

(注) ① 持分法投資損益 17年３月中間期 ―百万円 16年３月中間期 ―百万円 16年９月期 ―百万円 

   ② 期中平均株式数(連結) 17年３月中間期 42,327,296株 16年３月中間期 11,132,234株 16年９月期 13,981,958株 

   ③ 会計処理の方法の変更 有 

   ④ 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) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 
17年３月中間期 
16年３月中間期 

百万円 

26,516 
33,274 

百万円 

△ 3,050 
    155 

％ 

△11.5 
  0.5 

円   銭 

△ 43  16  
9  23  

16年９月期 27,651 △13,226 △47.8 △785  79  

(注) 期末発行済株式数(連結) 17年３月中間期 70,677,690株 16年３月中間期 16,831,683株 16年９月期 16,831,683株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 
17年３月中間期 
16年３月中間期 

百万円 

△ 8,656 
△10,893 

百万円 

  4 
 13 

百万円 

  9,118 
  12,810 

百万円 

5,625 
5,852 

16年９月期 △12,056 △29  13,306 5,165 
   
(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   ０社   持分法適用関連会社数   ０社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ０社   (除外)   ０社    持分法 (新規)   ０社   (除外)   ０社 
 
２ 17年８月期の連結業績予想（平成16年10月１日～平成17年８月31日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円 

16,000 
百万円 

700 
百万円 

△500 
百万円 

△4,000 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △56円 59銭 

※ 上記の予想は、本資料発表現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異 

  なることがあります。 
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１．企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社である㈱ギャガ・クロスメディア・マーケティング、㈱キネマ旬報社及び㈱ギャガ・デジ

タルブレイン並びに非連結のグループ会社である米国現地法人Gaga America, Inc.及び㈱ギャガ・ミュージックにより構成され

ております。 

【事業概況表】 

区 分      会 社 名           事 業 内 容             

当 社 

海外映像コンテンツの日本国内における映像使

用権の買付け、映像コンテンツの配給、ビデオ版

権及びテレビ版権のライセンス 

Gaga America,Inc. 海外映像コンテンツに関する情報収集 

映像コンテンツ 

プロバイダー事業 

㈱ギャガ・ミュージック 音楽著作権の管理 

放送事業 

映画情報番組の企画・製作・放送 

映画情報等のコンテンツ提供及びそれに付帯す

る製作受託 
㈱ギャガ・クロスメディア・

マーケティング 

ビデオ業界誌及びDVD情報誌の業界向け出版 
出版事業 

㈱キネマ旬報社 映画情報誌の出版 

Ｍ＆Ｓ事業 ㈱ギャガ・デジタルブレイン 
リサーチ＆マーケティングサービス及びシステ

ムソリューションの受託 

また、当社グループの事業の概況は下図のとおりであります。 

当社グループ全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無印：連結子会社 

 

(※)非連結子会社、持分法非適用会社 

（注）上記のほかに持分法を適用しない関連会社として㈱ＢＢＢ及び㈱ビットワークス・ジャパンがあります。 

 

 

 

 

 

海外権利元 

 

管理業務委託 

音楽著作権利用 

海外映像ｺﾝﾃﾝﾂ 

情報収集委託 

 

映像コンテンツの日本国内における映像

使用権買付け 

映像コンテンツ 

情報提供 

（当社） 

㈱ギャガ・ 

コミュニケーションズ 

（※） 

㈱ｷ ｬ゙ｶ ･゙ﾐｭー ｼ ｯ゙ｸ 

（※） 

Gaga America, Inc. 

映画興行界 ビデオ業界 テレビ業界 ブロードﾊﾞﾝﾄﾞ・携帯・ 

PDA市場など 

劇場映画配給 
ビデオ･ 

DVD化権販売 
テレビ放映権販売 

映画情報提供 
ﾋﾞﾃ ｵ゙業界誌発行･ 

DVD業界誌発行 
放映番組の 

企画・製作・運営 
映画情報提供 

㈱キネマ旬報社 

ﾈｯﾄ権販売 

㈱ｷ゙ ｬｶ゙ ･ﾃ゙ ｼﾞﾀﾙﾌ ﾚ゙ｲﾝ 
ｼｽﾃﾑｿﾘｭ ｼーｮﾝ委託 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸ ﾘ゙ｻー ﾁ委託 

㈱ギャガ・ 

クロスメディア・ 

マーケティング 
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２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社は、株式会社ＵＳＥＮの子会社となることを機に、平成17年８月期から平成19年８月期までの中期経営計画として「改革

プラン」を策定いたしました。 

 

当社は、昨年12月よりの新体制のもと、経営体制及び管理体制の強化を図り、収益性及び信頼の回復に努めます。また、社員

のモラル・モチベーションの高揚のための抜本的改革を実現いたします。 

 

そして、前期末において会計方針の変更をしたことにより、実態をより適正に反映した損益計算を行い、金融機関及び投資家

からの信頼を回復するよう努めるとともに、作品の新規買付けを絞ることでギャガ本体の企業規模を適正規模に再構築し、収益

性の早期回復を目指します。さらに、株式会社ＵＳＥＮのグループ各社とのシナジーを具現化し、収益性を改善するとともに、

収益性が高く安定したギャガ・グループ会社（株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング、株式会社キネマ旬報社及び

株式会社ギャガ・デジタルブレイン）の映画情報サービス事業を積極的に伸ばすことによりグループ全体の収益性と安定性を高

めます。「改革プラン」の概要につきましては、中長期的な経営戦略をご参照下さい。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要目標のひとつとして位置付けており、配当について、業績、

財政状態、将来の事業拡大に役立てるための内部留保の必要性等を総合的に勘案し検討することとしております。 

 

（３）中長期的な経営戦略 

＜改革プラン＞ 

① 会計方針の変更による損益状況の明確化 

1) 買付コストの償却方法の変更 

平成16年９月期より、作品買付コストの償却方法を「定率法による２年償却」から「権利毎の一括償却」に変更いたしま

す。その効果として、収益と費用の関係が明確となり利益を意識した適正規模での経営が可能とします。 

 

② 取扱作品の厳選による収益性の回復 

作品の買付基準は収益性をより重視した厳しい基準とし、買付作品を厳選するとともに取扱作品数を減少させます。 

 

1) マーケティングの効率化 

・当社の得意分野であり、利益率の高い大型作品と単館系作品に買付配給を集中させます。 

・作品価値を最大化するために重要な劇場営業の有利な展開を図ります。 

・各作品の利益を高めるための施策に、より大きな時間を投下することを図ります。 

 

2) 大幅な経費の削減 

買付作品数を減少させることにより、買付部門・宣伝部門・管理部門の人件費を含めた経費の削減を図ります。 

※平成17年８月期の公開予定作品の買付は完了し、買付本数削減の効果が現れるのは平成18年８月期以降となります。 

 

3) ＵＳＥＮグループとのシナジーを発揮 

今後の成長戦略分野であるブロードバンド市場向け映画・映像配信事業において、親会社である株式会社ＵＳＥＮとグル

ープ会社のもつインフラを優先的に活用し新たな収益機会を獲得いたします。 

 

㈱ＵＳＥＮ：2005年4月25より始まった無料ブロードバンド放送サービス「GyaO」にコンテンツを提供中。 

 http://www.gyao.jp/about/ 

 

㈱ショウタイム：2001年12月3日に始まった日本初の本格的なオープンブロードバンド コンテンツ・ポータルにコンテン

ツを提供中。 

 http://www.showtime.jp/ 

 

㈱ＢＭＢ：全国展開するカラオケボックス「Ｕ－ＢＯＵ」「Ｕ－ＳＴＹＬＥ」を活用したプライベートシアター向けに当

社が保有する映像コンテンツを提供し、新たな収益源といたします。 
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（４）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

   当社は、業務執行の迅速化及び経営の透明性の確保がコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。「執行役員制度」を

導入して、迅速な意志決定を行いつつ、社外取締役の参画を得た取締役会により、業務執行の監督を行っております。また、より

透明性の高い公正な経営監視体制の確立に資するため、社外監査役を含む監査役会にて取締役の業務遂行を監査しております。 

 

２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実況状況 

① 経営上の意志決定、執行及び監督に係る経営管理組織とその他の体制の状況 

・ 当社は監査役制度を採用しております。 

・ 取締役会の下に、執行役員からなる執行役員会議を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般的重

要事項を決議決定しております。 

・ 内部統制は、外部の専門家に業務委託し、内部監査業務によりその充実を図ります。 

 

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係そのたの利害関係の概要 

    社外取締役の日下孝明氏は、株式会社レントラックジャパン代表取締役社長及び株式会社ブロウアウトジャパン代表取締役社

長であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。 

    社外取締役の加茂正治氏は、株式会社ＵＳＥＮ取締役副社長、株式会社ＢＭＢ代表取締役社長及び株式会社スタンダード代表

取締役会長であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。 

    社外取締役の高垣佳典氏は、株式会社ＵＳＥＮ取締役及び株式会社ショウタイムの代表取締役社長であります。同氏は、当社

の株式を保有しておりません。 

    その他該当事項はありません。 

 

③ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年における実施状況 

当社では、2004年12月28日にて当社グループの経営状況や経営戦略に係る諸問題に関して、当社グループの事業に関係の深い

外部有識者から、また株主としての立場から有益な助言・提言を得る事を目的に経営諮問委員会を設置いたしました。 

 

３．経営成績及び財政状態 

（１）当期の業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、雇用情勢の改善、個人消費の持ち直しなど、明るい兆しが見え、景気は一部に

弱い動きがあるものの緩やかに回復に向けた動きが見られるようになりました。 

このような経営環境の下、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は、77億00百万円（前年同期比6.4％減）と減収とな

りましたが、営業利益につきましては４億42百万円（前年同期は24億19百万円の損失）となり、営業黒字に転換いたしました。

これは、映画配給事業の収益率の改善及び販管費の削減によるものであります。経常損益につきましては、外国為替レートの大

幅な変動により、為替関連損失を計上したため、３億24百万円（前年同期は30億5百万円の損失）の損失となりました。また、

中間純損失は、たな卸資産等評価損等の特別損失を計上したため、38億70百万円（前年同期は30億78百万円の損失）となりまし

た。  

 

  事業部門別の売上高の状況は以下のとおりであります。 
 

＜映像コンテンツプロパイダー事業＞ 

[映画配給事業] 

当中間連結会計期間の映画配給事業は、「スカイキャプテン ワールド・オブ・トゥモロー」、「オペラ座の怪人」、「きみ

に読む物語」他計10作品を新規全国チェーン公開しました。ミニシアター向けには、「ビヨンド the シー」他８作品を新規に

公開したほか、前年度より引き続き「華氏911」、「モンスター」を公開しました。 

「スカイキャプテン」は計画に届きませんでしたが、注力作品の「オペラ座の怪人」が2005年１-３月国内公開作品興収売上

№１を記録する大ヒットとなり、「きみに読む物語」もロングランヒットを続けており、全国チェーン公開作品は好調に推移し

ました。またミニシアター公開作品も総じて堅調に推移した為、前年同期と比較して大幅な増収となりました。 

その結果、当事業の売上高は39億59百万円（前年同期比58.7％増）となりました。 

 [映像版権事業] 

当中間連結会計期間の映像版権事業は、全国主要Aロードチェーン公開作品のDVD発売が少なく、Bロードチェーン、及び単館

系の作品を中心とする売上となりました。また、市場は構造変化が進み価格競争が激化したことにより一段と厳しくなりました。      

その結果、当事業の売上高は22億59百万円（前年同期比9.4％減）となりました。 
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上記の結果、映像コンテンツプロバイダー事業全体の売上高は62億19百万円（前年同期比8.8％減）となりました。 

 

＜放送事業＞ 

当中間連結会計期間の放送事業は、デジタル化へ向けてチャンネル数増加が進み、衛星放送と並ぶ主要インフラへと成長しつ

つあるケーブルTV各局への配信業務の強化と普及速度の高まったブロードバンド向けコンテンツ供給の強化に努めてまいりま

した。またスポット取引として他社へのキャラクターライセンス売上が発生したことにより、前年同期実績を上回りました。 

その結果、当事業の売上高は５億４百万円（前年同期比13.1％増）となりました。 

 

＜出版事業＞ 

当中間連結会計期間の出版事業は、月刊「DVDナビゲーター」の広告料収入が高い伸びを見せ、主力の月刊「ビデオ・インサ

イダー・ジャパン」につきましても厳しい市況の中で前年実績並みの売上高を維持することができました。しかしながら連結子

会社である㈱キネマ旬報社に前年のような大ヒット作が無かったため、出版事業全体としての前年同期実績には及びませんでし

た。 

その結果、当事業の売上高は９億22百万円（前年同期比1.2％減）となりました。 

 

＜Ｍ＆Ｓ事業＞ 

   当中間連結会計期間のＭ＆Ｓ事業は、「IT×マーケティング」を活用したマーケティングリサーチ事業の成長に伴い、順調に 

推移してまいりました。これは、再編が進む映画映像産業において重要視されている｢戦略立案」の支援や信託法改正に伴う「コ 

ンテンツ評価」の高まりから受注契約社数の増加に繋がったものです。また、映像分野の当事業の実績からエンタテインメン

ト全般に関わる企業からも受注を達成しました。 

その結果、当事業の売上高は55百万円（前年同期比88.0％増）となりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という）は、税金等調整前中間純損失が38億20百万円となった

ことによる資金の減少がありましたが、第三者割当による資金調達を行ったことにより、前連結会計年度末に比べ４億59百万円

増加し、当中間連結会計期間末には56億25百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、86億56百万円（前年同期比22億37百万円減）となりました。これは、主に税金等調整

前中間純損失が38億20百万円になったこと及びたな卸資産が23億47百万円増加したこと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） 

投資活動の結果得られた資金は、４百万円（同９百万円減）となりました。これは、主に有形固定資産の取得が35百万円

及び保険積立金の返戻が64百万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） 

財務活動により得られた資金は、91億18百万円（同36億92百万円減）となりました。これは、主に第三者割当増資によ

る資金調達139億83百万円及び借入金の返済48億64百万円によるものであります。 

 

（３）通期の見通し 

今年度下半期、当社グループは、全国チェーン公開作品では、ハリウッドにてリメイクされた「シャル・ウィ・ダンス？」、

「マスク２」のヒットをはじめ、全世界で１億2000万部を売りつくしたベストセラー”ダーク・ピット” シリーズ待望の映画

化「サハラ－死の砂漠を脱出せよ－」が6月中旬公開予定となっております。 またミニシアター作品では、ドイツで社会現象

を巻き起こし、本年度アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた「ヒトラー～最期の12日間～」、フランスで「ディープ･

ブルー」を超え大ヒットした「皇帝ペンギン」などの公開があります。 

平成17年８月期の通期見通しは、売上高160億円、営業利益７億円、経常損失５億円、当期純損失40億円といたします。 

また、単独業績見通しにつきましては、売上高125億円、営業利益３億円、経常損失８億円、当期純損失42億円といたします。 
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４．中間連結財務諸表 

①中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成16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   5,852,069   5,625,068   5,165,439  

２．受取手形及び売掛金   9,431,106   4,004,293   3,811,925  

３．たな卸資産 ※２  8,600,346   12,235,278   9,887,951  

４．前渡金   2,724,783   1,709,861   2,589,429  

５．繰延税金資産   －   121,800   121,800  

６．共同買付立替金   2,380,409   148,069   954,862  

７．未収入金   2,585,236   1,574,359   3,465,564  

８．その他   872,114   572,217   1,349,456  

９．貸倒引当金   △129,332   △344,385   △576,327  

流動資産合計   32,316,733 97.1  25,646,562 96.7  26,770,101 96.8

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※１  38,908   39,113  35,297 

２．無形固定資産   182,147   150,347  177,396 

３．投資その他の資産         

(1)その他  795,585   1,760,692  1,744,808  

(2)貸倒引当金  △58,442 737,142  △1,079,926 680,766 △1,076,241 668,566 

固定資産合計   958,198 2.9  870,227 3.3  881,260 3.2

資産合計   33,274,932 100.0  26,516,790 100.0  27,651,361 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成16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   3,921,329  5,202,842  7,425,934

２．短期借入金 ※２  16,819,350  13,223,900  17,239,092

３．未払金   2,017,325  1,624,365  2,920,816

４．前受金   3,233,280  4,851,742  6,279,953

５．共同買付預り金   2,128,973  817,767  2,087,021

６．賞与引当金   102,637  93,558  99,076

７．返品調整引当金   63,984   58,305  65,427

８．その他   1,007,840   646,527  796,861

流動負債合計   29,294,72188.0  26,519,010100.0  36,933,529133.5

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金 ※２  3,021,500  2,433,000  3,097,700

２．退職給付引当金   58,080   62,418  58,151

３．役員退職慰労引当金   252,486  55,770  300,841

４．その他   168,136  73,276  81,969

固定負債合計   3,500,20210.5  2,624,464 9.9  3,538,66112.8

負債合計   32,794,92398.5  29,143,475109.9  40,472,191146.3

      

（少数株主持分）      

少数株主持分   324,6761.0  423,9821.6  405,3151.5

      

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   5,436,96416.4  12,436,96446.9  5,436,96419.7

Ⅱ 資本剰余金   5,485,53516.5  7,000,00026.4  5,485,53519.8

Ⅲ 利益剰余金   △10,812,869△32.5 
 
 
△22,578,440△85.1  △24,193,575△87.5

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  45,8290.1  90,995 0.3  45,0580.2

Ⅴ 自己株式   △129△0.0  △188△0.0  △129△0.0

資本合計   155,3310.5  △3,050,667△11.5  △13,226,145△47.8

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  33,274,932100.0  26,516,790100.0  27,651,361100.0
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②中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 
  至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
（自 平成15年10月１日 

  至 平成16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 ※１ 8,225,076100.0 7,700,577100.0 11,858,759100.0

Ⅱ 売上原価  9,064,930110.2 5,703,71474.1 15,234,127128.5

   売上総利益又は 
   売上総損失（△） 

 △839,853△10.2 1,996,863 25.9 △3,375,368△28.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 1,579,90419.2 1,554,248 20.2 3,655,43730.8

   営業利益又は 
   営業損失（△） 

 △2,419,758△29.4 442,614 5.7 △7,030,805△59.3

Ⅳ 営業外収益   

 １．受取利息  1,485  232 2,024

 ２．デリバティブ利益  51,346  － 665,725

 ３．その他  33,849 86,6811.1 33,223 33,4560.5 60,218727,9686.1

Ⅴ 営業外費用   

 １．支払利息  235,469  226,376 390,378

 ２．支払手数料  118,510  207,135 581,334

 ３．売上債権売却損  21,136  － 46,952

 ４．為替差損  247,513  72,886 148,402

 ５．デリバティブ損失  －  222,885 －

 ６．新株発行費  16,998  16,712 16,998

 ７．その他  32,472672,1018.2 54,314 800,31110.4 20,4451,204,51110.1

   経常損失  3,005,179△36.5 324,240 △4.2  7,507,348△63.3

Ⅵ 特別利益   

 １．前期損益修正益  －  40,000 －

 ２．貸倒引当金戻入益  －  34,947 －

 ３．役員退職慰労引当金
戻入益 

 23,400 23,4000.2 256,300331,2474.3 22,400 22,4000.2

Ⅶ 特別損失   
 １．映像使用権の償却方

法の変更に伴う前期
損益修正損 

 －  － 6,355,434

 ２．前期損益修正損  －  475,480 －

 ３．固定資産除却損  －  27,224 －

 ４．たな卸資産等評価損  －  2,705,060 －

 ５．過年度役員退職慰労
引当金繰入額 

 －  － 23,900

 ６．過年度売上値引及び
売上戻り損失  

 －  121,500 1,436,074

 ７．貸倒引当金繰入額  －  － 1,023,881

 ８．投資有価証券評価損  －  － 73,739

 ９．違約損害金  －  152,246 －

 10．為替予約解約損  －  190,715 －

 11．事業所移転費用  － － － 155,0633,827,29149.7 － 8,913,02875.2

税金等調整前中間純 
    損失又は税金等調整 
    前当期純損失 

 2,981,779△36.3 3,820,284△49.6 16,397,977△138.3

法人税、住民税及び 
事業税 

 22,550  31,449 28,220

過年度法人税、住民 
税及び事業税 

 12,210  －  12,210

法人税等調整額 
(△貸方) 

 － 34,761 0.4 － 31,4490.4△121,800△81,369△0.7

少数株主利益  62,0010.7 18,6660.3 142,6401.2

中間純損失又は 
当期純損失 

 3,078,542△37.4 3,870,400△50.3 16,459,248△138.8
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③中間連結剰余金計算書 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日）

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高 3,735,535 5,485,535 3,735,535 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

増資による新株の発行 1,750,0001,750,0007,000,0007,000,0001,750,0001,750,000 

Ⅲ 資本剰余金減少高  

欠損てん補による 

資本剰余金減少高 
－ － 5,485,5355,485,535 － － 

Ⅳ 資本剰余金中間期末 

残高 
5,485,535 7,000,000 5,485,535 

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △7,734,327 △24,193,575 △7,734,326 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  資本準備金取崩しに 

  よる利益剰余金増加高 
－ － 5,485,5355,485,535 － － 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

中間(当期)純損失  3,078,5423,078,5423,870,4003,870,40016,459,24816,459,248 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 

残高 
△10,812,869 △22,578,440 △24,193,575 
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④中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成15年10月１日 

 至 平成16年３月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 

 至 平成17年３月31日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成15年10月１日 

 至 平成16年９月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

税金等調整前中間（当期）

純損失 
 △2,981,779 △3,820,284 △16,397,977 

減価償却費  5,950 12,527 12,657 

連結調整勘定償却額  23,725 23,725 47,451 

受取利息及び受取配当金  △1,747 △372 △2,649 

支払利息  235,469 226,376 390,378 

デリバティブ利益  △51,346 － △776,370 

デリバティブ損失  － 222,885 － 

売上債権の増加額（△） 

又は減少額 
 △643,226 △192,367 3,952,073 

たな卸資産の増加額（△） 

又は減少額 
 1,355,987 △2,347,326 68,382 

前渡金の増加額（△）又は 

減少額 
 △1,785,658 879,567 △1,650,305 

共同買付立替金の 

増加額（△）又は減少額 
 △455,259 806,793 970,287 

未収入金の増加額（△） 

又は減少額 
 1,550,145 1,891,204 669,817 

仕入債務の減少額（△）  △6,694,096 △2,223,092 △3,189,490 

未払金の増加額又は減少

額（△） 
 △400,906 △1,296,450 502,583 

前受金の増加額又は減少 

額（△） 
 △808,642 △1,428,211 2,238,031 

共同買付預り金の増加額 

又は減少額（△） 
 △2,990 △1,269,254 △44,942 

その他  28,491 58,090 1,595,483 

小計  △10,625,883 △8,456,188 △11,614,587 

利息及び配当金の 

受取額 
 1,748 383 2,638 

利息の支払額  △221,375 △181,201 △387,457 

法人税等の支払額  △48,279 △19,277 △57,051 

営業活動によるキャッ 

シュ・フロー 
 △10,893,790 △8,656,283 △12,056,458 
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前中間連結会計期間 

(自 平成15年10月１日 

 至 平成16年３月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 

 至 平成17年３月31日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成15年10月１日 

 至 平成16年９月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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 
 － △35,458 － 

無形固定資産の取得による 

支出 
 － △4,787 △17,912 

保険積立金の返戻による収  

入 
 － 64,758 － 

その他  13,774 △20,061 △11,749 

投資活動によるキャッシ 

ュ・フロー 
 13,774 4,451 △29,662 

Ⅲ 財務活動によるキャッ 

  シュ・フロー 
    

短期借入金の純増加額（△

純減少額） 
 － △3,328,292 － 

短期借入による収入  37,645,000 － 50,937,042 

短期借入金の返済による 

支出 
 △26,815,000 － △39,744,999 

長期借入による収入  400,000 － 2,329,450 

長期借入金の返済による 

支出 
 △1,902,300 △1,536,400 △3,697,850 

株式の発行による収入  3,483,001 13,983,287 3,483,001 

その他  △22 △58 △22 

財務活動によるキャッ 

シュ・フロー 
 12,810,679 9,118,536 13,306,622 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額 
 △115,353 △7,074 △91,821 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 

  額又は減少額（△） 
 1,815,310 459,629 1,128,680 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首 

  残高 
 4,036,759 5,165,439 4,036,759 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間 

  期末（期末）残高 
 5,852,069 5,625,068 5,165,439 
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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 

前中間連結会計期間 

(自 平成15年10月１日 

 至 平成16年３月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 

 至 平成17年３月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成15年10月１日 

 至 平成16年９月30日) 

当社は、前連結会計年度において大幅

な当期純損失を計上し、貸出コミットメ

ントライン契約の財務制限条項に抵触す

ることとなり、継続企業の前提に関する

重要な疑義が生じました。 

当該状況を解消すべく、金融機関及び

大株主等に対して支援をお願いし、平成

16年1月にコミットメントライン契約を

更新し、2月27日付けで35億円の第三者割

当増資を完了させております。 

しかしながら、当中間連結会計期間に

おいて3,078,542千円の中間純損失を計

上した結果、自己資本額が155,331千円

（自己資本比率0.5％）となっておりま

す。また、映像コンテンツプロバイダー

事業は先行投資型のビジネスモデルであ

るため、仕入契約締結済みの映像使用権

の対価や広告宣伝費の支払い等を手許資

金及び営業キャッシュ・フローで回収す

ることが容易ではない状況であり、当中

間連結会計期間末においても継続企業の

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、中期

経営計画（Ｖ－ＰＲＯＪＥＣＴ）を実施

し、収益力の改善を図り財務体質の強化

を行っていく予定であり、金融機関及び

大株主等に対し支援をお願いしているた

め、当面資金調達に支障は生じないもの

と考えております。 

なお、中間連結財務諸表は、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。 

当社グループは、平成16年12月27日及

び平成17年１月11日に合計で14,000,000

千円の第三者割当増資を実施し、株式会

社ＵＳＥＮの子会社となりました。また、

金融機関にも引続き支援をお願いし、収

益力の改善及び財務体質の強化に努めて

まいりました。 

しかしながら、たな卸資産等評価損等

の特別損失の計上により、当中間連結会

計期間において3,870,400千円の中間純

損失を計上した結果、3,050,667千円の債

務超過となり、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、親会

社の支援を得て平成17年６月中に債務超

過を解消する予定であり、当面資金調達

に支障は生じないものと考えておりま

す。 

今後は、「中長期的な経営戦略」に記

載のとおり、中期経営計画(改革プラン)

を実施し、ＵＳＥＮグループの一員とし

て収益力の改善を図り、再建を目指して

まいります。 

なお、中間連結財務諸表は、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。 

当社グループは、前連結会計年度にお

いて8,027,654千円の当期純損失を計上

し、当社の貸出コミットメントライン契

約の財務制限条項に抵触することとな

り、継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じました。 

当該状況を解消すべく、金融機関及び

大株主等に対して支援をお願いし、平成

16年１月にコミットメントライン契約を

更新し、２月27日付で3,500,000千円の第

三者割当増資を完了させております。ま

た、中期経営計画(Ｖ－ＰＲＯＪＥＣＴ)

を策定し、収益力の改善及び財務体質の

強化に努めてまいりました。 

しかしながら、大型作品の完成の遅れ

やテレビ業界における大手企業の民事再

生法適用の影響等により販売が減少する

とともに、映画配給事業における広告宣

伝費の増加や一部大型作品の興行収入の

不振による利益率の悪化及び会計方針の

変更による特別損失の計上により、当連

結会計年度において16,459,248千円の当

期純損失を計上した結果、13,226,145千

円の債務超過となり、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、平成

16年12月27日及び平成17年１月11日に合

計で14,000,000千円の第三者割当増資を

実施する予定であり、株式会社有線ブロ

ードネットワークスの子会社となる予定

です。また、金融機関にも引続き支援を

お願いしており、当面資金調達に支障は

生じないものと考えております。 

今後は、「対処すべき課題」に記載の

とおり、中期経営計画(改革プラン)を実

施し、株式会社有線ブロードネットワー

クスの子会社として、収益力の改善を図

り、再建を目指してまいります。 

なお、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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

１. 連結の範囲に関する 

事項 

(1）連結子会社の数 ３社 (1）連結子会社の数 ３社 (1）連結子会社の数 ３社 

 (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 (2）連結子会社の名称 

 ㈱ギャガ・クロスメディ

ア・マーケティング 

㈱キネマ旬報社 

㈱ギャガ･デジタルブレイ

ン 

同左 同左 

 (3）非連結子会社の名称及び連

結の範囲から除いた理由 

(3）非連結子会社の名称及び連

結の範囲から除いた理由 

(3）非連結子会社の名称及び連

結の範囲から除いた理由 

 Gaga America,Inc. 

㈱ギャガ・ミュージック 

同左 Gaga America,Inc. 

㈱ギャガ・ミュージック 

 非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益及び利益剰余

金等は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

 非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余

金等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

２. 持分法の適用に関する

事項 

(1)持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

(1)持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

(1)持分法を適用しない非連結

子会社及び関連会社の名称 

 Gaga America,Inc. 

㈱ギャガ・ミュージック 

㈱ビットワークス・ジャパ

ン 

Gaga America,Inc. 

㈱ギャガ・ミュージック 

㈱ビットワークス・ジャパ

ン 

㈱BBB 

同左 

 (2）持分法を適用しない理由 (2）持分法を適用しない理由 (2)持分法を適用しない理由 

 持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社は、

中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、

持分方の対象から除いても

中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全

体として重要性がないため

持分法の適用の対象から除

外しております。 

同左 持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社は、

当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、

持分方の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体と

して重要性がないため持分

法の適用の対象から除外し

ております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

３. 連結子会社の中間決算

日（事業年度）等に関す

る事項 

連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致してお

ります。 

同左  連結子会社の事業年度の末日

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有価証券 ①有価証券 ①有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 (イ）時価のあるもの (イ）時価のあるもの (イ）時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部資

本直入法により処理し

ており、売却原価は移動

平均法により算定して

おります。 

同左 連結決算日の市場価格

等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部資

本直入法により処理し

ており、売却原価は移動

平均法により算定して

おります。 

 (ロ)時価のないもの (ロ)時価のないもの (ロ)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 

 (イ)仕掛品 (イ)仕掛品 （イ)仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

 (ロ)映像使用権 (ロ)映像使用権 （ロ)映像使用権 

 定率法による２年償却 作品毎の映像使用権の金額

を過去の実績に基づいて劇場

上映権、ビデオ化権及びテレビ

放映権の予想収益（利益）に応

じて按分し、権利毎に使用によ

る収益獲得時に一括償却する

方法 

 （追加情報） 

 従来、映像使用権の評価方法

は、定率法による２年償却を採

用しておりましたが、前連結会

計年度の下期より、作品毎の映

像使用権の金額を過去の実績

に基づいて劇場上映権、ビデオ

化権及びテレビ放映権の予想

収益（利益）に応じて按分し権

利毎に使用による収益獲得時

に一括償却する方法に変更い

たしました。 

なお、当該変更に伴う影響額

は、前連結会計年度の 

同左 

 

 

 

 

 

 

  （会計処理の変更） 

 ビデオ化権のライセンス売

上は、従来、販売契約締結後

ビデオソフトメーカーに対し

素材の引渡しが可能となった

時点で計上しておりましたが

（素材引渡可能日基準）、当

連結会計年度からビデオソフ

トメーカーがビデオを発売開

始した時点で計上する方法

（ビデオ発売日基準）に変更

いたしました。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

  額と同額であります。  ビデオ化権のライセンス売上

の認識は素材引渡しを原則とし

ながらも、映像の流出を避ける

ためビデオ発売直前まで当社で

管理することが一般的であるこ

とに加え、ビデオ化権の販売契

約書には最低保証印税の金額が

定められており、ビデオの販売

実績に関係なく返還不要である

ため、ビデオソフトメーカーに

対し素材の引渡しが可能となっ

た時点で計上しておりました。 

 しかし、興行成績が不振に終

わった作品について、ビデオソ

フトメーカー側から最低保証印

税の減額要求がなされることが

多くなり、今後のビデオ化権の

販売を円滑に行うため、当連結

会計年度において最低保証印税

を減額する取引が発生しまし

た。今後は契約条項に従い減額

は行わない方針ですが、売上の

認識をより客観的、保守的に行

うために上記方法に変更いたし

ました。 

 

 また、映像使用権の評価方法

は、従来、定率法による２年償

却を採用しておりましたが、当

連結会計年度から、作品毎の映

像使用権の金額を過去の実績に

基づいて劇場上映権、ビデオ化

権及びテレビ放映権の予想収益

（利益）に応じて按分し権利毎

に使用による収益獲得時に一括

償却する方法に変更いたしまし

た。 

 映像コンテンツプロバイダー

事業は、個々の作品の権利毎に

収益（利益）を予想することが

困難であり、恣意性が介入する

危険性があったため、権利毎に

売上高と売上原価の対応を図る

ことをせず、定率法による２年

償却という客観的な基準を採用

し、各期毎に対応させる方法を

採用しておりました。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

    しかし、定率法による２年償

却は最初の権利売上計上月から

償却が開始されるため、償却額

が売上計上月により左右され売

上高と売上原価の対応関係に歪

が大きくなる傾向が見られまし

た。 

 各作品の権利毎の売上及び原

価データが収集・整備されたこ

とに伴い、個々の作品の権利毎

の利益の傾向を把握することが

可能となり、恣意性が介入する

危険性が少なくなりました。そ

のため株式会社有線ブロードネ

ットワークスの子会社となるこ

とが予定されたことを機に、期

間損益をより適正化するために

上記方法に変更いたしました。 

 

 この結果、従来の方法に比較

して売上高5,249,736千円、売上

原価5,976,142千円がそれぞれ

少なく計上され、さらに、映像

使用権の評価方法について期首

から同一の会計処理方法を適用

していた場合の影響額

6,355,434千円を特別損失とし

て計上したため、売上総損失、

営業損失及び経常損失はそれぞ

れ726,406千円減少し、税金等調

整前当期純損失は5,629,027千

円増加しております。 

 

 なお、最低保証印税を減額す

る取引は下期に発生しており、

株式会社有線ブロードネットワ

ークスの子会社化の検討は下期

に行われたため、当中間連結会

計期間は、従来の方法によって

おります。 

従って、当中間連結会計期間は、

変更後の方法によった場合に比

べて売上高が2,747,880千円、売

上原価が3,870,985千円それぞ

れ多く計上され、さらに、映像

使用権の評価方法について期首

から同一の会計処理方法を適用 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

   していた場合の影響額6 

6,355,434千円が特別損失とし

て計上されるため、売上総損失、

営業損失、経常損失はそれぞれ

1,123,104千円多く計上され、税

金等調整前中間純損失は

5,232,229千円少なく計上され

ております。 

①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

定率法 同左 同左 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 定額法 同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

(3)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、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。 

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の賞与支給見込

額のうち当中間連結会計期間

の負担に属する部分の金額を

計上しております。 

同左 従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与の翌連結会計年度支

給見込額のうち当連結会計年

度の負担に属する部分の金額

を計上しております。 

 ③返品調整引当金 ③返品調整引当金 ③返品調整引当金 

 当社及び一部の連結子会社

は、売上返品による損失に備

えるため、返品予測高に対す

る売上総利益相当額を計上し

ております。 

同左 同左 

 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末

における退職給付債務の額か

ら年金資産の額を控除した額

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、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。 

 

 

 

⑤役員退職慰労引当金 

 当社及び一部の連結子会社

は、役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく当中

間連結会計期間末現在の支給

見積額を計上しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

 一部の連結子会社は、役員の

退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく当中間連結会

計期間末現在の支給見積額を

計上しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく当連

結会計年度末現在の支給見積

額を計上しております。 

  （追加情報） 

当社は、平成16年12月開催

の取締役会において、役員退

職慰労金制度の廃止を決議い

たしました。 

そのため、当期首における

役員退職慰労引当金の全額を

取崩し、役員退職慰労引当金

戻入益256,300千円を特別利

益に計上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

(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 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて､特

例処理の条件を充たしてい

る場合には、特例処理を採

用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

③ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動

リスクを回避する目的で金

利スワップを行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件に該当す

ることを事前に確認してお

り、有効性の判定は省略し

ております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

消費税の処理方法 消費税の処理方法 消費税の処理方法 (7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 
 税抜方式を採用しておりま

す。 

 なお、仮払消費税と仮受消費

税は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

 なお、仮払消費税と仮受消費

税は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

５. 中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キ

ャッシュ・フロー計算

書）における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっており

ます。 

同左 同左 
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中間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 
前中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年３月31日） 

―――――――――― （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（「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）が平成16年３月31日に終了する連結会計年度に係

る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、

当中間連結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用し

ております。これによる損益に与える影響はありません。 

 

追加情報 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年９月30日） 

―――――――――― （外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴

い、当中間連結会計期間から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日 企業会計

基準委員会 実務対応報告第12号）に

従い、法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

25,219千円増加し、営業利益が同額減

少し、経常損失及び税金等調整前中間

純損失が同額増加しております。 

―――――――――― 
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表示方法の変更 
前中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
  至 平成17年３月31日） 

(中間連結貸借対照表) 

１．前中間連結会計期間において、流動資産の「その他」に

含めていた「前渡金」は、資産総額の100分の５を超えた

ため、当中間連結会計期間より区分掲記することとしまし

た。なお、前中間連結会計期間の流動資産の「その他」に

含まれる「前渡金」の金額は、741,914千円であります。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

１．従来、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の短期借

入金に関するキャッシュ・フローについては、総額で表示

しておりましたが、当連結会計年度より、短期借入金につ

いては、期間が短く、かつ回転が早い項目であるため、純

額表示（「短期借入金の純増加額（△純減少額）」）とし

ております。なお、従来の方法によった場合の表示は「短

期借入による収入」5,100,000千円、「短期借入金の返済に

よる支出」8,428,292千円となっております。 

２．前中間連結会計期間において、流動負債の「その他」に

含めていた「前受金」は、負債、少数株主持分及び資本合

計額の100分の５を超えたため、当中間連結会計期間より

区分掲記することとしました。なお、前中間連結会計期間

の流動負債の「その他」に含まれる「前受金」の金額は、

874,234千円であります。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

１．前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含まれていた「前受金の増加額

又は減少額（△）」は、金額の重要性が増したため、当中

間連結会計期間より区分掲記することとしました。 

なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含まれる「前受金の増加額又は

減少額（△）」は610,472千円であります。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（平成16年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

47,750千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

26,947千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

48,658千円 

※２． ――――――――――― 

 

※２．担保資産及び担保付債務 

  ① 当社は映像使用権の流動化を図る 

   ため、特別目的会社である有限会社シ

ネ・トゥモローとビデオグラム原盤 

   複製頒布契約を締結して資金を調達 

   しております。当該取引によって計 

   上された主な資産及び負債の期末残 

   高は以下のとおりであります。 

※２．担保資産及び担保付債務 

  ① 当社は映像使用権の流動化を図る 

   ため、特別目的会社である有限会社シ

   ネ・トゥモローとビデオグラム原盤複

   製頒布契約を締結して資金を調達し 

   ておりますが、当該取引を金融取引と

   して会計処理しております。当該取引

   によって計上された主な資産及び負 

   債の期末残高は以下のとおりであり 

   ます。 

 たな卸資産 884,222千円

前渡金 181,944  

短期借入金 1,048,950  

長期借入金 871,500  
 

たな卸資産 1,043,534千円

短期借入金 1,048,950千円

長期借入金 871,500千円
 

     なお、上記のほか有限会社シネ・ト

   ゥモローを設立したシネ・フェロー有

   限責任中間法人に対する基金返還請 

   求権3,000千円に質権が設定されてお 

   ります。 

    なお、上記のほか有限会社シネ・ト

   ゥモローの金融機関からの借入金 

   1,920,450千円について、有限会社 

   シネ・トゥモローを設立したシネ・フ

   ェロー有限責任中間法人に対する基 

   金返還請求権3,000千円に質権が設定 

   されております。 

   ② 短期借入金の当中間連結会計期間

末残高のうち、売上債権の流動化の一

部を金融取引として処理したことに

より計上された金額は、368,550千円

であり、譲渡対象となったビデオグラ

ム原盤複製頒布契約のうち、売上債権

が回収された総額が184,800千円、当

中間連結会計期間末時点においてビ

デオ発売日が到来していない契約に

よる将来債権は、183,750千円であり

ます。 

  ② ――――――――――― 

 現金及び預金 184,800千円

将来債権 183,750   

短期借入金 368,550   
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前中間連結会計期間末 
（平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（平成16年９月30日） 

 ３．偶発債務  ３．偶発債務  ３．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、下

記の会社に対し遡及義務を負っており

ます。 

 債権譲渡を行った売掛金について、下

記の会社に対し遡及義務を負っており

ます。 

 債権譲渡を行った売掛金について、下

記の会社に対し遡及義務を負っており

ます。 
 

（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株
式会社 

582,750千円

ダイヤモンドリー
ス株式会社 

494,025 

株式会社ユーエフ
ジェイ銀行 

341,460 

NECリース株式会
社 

306,967 

計 1,725,202 
  

 
（被保証会社） （保証債務残高） 

株式会社ユーエフ
ジェイ銀行 

263,760千円

エヌ・ティ・ティ・
リース株式会社 

－ 

東銀リース株式会
社 

42,000 

ダイヤモンドリー
ス株式会社 

－ 

計 305,760 
  

 
（被保証会社） （保証債務残高） 

株式会社ユーエフ
ジェイ銀行 

221,260千円

エヌ・ティ・ティ・
リース株式会社 

－ 

東銀リース株式会
社 

42,000 

ダイヤモンドリー
ス株式会社 

－ 

計 263,260 
  

 ４．貸出コミットメントライン契約 

 当社グループは、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行９行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結してお

ります。 

 当中間連結会計期間末における貸出

コミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 ４．貸出コミットメントライン契約 

 当社グループは、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行４行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結してお

ります。 

 当中間連結会計期間末における貸出

コミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 ４．貸出コミットメントライン契約 

当社グループは、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行８行と貸出コ

ミットメントライン契約を締結してお

ります。 

当連結会計年度末における貸出コミ

ットメントラインに係る借入未実行残

高は次のとおりであります。 
 
貸出コミットメント
ラインの総額 

12,000,000千円

借入実行残高 11,000,000 

差引額 1,000,000 
  

 
貸出コミットメント
ラインの総額 

8,450,000千円

借入実行残高 － 

差引額 8,450,000 
  

 
貸出コミットメント
ラインの総額 

10,600,000千円

借入実行残高 10,100,000 

差引額 500,000 
  

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

※１．売上高の季節的変動 ※１． ────────── ※１． ────────── 

 当社グループの売上高は、当社グルー

プの映像コンテンツの中心となるハリ

ウッドの製作スケジュールにより完成

映像コンテンツの引渡しが下半期に集

中すること、資金効率及び収益確保の早

期化の観点から映像コンテンツ入手後

ビデオ版権及びテレビ版権の速やかな

ライセンスに努めていることから、売上

高は下半期に集中しております。このた

め、連結会計年度の上半期の売上高と下

半期の売上高との間に著しい相違があ

り、上半期と下半期の業績に季節的変動

があります。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 
 

役員報酬 126,499千円

給与手当 483,532 

賞与引当金繰入額 91,799 

退職給付費用 16,772 

役員退職慰労引当
金繰入額 

1,162 

賃借料 113,034 

貸倒引当金繰入 17,653 
  

 
役員報酬 110,354千円

給与手当 468,701 

賞与引当金繰入額 81,800 

退職給付費用 12,391 

役員退職慰労引当
金繰入額 

11,229 

業務委託費 159,156 
  

 
役員報酬 256,353千円

給与手当 1,038,938 

賞与引当金繰入額 87,490 

退職給付費用 25,453 

役員退職慰労引当
金繰入額 

24,617 

賃借料 227,248 

貸倒引当金繰入 438,446 
  

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年10月１日 
 至 平成16年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
 至 平成17年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年10月１日 
 至 平成16年９月30日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成16年３月31日現在） （平成17年３月31日現在） （平成16年９月30日現在） 

 現金及び預金勘定と、現金及び現金同

等物は一致しております。 

 現金及び預金勘定と、現金及び現金同

等物は一致しております。 

 現金及び預金勘定と、現金及び現金同

等物は一致しております。 
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① リース取引関係 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

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 

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 

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 

(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連結会

計期間末残高相当額 

(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中間連結会

計期間末残高相当額 

(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連結会計年

度末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

中間連結
会計期間
末残高相
当額 

（千円） 

有形固定資産 128,135 69,95458,181 

無形固定資産 156,211 107,39248,818 

合計 284,346 177,346106,999 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

中間連結
会計期間
末残高相
当額 

（千円） 

有形固定資産 93,952 61,631 32,321 

無形固定資産 125,406 98,81326,592 

合計 219,359 160,44558,914 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

連結会計
年度末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 119,987 70,80649,180 

無形固定資産 161,401 121,66739,733 

合計 281,389 192,47488,914 

  
(2）未経過リース料中間連結会計期間末

残高相当額 

(2）未経過リース料中間連結会計期間末

残高相当額 

(2）未経過リース料連結会計年度末残高

相当額 
 

１年内 54,064千円

１年超 59,373千円

 合計 113,438千円
  

 
１年内 34,836千円

１年超 28,309千円

 合計 63,145千円
  

 
１年内 49,491千円

１年超 45,157千円

 合計 94,648千円
  

(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、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

(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 32,965千円

減価償却費相当額 30,155千円

支払利息相当額  2,175 千円
  

 
支払リース料 28,146千円

減価償却費相当額 25,503千円

支払利息相当額 1,273千円
  

 
支払リース料 64,719千円

減価償却費相当額 59,428千円

支払利息相当額 4,044千円
  

(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 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

２．  ――――――――――― ２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 
 

１年内 2,260千円

１年超 ―千円

 合計 2,260千円
  

    
１年内 2,544千円

１年超 4,446千円

 合計 6,990千円
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② 有価証券 

前中間連結会計期間（平成16年3月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                            （単位：千円） 

 前中間連結会計期間末 

 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 26,737 104,008 77,271 

合計 26,737 104,008 77,271 

 

２．時価評価されていない主な有価証券                           （単位：千円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式（店頭公開株式を除く） 212,242 

 

当中間連結会計期間（平成17年3月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                            （単位：千円） 

 当中間連結会計期間末 

 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 26,737 180,160 153,423 

合計 26,737 180,160 153,423 

 

２．時価評価されていない主な有価証券                           （単位：千円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 138,502 

 

前連結会計年度（平成16年9月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                            （単位：千円） 

 前連結会計年度末 

 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式 26,737 102,708 75,971 

合計 26,737 102,708 75,971 

 

２．時価評価されていない主な有価証券                           （単位：千円） 

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式（店頭公開株式を除く） 134,703 

(注)その他有価証券について、73,739千円(非上場株式)の減損処理を行っております。 
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③ デリバティブ取引 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 

前中間連結会計期間末（平成16年3月31日現在） 

 

1.通貨関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 11,235,073 10,614,129 △620,944 通貨 

 オプション取引 418,000 393,360 △24,640 

合計 11,653,073 11,007,489 △645,584 

 

2.金利関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引 3,200,000 △174,311 △174,311 

キャップ取引 2,000,000 6 △13,295 

金利 

（キャップ料） (13,302)   

合計 5,200,000 △174,304 △187,607 

(注)ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

当中間連結会計期間末（平成17年3月31日現在） 

 

1.通貨関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 855,179 839,692 △15,486 通貨 

オプション取引 706,790 691,510 △15,279 

合計 1,561,969 1,531,203 △30,766 

 

2.金利関連 
対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引 3,200,000 △152,287 △152,287 

合計 3,200,000 △152,287 △152,287 

(注)ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

前連結会計年度末（平成16年９月30日現在） 

 

1.通貨関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 10,816,502 10,871,289 54,786 通貨 

オプション取引 209,000 210,100 1,100 

合計 11,025,502 11,081,389 55,886 

 

2.金利関連 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引 3,200,000 △160,769 △160,769 

キャップ取引 2,000,000 ― △3,284 

金利 

（キャップ料） (3,284) ―  

合計 5,200,000 △160,769 △164,054 

(注)ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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④ セグメント情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

１.事業の種類別セグメント情報 

全セグメントの売上高、営業損益に

占める映像関連事業の売上高、営業損

益の割合がいずれも90％超であるた

め、事業の種類別セグメント情報の記

載を省略しております。 

同左 同左 

２.所在地別セグメント情報 

在外連結子会社及び在外支店があり

ませんので、記載を省略しております。 

同左 同左 

３.海外売上高 

海外売上高が連結売上高の10％未満

であるため、記載を省略しております。 

同左 同左 

 

（重要な後発事象） 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年９月30日） 

―――――――――― ―――――――――― （第三者割当増資及び新株予約権発行

について） 

当社は、平成16年12月17日開催の定

時株主総会において、下記のように、

特に有利な価額をもって、第三者割当

による新株式発行及び新株予約権発行

を行うことが承認されたため、同日開

催の取締役会において下記の内容で新

株式及び新株予約権発行を決議致しま

した。 

 

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 22,168,148株 

(２)発行価額 

  １株につき金260円 

(３)発行価額の総額 

  5,763,718,480円 

(４)資本組入額 

  2,881,859,240円 

(５)割当先及び株式数 

  ㈱有線ブロードネットワークス 

  17,052,422株 

  依田 巽 5,115,726株 

(６)申込期日 

  平成16年12月27日 

(７)配当起算日 

  平成16年10月１日 
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前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年９月30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 31,678,006株 

(２)発行価額 

  １株につき金260円 

(３)発行価額の総額 

  8,236,281,560円 

(４)資本組入額 

  4,118,140,780円 

(５)割当先及び株式数 

  ㈱有線ブロードネットワークス 

  21,409,117株 

  依田 巽 6,422,735株 

  ㈱レントラックジャパン 

  3,846,154株 

(６)申込期日 

  平成17年１月11日 

(７)配当起算日 

  平成16年10月１日 

(８)効力発生条件 

   第２回新株式発行については、第

１回新株式発行に関する払込がす

べてなされることが、効力発生条件

として必要となります。 

３．資金使途 

 「映像コンテンツプロバイダー事業」

の強化を目的として、映像使用権の買付

け、映像コンテンツの企画・製作のため

の運転資金、及び借入金の返済に充当

し、自己資本の充実及び財務体質の改善

による経営基盤の安定化を図るために

発行しております。 

４．新株予約権発行要領 

(１)発行する新株予約権の総数 

15,930,115個 

(２)新株予約権の目的たる株式の種類 

  普通株式 

(３)新株予約権の目的たる株式の数 

  15,930,115株 

(４)新株予約権の発行価額 

  無償 

(５)新株予約権を発行する日 

  平成17年１月19日又は当社及び割

当先が別途書面にて合意する日 
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前中間連結会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年９月30日） 

―――――――――― ―――――――――― (６)各新株予約権の行使時の払込金額 

  260円 

(７)新株予約権の行使期間  

  発行日の翌日より５年間 

(８)発行先及び新株予約権数  

  ㈱有線ブロードネットワークス 

  13,563,251個 

  依田 巽 

  1,775,148個 

  ㈱レントラックジャパン 

  591,716個 

(９)効力発生条件  

 当該新株予約権発行については第１

回新株式発行及び第２回新株式発行に

関する払込がすべてなされることが、効

力発生条件として必要になります。 

（株式売買予約契約について） 

 平成16年10月１日付で、当社が保有し

ている株式会社ギャガ・クロスメディ

ア・マーケティングの株式について、株

式会社有線ブロードネットワークスへ

以下の内容の購入予約権を付与する売

買予約契約書を締結しました。 

(１)対象株式 

株式会社ギャガ・クロスメディア・

マーケティング株式19,433株  

(２) 売買代金 

  1,800,000千円 

(３)帳簿価格  

  820,491千円 

(４)権利行使期間  

  平成16年10月１日～平成17年１月

31日 

(５)権利の消滅 

  平成17年１月31日までに平成16年

９月30日付金銭消費貸借契約に基づ

く株式会社有線ブロードネットワー

クスに対する借入金1,800,000千円を

完済したとき。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

（1）仕入実績 

当社グループは、劇場権、ビデオ版権、テレビ版権等の映像使用権を主に海外から単独又は他社と共同で購入

しております。また、当社グループがプロデュースを行い、制作工程のすべてを他社に委託して制作させたコン

テンツを完成品として購入しております。 

当中間連結会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。 

 

事業部門別 

当中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

前年同期比（％） 

映像コンテンツプロバイダー事業（千円） 4,828,897 479.7 

放送事業（千円） 381,600 127.9 

出版事業（千円） 446,109 102.3 

Ｍ＆Ｓ事業（千円） 47,107 189.3 

合計（千円） 5,703,714 323.0 

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

（2）受注状況 

当社グループは受注生産を行っておりません。 

 

（3）販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

事業部門別 

当中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

前年同期比（％） 

映像版権事業（千円） 2,259,349 90.6 
映像コンテンツプロバイダー事業 

映画配給事業（千円） 3,959,783 158.7 

小計（千円） 6,219,132 91.2 

放送事業（千円） 504,280 113.1 

出版事業（千円） 922,105 98.8 

Ｍ＆Ｓ事業（千円） 55,059 188.0 

合計（千円） 7,700,577 93.6 

（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 
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平成17年８月期   個別中間財務諸表の概要 平成18年７月14日 

上 場会 社 名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コ ード番 号 4280 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.gaga.co.jp/） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長 氏名 宇野 康秀 

問 合 せ 先 責 任 者   役職名 取締役副社長  氏名 佐藤 英志    ＴＥＬ ( 03 ) 3509 － 7492 

決算取締役会開催日 平成17年５月25日 中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日 平成―年―月―日         単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 
 
１ 17年３月中間期の業績(平成16年10月１日～平成17年３月31日) 

(1)経営成績                    （注）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 

 

17年３月中間期 

16年３月中間期 

百万円   ％ 

6,223   △8.8  

6,826   50.3  

百万円   ％ 

269    ―  

△2,668    ―  

百万円   ％ 

△  494    ―  

△3,253    ―  

16年９月期 8,909         △7,435       △7,901       
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

17年３月中間期 

16年３月中間期 

百万円   ％ 

△ 3,972    ―  

△ 3,245    ―  

円   銭 

△   93   86  

△  291   57  

 

16年９月期 △16,788       △1,200   70   

(注) ① 期中平均株式数 17年３月中間期 42,327,296株 16年３月中間期 11,132,234株 16年９月期 13,981,958株 

   ② 会計処理の方法の変更 有 

   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 

 

17年３月中間期 

16年３月中間期 

円  銭 

0   0   

0   0   

円  銭 

――――― 

――――― 

16年９月期 ――――― 0   0  
 
 (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 

 

17年３月中間期 

16年３月中間期 

百万円 

25,998 

32,478 

百万円 

△ 3,270 

     199 

％ 

△12.6 

  0.6 

円   銭 

△ 46  27  

  11  88  

16年９月期 27,047 △13,343 △49.3 △792  74  

(注) ① 期末発行済株式数 17年３月中間期 70,677,690株 16年３月中間期 16,831,683株 16年９月期 16,831,683株 

   ② 期末自己株式数  17年３月中間期        316株 16年３月中間期        169株 16年９月期        169株 
 
２ 17年８月期の業績予想(平成16年10月１日～平成17年８月31日) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

12,500 
百万円 

300 
百万円 

△800 
百万円 

△4,200 
円  銭 

0  0  
円  銭 

0  0  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △59円 42銭  

※ 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後様々な要因に 

  よって予想数値と異なることがあります。 
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６．中間財務諸表 

①中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成16年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成16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 5,132,438  5,250,691 4,791,562

２．売掛金  8,837,439  3,424,645 3,110,689

３．たな卸資産 ※２ 8,558,065  12,183,498 9,847,060

４. 前渡金 ※２ 2,675,852  1,676,681 2,505,929

５．共同買付立替金  2,380,409  148,069 954,862

６．未収入金  2,457,356  1,587,308 3,517,534

７．その他  1,013,550  594,573 1,396,531

８．貸倒引当金  △112,777  △323,331 △557,420

流動資産合計  30,942,33695.3 24,542,13794.4 25,566,74994.5

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１ 31,696  3,465 29,163

２．無形固定資産  4,609  22,429 22,953

３．投資その他の資産   

(1）その他 ※２ 1,554,299  2,506,064 2,501,664

(2）貸倒引当金  △54,784  △1,075,985 △1,073,083

投資その他の資産合計  1,499,514  1,430,078 1,428,581

固定資産合計  1,535,8204.7 1,455,973 5.6 1,480,6975.5

資産合計  32,478,156100.0 25,998,111100.0 27,047,447100.0
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前中間会計期間末 

（平成16年３月31日） 
当中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成16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  3,683,656  4,990,245 7,164,409

２．短期借入金 ※２ 16,819,350  13,843,900 17,639,092

３．未払金  2,000,182  1,610,380 2,929,301

４．前受金  3,161,917  4,827,674 6,261,186

５．共同買付預り金  2,128,973  817,767 2,087,021

６．賞与引当金  71,065  59,947 64,900

７.返品調整引当金  10,522  10,484 11,674

８．その他  942,604  578,565 775,674

流動負債合計  28,818,27288.7 26,738,965102.9 36,933,260136.5

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※２ 3,021,500  2,433,000 3,097,700

２．退職給付引当金  25,691  22,886 21,402

３．役員退職慰労引当金  244,600  － 256,300

４．その他  168,136  73,276 81,969

固定負債合計  3,459,92810.7 2,529,163 9.7 3,457,37112.8

負債合計  32,278,20099.4 29,268,129112.6 40,390,632149.3

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  5,436,96416.7 12,436,96447.8 5,436,96420.1

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  5,485,535  7,000,000 5,485,535

資本剰余金合計  5,485,53516.9 7,000,00026.9 5,485,53520.3

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  18,372  － 18,372

２. 中間(当期)未処理損
失 

 10,786,616  22,797,790 24,214,294

利益剰余金合計  △10,768,244△33.1 △22,797,790△87.7 △24,310,614△89.9

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 45,8290.1 90,995 0.4 45,0580.2

Ⅴ 自己株式  △129△0.0 △188△0.0 △129△0.0

資本合計  199,9560.6 △3,270,018△12.6 △13,343,184△49.3

負債・資本合計  32,478,156100.0 25,998,111100.0 27,047,447100.0
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②中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成15年10月１日 
 至 平成16年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年10月１日 
 至 平成17年３月31日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成15年10月１日 
 至 平成16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 ※１ 6,826,028100.0 6,223,436100.0 8,909,451100.0

Ⅱ 売上原価  8,297,173121.6 4,858,58478.1 13,756,621154.4

売上総利益又は 
売上総損失（△） 

 △1,471,144△21.6 1,364,85121.9 △4,847,170△54.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,197,50817.5 1,095,60017.6 2,588,08429.1

営業利益又は 
営業損失 (△) 

 △2,668,653△39.1 269,251 4.3 △7,435,254△83.5

Ⅳ 営業外収益 ※２ 87,017 1.3 41,0250.7 736,6378.3

Ⅴ 営業外費用 ※３ 671,7109.9 804,70112.9 1,203,18413.5

経常損失  3,253,346△47.7 494,423△7.9 7,901,801△88.6

Ⅵ 特別利益  23,4000.4 334,1765.3 22,4000.3

Ⅶ 特別損失 ※４ － － 3,808,42561.2 8,889,12899.8

税引前中間(当期) 
純損失 

 3,229,946△47.3 3,968,672△63.8  16,768,529△188.2

法人税、住民税 
及び事業税 

 3,611  4,038 7,398

過年度法人税、住民税 
及び事業税 

 12,210 15,8220.3 － 4,0380.0 12,210 19,6090.2

中間(当期)純損失  3,245,769△47.6 3,972,711△63.8 16,788,138△188.4

前期繰越損失  7,540,847 18,825,078 7,540,847

中間(当期)未処理損失  10,786,616 22,797,790 24,328,986
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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 

前中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

 当社は、前事業年度において大幅な当期

純損失を計上し、貸出コミットメントライ

ン契約の財務制限条項に抵触することと

なり、継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じました。 

 当該状況を解消すべく、金融機関及び大

株主等に対して支援をお願いし、平成16

年1月にコミットメントライン契約を更新

し、2月27日付けで35億円の第三者割当増

資を完了させております。 

 しかしながら、当中間会計期間において

3,245,769千円の中間純損失を計上した結

果、自己資本額が199,956千円（自己資本

比率0.6％）となっております。また、映

像コンテンツプロバイダー事業は先行投

資型のビジネスモデルであるため、仕入契

約締結済みの映像使用権の対価や広告宣

伝費の支払い等を手許資金及び営業キャ

ッシュ・フローで回収することが容易では

ない状況であり、当中間会計期間末におい

ても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、中期経

営計画（Ｖ－ＰＲＯＪＥＣＴ）を実施し、

収益力の改善を図り財務体質の強化を行

っていく予定であり、金融機関及び大株主

等に対し支援をお願いしているため、当面

資金調達に支障は生じないものと考えて

おります。 

 なお、中間財務諸表は、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。 

 当社は、平成16年12月27日及び平成17

年１月11日に合計で14,000,000千円の第

三者割当増資を実施し、㈱ＵＳＥＮの子会

社となりました。また、金融機関にも引続

き支援をお願いし、収益力の改善及び財務

体質の強化に努めてまいりました。 

 しかしながら、たな卸資産等評価損等の

特別損失の計上により、当中間会計期間に

おいて3,972,711千円の中間純損失を計上

した結果、3,270,018千円の債務超過とな

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、親会社

の支援を得て平成17年６月中に債務超過

を解消する予定であり、当面資金調達に支

障は生じないものと考えております。 

 今後は、「中長期的な経営戦略」に記載

のとおり、中期経営計画(改革プラン)を実

施し、ＵＳＥＮグループの一員として収益

力の改善を図り、再建を目指してまいりま

す。 

 なお、中間財務諸表は、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。 

 当社は、前期において8,310,545千円の

当期純損失を計上し、当社の貸出コミット

メントライン契約の財務制限条項に抵触

することとなり、継続企業の前提に関する

重要な疑義が生じました。 

 当該状況を解消すべく、金融機関及び大

株主等に対して支援をお願いし、平成16

年１月にコミットメントライン契約を更

新し、２月27日付けで3,500,000千円の第

三者割当増資を完了させております。ま

た、中期経営計画(Ｖ－ＰＯＲＯＪＥＣＴ)

を策定し、収益力の改善及び財務体質の強

化に努めてまいりました。 

 しかしながら、大型作品の完成の遅れや

テレビ業界における大手企業の民事再生

法適用の影響等により販売が減少すると

ともに、映画配給事業における広告宣伝費

の増加や一部大型作品の興行収入の不振

による利益率の悪化及び会計方針の変更

による特別損失の計上により、当期におい

て16,788,138千円の当期純損失を計上し

た結果、13,343,184千円の債務超過とな

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、平成16

年12月27日及び平成17年１月11日に合計

で14,000,000千円の第三者割当増資を実

施する予定であり、株式会社有線ブロード

ネットワークスの子会社となる予定です。

また、金融機関にも引続き支援をお願いし

ており、当面資金調達に支障は生じないも

のと考えております。 

 今後は、「対処すべき課題」に記載のと

おり、中期経営計画(改革プラン)を実施

し、株式会社有線ブロードネットワークス

の子会社として、収益力の改善を図り、再

建を目指してまいります。 

 なお、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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16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 子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 ①時価のあるもの ①時価のあるもの ①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 

なお、評価差額は全部資

本直入法により処理して

おり、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます。 

同左 決算日の市場価格等に基

づく時価法 

なお、評価差額は全部資

本直入法により処理して

おり、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます。 

 ②時価のないもの ②時価のないもの ②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 

 ①仕掛品 ①仕掛品 ①仕掛品 

 個別法による原価法 同左 同左 

 ②映像使用権 ②映像使用権 ②映像使用権 

 定率法による２年償却 作品毎の映像使用権の金額を

過去の実績に基づいて劇場上映

権、ビデオ化権及びテレビ放映

権の予想収益(利益)に按分し、

権利毎に使用による収益獲得時

に一括償却する方法 

 （追加情報） 

 従来、映像使用権の評価方法

は、定率法による２年償却を採

用しておりましたが、前期の下

期より、作品毎の映像使用権の

金額を過去の実績に基づいて

劇場上映権、ビデオ化権及びテ

レビ放映権の予想収益（利益）

に応じて按分し権利毎に使用

による収益獲得時に一括償却

する方法に変更いたしました。 

 なお、当該変更に伴う影響

額は、前期の額と同額であり

ます。 

同左 

 

 

 

 

 

 

  （会計処理の変更） 

 ビデオ化権のライセンス売上

は、従来、販売契約締結後ビデ

オソフトメーカーに対し素材の

引渡しが可能となった時点で計

上しておりましたが（素材引渡

可能日基準）、当期からビデオ

ソフトメーカーがビデオを発売

開始した時点で計上する方法

（ビデオ発売日基準）に変更い

たしました。 

 ビデオ化権のライセンス売上

の認識は素材引渡しを原則とし

ながらも、映像の流出を避ける

ためビデオ発売直前まで当社で

管理することが一般的であるこ

とに加え、ビデオ化権の販売契

約書には最低保証印税の金額が

定められており、ビデオの販売 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

   実績に関係なく返還不要である

ため、ビデオソフトメーカーに

対し素材の引渡しが可能となっ

た時点で計上しておりました。 

 しかし、興行成績が不振に終

わった作品について、ビデオソ

フトメーカー側から最低保証印

税の減額要求がなされることが

多くなり、今後のビデオ化権の

販売を円滑に行うため、当期に

おいて最低保証印税を減額する

取引が発生しました。今後は契

約条項に従い減額は行わない方

針ですが、売上の認識をより客

観的、保守的に行うために上記

方法に変更いたしました。 

 

 また、映像使用権の評価方法

は、従来、定率法による２年償

却を採用しておりましたが、当

期から、作品毎の映像使用権の

金額を過去の実績に基づいて劇

場上映権、ビデオ化権及びテレ

ビ放映権の予想収益（利益）に

応じて按分し権利毎に使用によ

る収益獲得時に一括償却する方

法に変更いたしました。 

 映像コンテンツプロバイダー

事業は、個々の作品の権利毎に

収益（利益）を予想することが

困難であり、恣意性が介入する

危険性があったため、権利毎に

売上高と売上原価の対応を図る

ことをせず、定率法による２年

償却という客観的な基準を採用

し、各期毎に対応させる方法を

採用しておりました。 

 しかし、定率法による２年償

却は最初の権利売上計上月から

償却が開始されるため、償却額

が売上計上月により左右され売

上高と売上原価の対応関係に歪

が大きくなる傾向が見られまし

た。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

    各作品の権利毎の売上及び原

価データが収集・整備されたこ

とに伴い、個々の作品の権利毎

の利益の傾向を把握することが

可能となり、恣意性が介入する

危険性が少なくなりました。そ

のため株式会社有線ブロードネ

ットワークスの子会社となるこ

とが予定されたことを機に、期

間損益をより適正化するために

上記方法に変更いたしました。 

  

 この結果、従来の方法に比較

して売上高5,249,736千円、売上

原価5,976,142千円がそれぞれ

少なく計上され、さらに、映像

使用権の評価方法について期首

から同一の会計処理方法を適用

していた場合の影響額

6,355,434千円を特別損失とし

て計上したため、売上総損失、

営業損失及び経常損失はそれぞ

れ726,406千円減少し、税引前当

期純損失は5,629,027千円増加

しております。 

なお、最低保証印税を減額する

取引は下期に発生しており、株

式会社有線ブロードネットワー

クスの子会社化の検討は下期に

行われたため、当中間会計期間

は、従来の方法によっておりま

す。 

従って、当中間会計期間は、変

更後の方法によった場合に比べ

て売上高が2,747,880千円、売上

原価が3,870,985千円それぞれ

多く計上され、さらに、映像使

用権の評価方法について期首か

ら同一の会計処理方法を適用し

ていた場合の影響額6,355,434

千円が特別損失として計上され

るため、売上総損失、営業損失、

経常損失はそれぞれ1,123,104

千円多く計上され、税引前中間

純損失は5,232,329千円少なく

計上されております。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

(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 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 

  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 

  均等償却 同左 同左 

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 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の賞与支給見込

額のうち当中間会計期間の負

担に属する部分の金額を計上

しております。 

同左 従業員の賞与の支給に備え

るため、賞与の翌期支給見込

額のうち当事業年度の負担に

属する部分の金額を計上して

おります。 

 

(3）返品調整引当金 

 売上返品に備えるため、返

品予測高に対する売上総利益

相当額を計上しております。 

(3）返品調整引当金 

同左 

(3）返品調整引当金 

同左 

 

(4）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

ける退職給付債務の額から、

年金資産の額を控除した額を

計上しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

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の

見込額に基づき、計上してお

ります。 

 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間会計期間末現在の支給見積

額を計上しております。 

(5） ――――――――― 

 

(5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末現在の支給見積額を計上し

ております。 

  （追加情報） 

当社は、平成16年12月開催

の取締役会において、役員退

職慰労金制度の廃止を決議い

たしました。 

そのため、当期首における

役員退職慰労引当金の全額を

取崩し、役員退職慰労引当金

戻入益256,300千円を特別利

益に計上しております。 

 

４．外貨建ての資産及び 

負債の本邦通貨への 

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

５．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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

６．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて､

特例処理の条件を充たし

ている場合には、特例処理

を採用しております。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

（3）ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動

リスクを回避する目的で金

利スワップを行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。 

(4)ヘッジ有効性の評価 

特例処理の要件に該当す

ることを事前に確認してお

り、有効性の判定は省略し

ております。 

（1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

（3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性の評価 

同左 

（1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

（3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性の評価 

同左 

７．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 

（1）消費税の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

 なお、仮払消費税と仮受消費

税は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

（1）消費税の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

 なお、仮払消費税と仮受消費

税は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

（1）消費税の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

―――――――――― （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（「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）

が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から

適用できることになったことに伴い、当中間会計期間から同

会計基準及び適用指針を適用しております。なお、これによ

る損益に与える影響はありません。 
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追加情報 
前中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年９月31日） 

―――――――――― （外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴

い、当中間会計期間から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日 企業会計基

準委員会 実務対応報告第12号）に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

22,254千円増加し、営業利益が同額減

少し、経常損失及び税引前中間純損失

が同額増加しております。 

―――――――――― 

 

表示方法の変更 
前中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

（中間貸借対照表） 

１．前中間会計期間において、流動資産の「その他」に含め

ていた「前渡金」は、資産総額の100分の５を超えたため、当

中間会計期間より区分掲記することとしました。なお、前中

間会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「前渡金」の

金額は、741,914千円であります。 

（中間貸借対照表） 

１．      ―――――――――― 

２．前中間会計期間において、流動負債の「その他」に含ま

れていた「前受金」は、負債及び資本合計額の100分の５を超

えたため、当中間会計期間より区分掲記することとしました。

なお、前中間会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「前

受金」の金額は、852,253千円であります。  

２．      ―――――――――― 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

前事業年度 
（平成16年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

36,757千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

16,636千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

39,290千円 

※２．――――――――――― ※２．担保資産及び担保付債務 

 ① 当社は映像使用権の流動化を図 

るため、特別目的会社である有限会社シ

ネ・トゥモローとビデオグラム原盤複製

頒布契約を締結して資金を調達しており

ますが、当該取引を金融取引として会計

処理しております。当該取引によって計

上された主な資産及び負債の期末残高は

以下のとおりであります。 

※２．担保資産及び担保付債務 

① 当社は映像使用権の流動化を図 

  るため、特別目的会社である有限会 

社シネ・トゥモローとビデオグラム 

原盤複製頒布契約を締結して資金 

を調達しておりますが、当該取引を 

金融取引として会計処理しており 

ます。当該取引によって計上された 

主な資産及び負債の期末残高は以 

下のとおりであります。 

 映像使用権 884,222千円

前渡金 181,944  

一年以内返済予定 
長期借入金 

1,048,950  

長期借入金 871,500   
 

映像使用権 1,043,534千円

一年以内返済予定 
長期借入金 

1,048,950  

長期借入金 871,500    
 

    なお、上記のほか有限会社シネ・ 

  トゥモローの金融機関からの借入金 

   1,920,450千円について、有限会社シ 

   ネ・トゥモローを設立したシネ・フ 

   ェロー有限責任中間法人に対する基 

   金返還請求権3,000千円に質権が設 

   定されております。 

   なお、上記のほか有限会社シネ・ 

  トゥモローの金融機関からの借入金 

  1,920,450千円について、有限会社シ 

  ネ・トゥモローを設立したシネ・フ 

  ェロー有限責任中間法人に対する基 

  金返還請求権3,000千円に質権が設 

  定されております。 

   ② 短期借入金の当中間会計期間末残

高のうち、売上債権の流動化の一部を

金融取引として処理したことにより計

上された金額は、368,550千円であり、

譲渡対象となったビデオグラム原盤複

製頒布契約のうち、売上債権が回収さ

れた総額が184,800千円、当中間連結会

計期間末時点においてビデオ発売日が

到来していない契約による将来債権

は、183,750千円であります。 

  ② ――――――――――― 

 現金及び預金 184,800千円

将来債権 183,750   

短期借入金 368,550   
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前中間会計期間末 
（平成16年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

前事業年度 
（平成16年９月30日） 

３．偶発債務 ３．偶発債務 ３．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、

下記の会社に対し遡及義務を負って

おります。 

債権譲渡を行った売掛金について、

下記の会社に対し遡及義務を負って

おります。 

 債権譲渡を行った売掛金について、

下記の会社に対し遡及義務を負って

おります。 
 
（被保証会社） （保証債務残高） 

三井リース事業株式
会社 

582,750千円

ダイヤモンドリース
株式会社 

494,025 

株式会社ユーエフジ
ェイ銀行 

341,460 

ＮＥＣリース株式会
社 

306,967 

計 1,725,202 
 

 
（被保証会社） （保証債務残高） 

株式会社ユーエフジ
ェイ銀行 

263,760千円

エヌ・ティ・ティ・
リース株式会社 

－ 

東銀リース株式会社 42,000 

ダイヤモンドリース
株式会社 

－ 

計 305,760 
 

  
（被保証会社） （保証債務残高） 

株式会社ユーエフジ
ェイ銀行 

221,260千円

エヌ・ティ・ティ・
リース株式会社 

－ 

東銀リース株式会社 42,000 

ダイヤモンドリース
株式会社 

－ 

計 263,260 
  

４．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行９行と貸出コミッ

トメントライン契約を締結しており

ます。 

 当中間会計期間末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

４．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行４行と貸出コミッ

トメントライン契約を締結しており

ます。 

 当中間会計期間末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実

行残高は次のとおりであります。 

４．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行８行と貸出コミッ

トメントライン契約を締結しており

ます。 

 当事業年度末における貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残

高は次のとおりであります。 
 
 貸出コミットメント
ラインの総額 

12,000,000千円 

 借入実行残高 11,000,000 

差引額 1,000,000 
  

 
 貸出コミットメント
ラインの総額 

8,450,000千円

 借入実行残高 － 

差引額 8,450,000 

 
 貸出コミットメント
ラインの総額 

10,600,000千円

 借入実行残高 10,100,000 

差引額 500,000 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

※１．売上高の季節的変動 

   当社の売上高は、当社の映像コンテ

ンツの中心となるハリウッドの製作

スケジュールにより完成映像コンテ

ンツの引渡しが下半期に集中するこ

と、資金効率及び収益確保の早期化の

観点から映像コンテンツ入手後ビデ

オ版権及びテレビ版権の速やかなラ

イセンスに努めていることから、売上

高は下半期に集中しております。 

   このため、事業年度の上半期の売上

高と下半期の売上高との間に著しい

相違があり、上半期と下半期の業績に

季節的変動があります。 

※１．    ────── ※１．    ────── 

 

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの 
 

受取利息 1,484千円 

デリバティブ利益 51,346 
  

 
受取利息 231千円 

受取手数料 16,475 
 

 
受取利息 1,967千円 

ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ利益 665,725 
  

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの 
    

支払利息 235,334千円 

支払手数料 118,510 

売上債権売却損 21,136 

為替差損 247,661 

新株発行費 16,998 
 

  
支払利息 231,111千円 

支払手数料 207,135 

為替差損 72,542 

デリバティブ損失 222,885 
  

 
支払利息 390,242千円 

支払手数料 581,334 

売上債権売却損 46,952 

為替差損 148,157 
  

※４．    ────── ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．    ────── 
   

たな卸資産評価損 2,705,060千円 
  

 

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 
 

有形固定資産 2,538千円 

無形固定資産 607 
  

 
有形固定資産 1,828千円 

無形固定資産 3,844 
  

 
有形固定資産 5,071千円 

無形固定資産 2,145 
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① リース取引関係 

前中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

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 

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 

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 

(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会計期間

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中間会計期間

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 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

中間会計
期間末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 85,533 46,56338,969

無形固定資産 148,784 104,09644,688

合計 234,317 150,66083,657

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

中間会計
期間末残
高相当額 
（千円） 

有形固定資産 54,466 35,11319,353

無形固定資産 112,789 91,94020,849

合計 167,256 127,05340,202

  

 

 
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） 

器具及び備品 62,945 37,34525,600

車両及び運搬具 8,365 4,647 3,717

ソフトウェア 148,784 116,51032,274

合計 220,095 158,50261,592

  
(2）未経過リース料中間会計期間末残高

相当額 

(2）未経過リース料中間会計期間末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 42,760千円 

１年超 45,720千円 

 合計 88,481千円 
  

 
１年内 23,329千円 

１年超 19,736千円 

 合計 43,066千円 
  

 
１年内 35,240千円 

１年超 30,453千円 

 合計 65,693千円 
  

(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、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

(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 26,503千円 

減価償却費相当額 24,349千円 

支払利息相当額 1,618千円 
  

 
支払リース料 20,912千円 

減価償却費相当額 18,833千円 

支払利息相当額 822千円 
  

 
支払リース料 50,333千円 

減価償却費相当額 46,338千円 

支払利息相当額 2,831千円 
  

(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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．  ―――――――――― ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料  

1年内 2,260千円 

1年超 ―千円 

  合計 2,260千円 
 

 未経過リース料  

1年内 2,544千円 

1年超 4,446千円 

  合計 6,990千円 
 

 

② 有価証券 

  前中間会計期間及び当中間会計期間並びに前事業年度における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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（重要な後発事象） 
前中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年９月30日） 

―――――――――― ―――――――――― （第三者割当増資及び新株予約権発行

について） 

当社は、平成16年12月17日開催の定

時株主総会において、下記のように、

特に有利な価額をもって、第三者割当

による新株式発行及び新株予約権発行

を行うことが承認されたため、同日開

催の取締役会において下記の内容で新

株式及び新株予約権発行を決議致しま

した。 

 

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 22,168,148株 

(２)発行価額 

  １株につき金260円 

(３)発行価額の総額 

  5,763,718,480円 

(４)資本組入額 

  2,881,859,240円 

(５)割当先及び株式数 

  ㈱有線ブロードネットワークス 

  17,052,422株 

  依田 巽 5,115,726株 

(６)申込期日 

  平成16年12月27日 

(７)配当起算日 

  平成16年10月１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 31,678,006株 

(２)発行価額 

  １株につき金260円 

(３)発行価額の総額 

  8,236,281,560円 

(４)資本組入額 

  4,118,140,780円 

(５)割当先及び株式数 

  ㈱有線ブロードネットワークス 

  21,409,117株 

  依田 巽 6,422,735株 

  ㈱レントラックジャパン 

  3,846,154株 

(６)申込期日 

  平成17年１月11日 
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前中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年９月30日） 

―――――――――― ―――――――――― (７)配当起算日 

  平成16年10月１日 

(８)効力発生条件 

   第２回新株式発行については、第

１回新株式発行に関する払込がす

べてなされることが、効力発生条件

として必要となります。 

３．資金使途 

 「映像コンテンツプロバイダー事業」

の強化を目的として、映像使用権の買付

け、映像コンテンツの企画・製作のため

の運転資金、及び借入金の返済に充当

し、自己資本の充実及び財務体質の改善

による経営基盤の安定化を図るために

発行しております。 

４．新株予約権発行要領 

(１)発行する新株予約権の総数 

15,930,115個 

(２)新株予約権の目的たる株式の種類 

  普通株式 

(３)新株予約権の目的たる株式の数 

  15,930,115株 

(４)新株予約権の発行価額 

  無償 

(５)新株予約権を発行する日 

  平成17年１月19日又は当社及び割 

  当先が別途書面にて合意する日 

(６)各新株予約権の行使時の払込金額 

  260円 

(７)新株予約権の行使期間  

  発行日の翌日より５年間 

(８)発行先及び新株予約権数  

  ㈱有線ブロードネットワークス 

  13,563,251個 

  依田 巽 

  1,775,148個 

  ㈱レントラックジャパン 

  591,716個 

(９)効力発生条件  

 当該新株予約権発行については

第１回新株式発行及び第２回新株

式発行に関する払込がすべてなさ

れることが、効力発生条件として必

要になります。 
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前中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

  至 平成16年９月30日） 

―――――――――― ―――――――――― （株式売買予約契約について） 

 平成16年10月１日付で、当社が保有し

ている株式会社ギャガ・クロスメディ

ア・マーケティングの株式について、株

式会社有線ブロードネットワークスへ

以下の内容の購入予約権を付与する売

買予約契約書を締結しました。 

(１)対象株式 

株式会社ギャガ・クロスメディア・

マーケティング株式19,433株  

(２) 売買代金 

  1,800,000千円 

(３)帳簿価格  

  820,491千円 

(４)権利行使期間  

  平成16年10月１日～平成17年１月

31日 

(５)権利の消滅 

 平成17年１月31日までに平成16

年９月30日付金銭消費貸借契約に

基づく株式会社有線ブロードネッ

ト ワ ー ク ス に 対 す る 借 入 金

1,800,000千円を完済したとき。 

 



（訂正後） 

平成17年８月期 決算短信（連結） 平成18年7月14日

１．平成17年８月期の連結業績（平成16年10月１日～平成17年８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 ％

17年８月期 16,695    －  1,442    －  445    － 

16年９月期 11,858    △34.2  △7,030    －  △7,507    － 

       

  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 ％ ％ ％

17年８月期 △4,130    － △70  46  －  －  －  1.9  2.7  

16年９月期 △16,459    － △1,177  18  －  －  －  △24.4  △63.3  

（注）①持分法投資損益 17年８月期 －百万円 16年９月期 －百万円 

②期中平均株式数（連結） 17年８月期 58,617,783株 16年９月期 13,981,958株 

③会計処理の方法の変更 有 

④会計期間の変更により平成17年8月期の会計期間は平成16年10月1日から平成17年8月31日までの11ヶ月となってお

ります。従いまして売上高、営業利益、経常利益、当期純利益における平成16年９月期との比較は行なっておりません。 

(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

17年８月期 20,293 698 3.4 8 12 

16年９月期 27,651 △13,226 △47.8 △785 79 

(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

17年８月期 △8,323 68 5,073 1,986 

16年９月期 △12,056 △29 13,306 5,165 

(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 0社 持分法適用関連会社数 0社 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況   

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社 

２．平成18年８月期の連結業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日）   

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

    百万円   百万円   百万円   百万円

中間期 9,000   △300   △650  △650   

通 期 20,000   700   100  100   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  1円16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。 

上場会社名 株式会社 ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大阪証券取引所(ヘラクレス) 

コード番号 ４２８０ 本社所在都道府県 東京都  

(URL http://www.gaga.co.jp)   

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 宇野 康秀  

問合せ先責任者 役職名 取締役副社長  氏名 佐藤 英志  ＴＥＬ  （０３）３５０９－７４９２ 

決算取締役会開催日 平成17年10月19日 

親会社等の名称 株式会社ＵＳＥＮ（コード番号：４８４２） 親会社等における当社の議決権所有比率 60.48％ 

米国会計基準採用の有無 無 

（注）期末発行済株式数（連結） 17年８月期 86,016,089株 16年９月期 16,831,683株
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１．企業集団の状況 

 

  当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社が、主として「映像コンテンツプロバイダー事業」を行い、株式会社

ギャガ・クロスメディア・マーケティングが、映画情報等の映画関連コンテンツ等をＣＡＴＶ、衛星放送、インターネット、

携帯端末等のメディアを通じて提供する「放送事業」と、ビデオソフトメーカー、ビデオソフト販売店その他の流通業者及び

ビデオレンタルショップ向けのビデオ業界誌及びＤＶＤ情報誌の出版を行い、株式会社キネマ旬報社の映画情報誌出版ととも

に「出版事業」を行っております。株式会社ギャガ・デジタルブレインは、映画関連情報の収集と整備及びレポーティングの

「マーケティング＆システムソリューション事業」を行っております。 

 また、金額基準に基づき連結対象としておりませんが、当社のグループ会社として、米国現地法人であるGaga America, Inc.

が海外、特に米国の映像コンテンツに関する情報収集を、株式会社ギャガ・ミュージックが映像コンテンツにおいて使用され

る音楽の著作権利用等の事業をそれぞれ行っており、当社の「映像コンテンツプロバイダー事業」を補完しております。 

  

< 事業概況表 > 

区分 会社名 事業内容 

当社 

海外映像コンテンツの日本国内における映像使用権の買

付け及び自社製作、映像コンテンツの配給、ビデオの発

売、ビデオ版権及びテレビ版権のライセンス 

Gaga America,Inc. 海外映像コンテンツに関する情報収集 

映像コンテンツ 

プロバイダー事業 

株式会社ギャガ・ミュージック 音楽著作権の管理 

放送事業 

映画情報番組の企画・製作・放送 

映画情報等のコンテンツ提供およびそれに付帯する製作

受託 
株式会社ギャガ・クロスメディア・

マーケティング 

ビデオ業界誌及びDVD情報誌の業界向け出版 

出版事業 

株式会社キネマ旬報社 映画情報誌の出版 

マーケティング＆システム 

ソリューション事業 
株式会社ギャガ・デジタルブレイン 

リサーチ＆マーケティングサービスおよびシステムソリ

ューションの受託 
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当社グループの事業の概況は下図のとおりであります。  

  

 

  

< 当社グループ全体像 > 

 

 

海外権利元 

 

管理業務委託 
音楽著作権利用 

海外映像ｺﾝﾃﾝﾂ 
 情報収集委託 

 

映像コンテンツの日本国内における 

映像使用権買付け 

 

映像コンテンツ 
情報提供 

 

（当社） 

株式会社ギャガ・ 

コミュニケーションズ 
   

（※）株式会社 
ギャガ・ミュージック   
（※） 

 Gaga America, Inc.   

映画興行界 
 

ビデオ・DVD業界 
 

テレビ業界 
 

ブロードバンド・携帯・ 

PDA市場など   

劇場映画配給 
 

ビデオ･ 

DVD化権販売 

及び自社発売   

テレビ放映権販売 
 

映画情報提供 
 

ビデオ業界誌発行･ 

DVD業界誌発行   
放映番組の 

企画・製作・運営 

 
映画情報提供 

株式会社 

キネマ旬報社 

 

ネット権販売 
 

株式会社ギャガ・ 

デジタルブレイン ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ委託 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾘｻｰﾁ委託  

株式会社ギャガ・ 

クロスメディア 

マーケティング  
 

自主製作 
映像コンテンツの自主製作よる

映像使用権保有 

 

無印 ：連結子会社    

（※）：非連結子会社、持分法非適用会社 

  （注） 上記のほかに持分法を適用しない関連会社として株式会社ビットワークス・ジャパン及び株式会社ＢＢＢがあり

ます。 
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２．経営方針 

(1）経営の基本方針 

 当社は、株式会社ＵＳＥＮの子会社となるのを機に、平成17年８月期から平成19年８月期までの中期経営計画として

「改革プラン」を策定いたしました。 

 当社は、平成16年12月より新体制のもと、経営体制および管理体制の強化を図り、収益性及び信頼の回復に努めてお

ります。また、社員のモラル・モチベーションの高揚のための抜本的改革を実現しております。 

 そして、前期末において行なった会計方針の変更により、実態をより適正に反映した損益計算を行い、金融機関およ

び投資家からの信頼を回復するよう努めるとともに、作品の新規買付けを絞ることでギャガ本体の企業規模を適正規模

に再構築し、収益性の早期回復を目指します。 

 さらに、株式会社ＵＳＥＮ及びグループ各社とのシナジーを具現化し、収益性を改善するとともに、収益性が高く安

定した、ギャガ・グループ会社（株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング、株式会社キネマ旬報社および株

式会社ギャガ・デジタルブレイン）の映画情報サービス事業を積極的に伸ばすことによりグループ全体の収益性と安定

性を高めます。 

 「改革プラン」の概要につきましては、「２.経営方針（5）中長期的な経営戦略」をご参照下さい。 

(2）利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要目標のひとつとして位置付けており、配当について、

業績、財政状態、将来の事業拡大に役立てるための内部留保の必要性等を総合的に勘案し検討することとしております。

当連結会計年度におきましては、映像使用権等評価損等の特別損失の計上により、当期純損失を計上した結果、配当を

見送らせていただきますが、「改革プラン」のもと、早期に配当可能な経営状況・財務体質の構築を図ってまいります。 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針等 

 投資単位の引き下げは、個人投資家層の拡大や株式の流動性向上を図るうえで、経営上の重要課題と認識しておりま

す。投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、今後の市場動向を見ながら慎重に検討してまいります。 

(4）目標とする経営指標 

 当社は、「改革プラン」への取り組みのもと、営業利益率を経営目標とし、平成19年８月期を目処に営業利益率１

０％を目指し、収益性と安定性を強化いたします。 

(5)中長期的な経営戦略 

< 改革プラン >  

1）会計方針の変更による損益状況の明確化 

① 買付コストの償却方法の変更 

 平成16年９月期より、作品買付コストの償却方法を「２年の定率法」から「権利毎の一括償却」に変更いたしま

した。その効果として、収益と費用の関係が明確となり利益を意識した適正規模での経営が可能となります。 

2）取扱作品の厳選による収益性の回復 

 作品の買付基準を、収益性をより重視した厳しい基準とし、買付作品を厳選するとともに取扱作品数を減少させま

す。 

① マーケティングの効率化 

・当社の得意分野であり、利益率の高い大型作品と単館系作品に買付・配給を集中させます。 

・作品価値を最大化するために重要な劇場営業の有利な展開を図ります。 

・各作品の利益を高めるための施策に、より大きな時間を投下いたします。 

② 大幅な経費の削減 

 買付作品数を減少させることにより、買付部門・宣伝部門・管理部門の人件費を含めた経費の削減を図ります。 

 3）ＵＳＥＮグループとのシナジーを発揮 

   今後の成長戦略分野であるブロードバンド市場向け映画・映像配信事業において、親会社である株式会社ＵＳＥ

Ｎ及びグループ各社のもつインフラを優先的に活用し新たな収益機会を獲得いたします。 ㈱ＵＳＥＮ：2005年4月

25日より始まった無料ブロードバンド放送サービス「GyaO」にコンテンツを提供しております。

http://www.gyao.jp/ 
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 ㈱ショウタイム：2001年12月3日に始まった日本初の本格的なオープンブロードバンド コンテンツ・ポータル

にコンテンツを提供しております。 

http://www.showtime.jp/  

㈱ＢＭＢ：全国展開するカラオケボックス「Ｕ－ＢＯＵ」「Ｕ－ＳＴＹＬＥ」を活用したプライベートシアター

向けに当社が保有する映像コンテンツを提供し、新たな収益源といたします。 

 

(6）対処すべき課題 

1）  当社は、前期及び当期において継続的に営業キャッシュ・フローがマイナスとなっております。これは主に仕入債

務の支払による支出が増加したことによるものであります。当社グループはこのような状況を解消すべく、買付け作

品を厳選するとともに取り扱い作品を減少し、人件費を含めた経費の削減に努め、財務体質の強化を図ってまいりま

す。 

2）  当社は、前期及び当期において継続的に当期純損失となっております。これは主に映像使用権等の評価損等の特別

損失を計上したことによる要因であります。当社グループはこのような状況を解消すべく、収益性を重視した作品の

買付や、株式会社ＵＳＥＮ及びグループ各社とのシナジー効果により新たなる収益の確保に努めてまいります。 

 3）  当社は、平成16年9月期決算を受け、平成16年12月22日付けにて「ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレ

ス」に関する有価証券上場規程，業務規程，信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例」第17条第１項第３

号本文前段に定める「債務超過」の上場廃止の猶予期間入り銘柄となりましたが、猶予期間の終了である平成18年

８月期決算までに債務超過の解消を目指すべく、財務体質の強化を図っております。 

 なお、当連結会計年度におきまして債務超過は解消されておりますが、依然として、資本の欠損となっており今後

継続して財務体質の強化を図るため、「改革プラン」の達成に向けて邁進してまいります。 

 

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策 

1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、業務執行の迅速化及び経営の透明性の確保がコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。 

その施策として、当社は「執行役員制度」を導入し、迅速な意思決定を行いつつ、社外取締役の参画を得た取締役

会により業務執行の監督を行っております。また、より透明性の高い公正な経営監視体制の確立に資するため、社外

監査役を含む監査役会にて取締役の業務遂行を監査しております。  

2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織とその他の体制の状況  

 ・当社は監査役制度を採用しております。 

・取締役会の下に、執行役員からなる執行役員会議を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営 

 に関する全般的重要事項を決議執行しております。 

・内部統制は、外部の専門家に業務委託し、内部監査業務によりその充実を図ります。 

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係、その他の利害関係の概要  

   社外取締役の日下孝明は、株式会社レントラックジャパン代表取締役社長であります。同氏は、当社の株式を 

 保有しておりません。  

   社外取締役の加茂正治は、株式会社ＵＳＥＮ取締役副社長、株式会社ＢＭＢ代表取締役社長及び株式会社ス 

 タンダード代表取締役会長であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。  

   社外取締役の高垣佳典は、株式会社ＵＳＥＮ取締役、株式会社ショウタイムの代表取締役及び株式会社電子 

 公園の代表取締役であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。  

   社外監査役の本間浩一郎は、株式会社ナムコ常勤監査役であります。同氏は、当社の株式を1,000株保有して 

 おります。  

   社外監査役の佐々木俊三は、マスダアンドパートナーズ株式会社常務取締役であります。同氏は、当社の株式 

 を保有しておりません。 

   社外監査役の住谷猛は、株式会社ＵＳＥＮ取締役であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。 

  その他該当事項はありません。  

③ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年における実施状況  

  当社では、2004年12月28日にて当社グループの経営状況や経営戦略に係る諸問題に関して、当社グループの事 

 業に関係の深い外部有識者から、また株主としての立場から有益な助言・提言を得る事を目的に経営諮問委員会 

 を設置いたしました。  
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(8）親会社等に関する事項 

  1）親会社等の商号等 

 （平成17年８月31日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権

所有割合（％） 
親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等 

 株式会社ＵＳＥＮ   親会社 60.48  株式会社大阪証券取引所 ヘラクレス市場 

  

    2）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社の親会社等のとの関係 

 当社は、平成16年12月及び平成17年1月の2回の第三者割当増資を行い、株式会社ＵＳＥＮの連結子会社となり

ました。 

 親会社との人的関係につきましては、取締役４名（うち社外取締役２名）、監査役１名の計５名を同社より受け入

れております。 

 また、当社は株式会社ＵＳＥＮ及びグループ各社における「映像・コンテンツ事業」の中核を担っており、株式会

社ＵＳＥＮ及びグループ各社とは友好的な関係を築きながらも、企業として独立性を保持しております。 

  

    3) 親会社との取引に関する事項 

      当社の親会社であります株式会社ＵＳＥＮは、当期末において当社株式を52,024,790株（議決権比率60.48％）保有

しており、当社は同社に対して映画鑑賞券、映像コンテンツの販売等の取引があります。なお、同社との取引につい

ては、市場価格を勘案の上、一般的な取引条件に基づいて行なっております。 

  

 （9）その他、会社の経営上の重要な事項 

    特記すべき重要な事項はありません。 
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３．経営成績および財政状態 

(1)当期の業績 

 当社及び当社グループは、会計期間を従来の毎年10月1日から翌9月30日までを毎年9月1日から翌8月31日まで

に変更いたしました。この結果、当事業年度および当連結会計年度の会計期間は平成16年10月1日から平成17年8月

31日までの11ヶ月となっております。 

  従いまして、平成17年8月期は平成16年9月期との比較を行なっておりません。 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益・雇用状況が改善し、個人消費も緩やかに回復してきました。ま

た、映像コンテンツ業界におきましても、ブロードバンド環境の普及に伴い新たな映像コンテンツの配信サービスが本

格化し、今後の成長拡大が望まれるとともに、映像コンテンツの需要も増えてまいりました。 

 このような経営環境の下、当社グループの当連結会計年度の売上高は、166億95百万円となり、営業損益につきまし

ては14億42百万円の黒字に転換いたしました。これは、映画配給事業の収益率の改善及び販売費及び一般管理費の削減

によるものであります。また、経常損益につきましても、金融手数料や為替関連の損失を計上しましたが、4億45百万

円の黒字に転換しました。しかし、当期純損失は、映像使用権等評価損等の特別損失を計上したため、41億30百万円の

損失計上となりました。  

 当連結会計年度における事業部門別売上高の状況は以下のとおりであります。 

[ 映像コンテンツプロバイダー事業 ] 

 < 映画配給事業 > 

 当連結会計年度の映画配給事業は、10億円以上の興行収入を記録した「オペラ座の怪人」、「きみに読む物語」、

「マスク２」、「Shall we Dance? ～シャル・ウィ・ダンス?～」の他、計１２作品を新規全国チェーン公開しました。ま

た、ミニシアター向け作品では、「ヒトラー 最期の１２日間」、全国拡大公開した「皇帝ペンギン」他計１８作品を

新規に公開しました。 

  注力作品の「オペラ座の怪人」が２００５年１―３月国内公開作品興収売上№１を記録する大ヒットとなり、また、

「きみに読む物語」、「マスク２」、「Shall we Dance? ～シャル・ウィ・ダンス?～」、「皇帝ペンギン」とヒット作が

続きました。計画に届かない作品もありましたが、全国チェーン公開作品は好調に推移しました。また他のミニシアタ

ー公開作品はヒットを記録している「ヒトラー 最期の１２日間」を始め、総じて堅調に推移した為、映画配給事業は

前年同期と比較して大幅な増収となりました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、73億63百万円となりました。 

 < 映像版権事業 > 

 当連結会計年度の映像版権事業は、市場の構造変化が進み、価格競争が激化したことにより一段と厳しくなるなか、

全国主要大型公開作品の DVD 発売が少なく、ロードチェーン公開作品及び単館系の作品を中心とする売上となりました。 

  また、当連結会計年度よりビデオ自社発売を本格化させ、３６作品の発売を行いました。主な自社発売作品は、４月

の「マスク２」劇場公開に合わせた前作「マスク」の発売及び８月の「オペラ座の怪人」の共同発売でしたが、それぞ

れ好評を得て順調に売上げ、業績に貢献しております。 

  その結果、当連結会計年度の売上高は、65億79百万円となりました。 

  

［ 放送事業 ］ 

 当連結会計年度の放送事業は、有料チャンネル放送業界は既存の衛星放送事業が停滞しているものの、ケーブルＴＶ

業界においてはデジタル化へ向けたチャンネル数の増加とそれに伴う加入者数の伸びが着実に進んでおり、衛星放送と

並ぶ主要インフラとして成長を続けております。 

  このような環境のなか、当事業は業界最大手「Ｊ：ＣＯＭ」を筆頭に、これらケーブルＴＶ各局への配信業務の強化

と、普及速度の高まったブロードバンド向けコンテンツ供給の強化に注力してまいりました。また、自社媒体のみなら

ず様々なメディア、イベント等に絡めた広告獲得も積極的に行ってまいりました。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は、9億64百万円となりました。 
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［ 出版事業 ］ 

 当連結会計年度の出版事業は、映像ソフト業界が前年のような大ヒット作品も生まれず、セル、レンタルともに前年

実績を下回る厳しい市況となりました。しかしながら、停滞しているレンタルマーケットにおいても、主力商品である

月刊「ビデオ・インサイダー・ジャパン」のナンバーワン情報誌としてのポジションを背景に、前年並みの実績を維持

することができました。 

 一方、同様に停滞しているセルマーケットにおいても、編集・営業の努力が結実し、月刊「ＤＶＤナビゲーター」の

広告料収入を大幅に伸ばし、「ビデオ・インサイダー・ジャパン」に並ぶ主力商品として完全に定着させることができ

ました。これにより、連結子会社である株式会社キネマ旬報社に前年の「冬のソナタ」企画に匹敵するようなヒット作

品がなかったにも拘わらず、11ヶ月比では前年並みの実績を維持することができました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、17億22百万円となりました。 

[ マーケティング＆システムソリューション事業 ] 

 当期連結会計年度のマーケティング＆システムソリューション事業は、「IT×マーケティング」を活用したマーケテ

ィングリサーチ事業の成長に伴い、順調に推移してまいりました。 

  当事業は、嗜好性に強く依存し、かつ、市場の流行に左右されやすいエンターテイメント・アミューズメント産業に

おいては、すばやく市場ニーズを汲み取り、明確な判断を下してゆくことが非常に重要なことであるととらえ、科学的

なマーケティング理論に基づいたマーケテイングモデルを構築し、企画・制作、宣伝、流通などのビジネス上での意思

決定を支援するリサーチ・マーケティング業務を提供してきました。 

  また、リッチ・コンテンツの送受信を日常的にしたブロードバンド社会の到来は、グローバルなレベルでの戦略展開

を必要とし、当事業の提供するシステムソリューション事業での受注とあわせて、パーソナルレベルでのリサーチ・マ

ーケティングに関するアドバイザリーサービスを拡大提供してきました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、65百万円となりました。 

(2）財政状態 

     当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  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、税金等調整前当期純損失を計上したことに

より、前連結会計年度末に比べ31億79百万円減少し、当連結会計年度末には、19億86百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は、83億23百万円となりました。これは、主に税金等調整前当期純損失を計上した 

  こと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） 

  投資活動により得られた資金は、68百万円となりました。これは、主に敷金及び保証金の返還や保険積立金の解約

による返戻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） 

  財務活動により得られた資金は、50億73百万円となりました。これは、主に新株式の発行によるものであります。 

 なお、当連結会計年度は、決算期の変更により11ヶ月決算のため、営業活動、投資活動及び財務活動による各キャッ

シュ・フローの対前年比較は行なっておりません。 

  

(3）次期の見通し 

 当社グループは一日も早い黒字化を目指し、先述しました「改革プラン」のもと当連結会計年度にて営業黒字及び経

常黒字を達成いたしましたが、次期においてはさらなる安定した収益の獲得、純利益の黒字化に取り組んでまいります。 

  平成18 年８月期の連結業績見通しにつきましては、売上高200億円、営業利益7億円、経常利益1億円、当期純利益

1億円を見込んでおります。 

  また、平成18 年８月期の単独業績見通しにつきましては、売上高170億円、営業利益3億円、経常利益50百万円、当

期純利益50百万円を見込んでおります。 
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４．連結財務諸表等 

(1)連結貸借対照表 

    
前連結会計年度 

（平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
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     5,165,439     1,986,222   

２．受取手形及び売掛金 ※1   3,811,925     3,938,481   

３．たな卸資産 ※1   9,887,951     9,810,321   

４．前渡金 ※1   2,589,429     1,460,821   

５．繰延税金資産     121,800     153,023   

６．共同買付立替金     954,862     85,506   

７．未収入金     3,465,564     1,837,136   

８．その他     1,349,456     452,001   

９．貸倒引当金     △576,327     △166,426   

流動資産合計     26,770,101 96.8   19,557,087 96.4 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産 ※2   35,297 0.1   32,874 0.2 

２．無形固定資産               

(1)連結調整勘定     142,355     －   

(2)その他     35,040     23,096   

無形固定資産合計     177,396 0.7   23,096 0.1 

３．投資その他の資産               

(1)投資有価証券 ※3   298,818     421,902   

(2)長期貸付金     10,255     7,380   

 (3)破産更生債権等     －     1,059,930   

(4)その他 ※1   1,435,733     175,547   

(5) 繰延税金資産     －     95,983   

(6) 貸倒引当金     △1,076,241     △1,080,435   

投資その他の資産合計     668,566 2.4   680,308 3.3 

固定資産合計     881,260 3.2   736,278 3.6 

資産合計     27,651,361 100.0   20,293,366 100.0 
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前連結会計年度 

（平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
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     7,425,934     2,883,655   

２．短期借入金 ※1   17,239,092     5,259,150   

３．未払金     2,920,816     1,732,576   

４．未払法人税等     19,345     86,677   

５．前受金     6,279,953        4,211,668   

６．共同買付預り金     2,087,021     1,452,654   

７．賞与引当金     99,076     73,545   

８．返品調整引当金     65,427     55,053   

９．その他     796,861     823,986   

流動負債合計     36,933,529 133.5   16,578,967 81.7 

Ⅱ 固定負債               

１．長期借入金 ※1   3,097,700     2,381,500   

２．繰延税金負債     30,912     76,926   

３．退職給付引当金     58,151     64,538   

４．役員退職慰労引当金     300,841     －   

５．その他     51,056     16,734   

固定負債合計     3,538,661 12.8   2,539,700 12.5 

負債合計     40,472,191 146.3   19,118,667 94.2 

                

（少数株主持分）               

少数株主持分     405,315 1.5   476,152 2.4 

                

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※6   5,436,964 19.7   14,430,956 71.1 

Ⅱ 資本剰余金     5,485,535 19.8   8,993,991 44.3 

Ⅲ 利益剰余金     △24,193,575 △87.5   △22,838,342 △112.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     45,058 0.2   112,128 0.6 

Ⅴ 自己株式 ※7   △129 △0.0   △188 △0.0 

資本合計     △13,226,145 △47.8   698,546 3.4 

負債、少数株主持分及び資

本合計 
    27,651,361 100.0   20,293,366 100.0 
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(2)連結損益計算書 

    
前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 
至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     11,858,759 100.0   16,695,531 100.0 

Ⅱ 売上原価     15,234,127 128.5   12,284,083 73.6 

売上総利益又は 
売上総損失（△） 

    △3,375,368 △28.5   4,411,448 26.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

１．役員報酬   256,353     199,439     

２．給与手当   1,038,938     953,628     

３．賞与引当金繰入額   87,490     66,372     

４．退職給付費用   25,453     24,649     

５．役員退職慰労引当金繰
入額 

  24,617     16,439     

６．賃借料   227,248     179,309     

７．貸倒引当金繰入額   283,163     －     

８．その他   1,712,173 3,655,437 30.8 1,528,945 2,968,783 17.8 

営業利益又は 
営業損失（△） 

    △7,030,805 △59.3   1,442,664 8.6 

Ⅳ 営業外収益               

１．受取利息   2,024     773     

２．受取手数料   －     2,943     

３．デリバティブ利益   665,725     －     

 ４．投資事業組合収益   －     9,820     

 ５．還付加算金   －     9,987     

 ６．和解金等   －     8,820     

７．その他   60,218 727,968 6.1 12,752 45,098 0.3 

Ⅴ 営業外費用               

１．支払利息   390,378     358,396     

２．支払手数料   581,334     310,664     

３．売上債権売却損   46,952     －     

４．為替差損   148,402     62,415     

５．デリバティブ損失   －     207,041     

６．新株発行費   16,998     33,906     

７．その他   20,445 1,204,511 10.1 69,540 1,041,963 6.2 

経常利益又は 
経常損失（△） 

    △7,507,348 △63.3   445,799 2.7 
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前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅵ 特別利益               

１．前期損益修正益   －     248,278     

２．貸倒引当金戻入益   －     211,896     

３．役員退職慰労引当金戻

入益 
  22,400 22,400 0.2 317,280 777,455 4.6 

Ⅶ 特別損失               

１．映像使用権の償却方法

の変更に伴う前期損

益修正損 

  6,355,434     －     

２．前期損益修正損   －     901,713     

３．過年度役員退職慰労引

当金繰入額 
  23,900     －     

４．固定資産除却損 ※1 －     24,319     

５．映像使用権等評価損   －     3,732,680     

６．過年度売上値引及び売

上戻り損失 
  1,436,074     121,500     

７．貸倒引当金繰入額   1,023,881     －     

８．投資有価証券評価損   73,739     －     

９．違約損害金    －     150,460     

10．為替予約解約損   －     190,715     

11．事業所移転費用   －     133,961     

 12．事業撤退損失   －     9,602     

 13．連結調整勘定一括償却

額 
  －     98,858     

 14．減損損失  ※2 － 8,913,028 75.2 16,594 5,380,405 32.2 

税金等調整前当期純

損失 
    16,397,977 △138.3   4,157,150 △24.9 

法人税、住民税及び

事業税 
  28,220     29,521     

過年度法人税、住民

税及び事業税 
  12,210     －     

法人税等調整額（△

貸方） 
  △121,800 △81,369 △0.7 △127,206 △97,684 △0.6 

少数株主利益     142,640 1.2   70,836 0.4 

当期純損失     16,459,248 △138.8   4,130,302 △24.7 
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(3）連結剰余金計算書 

    

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     3,735,535   5,485,535 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

増資による新株の発行   1,750,000 1,750,000 8,993,991 8,993,991 

Ⅲ 資本剰余金減少高           

欠損てん補による資本剰

余金減少高 
  － － 5,485,535 5,485,535 

Ⅳ 資本剰余金期末残高     5,485,535   8,993,991 

            

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △7,734,326   △24,193,575 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

資本準備金取崩しによる

利益剰余金増加高 
  － － 5,485,535 5,485,535 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

当期純損失   16,459,248 16,459,248 4,130,302 4,130,302 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     △24,193,575   △22,838,342 
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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15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税金等調整前当期純損失   △16,397,977 △4,157,150 

減価償却費   12,657 23,658 

連結調整勘定償却額   47,451 43,497 

連結調整勘定一括償却額   － 98,858 

デリバティブ利益   △776,370 － 

デリバティブ損失   － 207,041 

固定資産除却損   － 24,319 

減損損失   － 16,594 

投資有価証券評価損   73,739 － 

貸倒引当金の増加額又は減少額（△）   1,471,640 △405,706 

役員退職慰労引当金の増加額又は減少額（△）   8,117 △300,841 

受取利息及び受取配当金   △2,649 △773 

支払利息   390,378 358,396 

売上債権の増加額（△）又は減少額   3,952,073 △126,556 

たな卸資産の増加額（△）又は減少額   68,382 △77,630 

前渡金の増加額（△）又は減少額   △1,650,305 1,128,607 

共同買付立替金の減少額   970,287 869,355 

未収入金の減少額   669,817 1,630,920 

仕入債務の減少額   △3,189,490 △4,716,615 

未払金の増加額又は減少額（△）   502,583 △1,013,903 

前受金の増加額又は減少額（△）   2,238,031 △2,068,285 

共同買付預り金の減少額   △44,942 △634,367 

その他   41,987 954,661 

小計   △11,614,587 △7,990,657 

利息及び配当金の受取額   2,638 785 

利息の支払額   △387,457 △304,624 

法人税等の支払額   △57,051 △28,686 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △12,056,458 △8,323,183 
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前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

 定期預金の預入による支出   － △24,000 

 定期預金の解約による収入   － 24,000 

 有形固定資産の取得による支出   － △35,777 

無形固定資産の取得による支出   △17,912 △7,866 

投資有価証券の取得による支出   △20,000 △10,000 

敷金及び保証金の返還による収入   － 77,366 

敷金及び保証金の差入れによる支出   － △10,289 

保険積立金の積立による支出   － △13,794 

保険積立金の返戻による収入   － 69,013 

貸付金の回収による収入   － 338 

その他   8,250 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △29,662 68,990 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

      短期借入金の純増加額又は純減少額（△）   － △10,883,842 

短期借入による収入   50,937,042 － 

短期借入金の返済による支出   △39,744,999 － 

長期借入による収入   2,329,450 － 

長期借入金の返済による支出   △3,697,850 △1,997,100 

株式の発行による収入   3,483,001 17,954,077 

その他   △22 △58 

財務活動によるキャッシュ・フロー   13,306,622 5,073,076 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △91,821 1,899 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)   1,128,680 △3,179,216 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   4,036,759 5,165,439 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  ※ 5,165,439 1,986,222 
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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15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

当社グループは、前連結会計年度において8,027,654千円の当

期純損失を計上し、当社の貸出コミットメントライン契約の財務

制限条項に抵触することとなり、継続企業の前提に関する重要な

疑義が生じました。 

当該状況を解消すべく、金融機関及び大株主等に対して支援を

お願いし、平成16年１月にコミットメントライン契約を更新

し、2月27日付けで3,500,000千円の第三者割当増資を完了させ

ております。また、中期経営計画（Ｖ－ＰＲＯＪＥＣＴ）を策定

し、収益力の改善及び財務体質の強化に努めてまいりました。 

しかしながら、大型作品の完成の遅れやテレビ業界における大

手企業の民事再生法適用の影響等により販売が減少するととも

に、映画配給事業における広告宣伝費の増加や一部大型作品の興

行収入の不振による利益率の悪化及び会計方針の変更による特別

損失の計上により、当連結会計年度において16,459,248千円の当

期純損失を計上した結果、13,226,145千円の債務超過となり、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、平成16年12月27日及び平

成17年1月11日に合計で14,000,000千円の第三者割当増資を実

施する予定であり、株式会社有線ブロードネットワークスの子会

社となる予定です。また、金融機関にも引続き支援をお願いして

おり、当面資金調達に支障は生じないものと考えております。 

今後は、「対処すべき課題」に記載のとおり、中期経営計画

（改革プラン）を実施し、株式会社有線ブロードネットワークス

の子会社として、収益力の改善を図り、再建を目指してまいりま

す。 

なお、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。 

当社グループは、前連結会計年度において16,459,248千

円の当期純損失を計上した結果、13,226,145千円の債務超過

となり、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じておりま

した。  当社は、当連結会計年度において平成16年12月27

日及び17年1月11日に合計で14,000,000千円の第三者割当

増資を実施し株式会社ＵＳＥＮの子会社となり、平成17年

6月20日に親会社等による新株予約権の行使により、

3,987,983千円の増資を実施いたしました。  また、金融機

関にも引き続き支援をお願いしており、収益の改善及び財務

体質の強化に努めてまいりました結果、当連結会計年度末で

は債務超過は解消されました。 しかしながら、映像使用権

等評価損等の多額の特別損失の計上により、当連結会計年度

において4,130,302千円の当期純損失を計上する結果とな

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。  当社グループは、このような状況を解消すべく「２.

経営方針（5）中長期的な経営戦略」に記載のとおり、中期

経営計画「改革プラン」を実施し、マーケティングの効率化

や経費の削減およびＵＳＥＮグループの一員として収益力の

改善を図り、その達成に向けて邁進いたします。なお、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。 

  

  

  

  

  

（注）株式会社有線ブロードネットワークスは、平成17年3月1

日に株式会社ＵＳＥＮへ商号変更しております。 
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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15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 ３社 (1)連結子会社の数 ３社 

  

  

(2）連結子会社の名称 

(株)ギャガ・クロスメディア・マーケテ

ィング 

(株)キネマ旬報社 

(株)ギャガ・デジタルブレイン 

(2)連結子会社の名称 

同左 

  

  

(3）非連結子会社の名称及び連結の範囲から

除いた理由 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。 

(3)非連結子会社の名称及び連結の範囲から

除いた理由 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

  

(1)持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社の名称 

Gaga America,Inc. 

(株)ギャガ・ミュージック 

(株)ビットワークス・ジャパン 

(株)ＢＢＢ 

(1)持分法を適用しない非連結子会社及び関

連会社の名称 

同左 

  

  

(2）持分法を適用しない理由 

持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要

性がないため持分法の適用の対象から除外し

ております。 

(2)持分法を適用しない理由 

同左 

３．連結決算日の変更 

  

  

 ───────── 

  

 当社は、親会社である株式会社ＵＳＥＮ

との効率的な経営計画の策定と決算業務の

効率化を図るために、平成16年12月17日

開催の定時株主総会により、決算日を9月

30日から8月31日へ変更いたしました。 

これに伴い、当連結会計年度は平成16年

10月1日から平成17年8月31日までの11

ヶ月となっております。 なお、連結子会

社3社の決算期についても、決算業務の効

率化を図るために、決算日を9月30日から

8月31日にそれぞれ変更しております。 

４．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

５．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 

(イ)時価のあるもの 

当連結決算日の市場価格等に基づく時

価法 

なお、評価差額は全部資本直入法によ

り処理しており、売却原価は移動平均

法により算定しております。 

①有価証券 

 その他有価証券 

(イ)時価のあるもの 

同左 

  

  

(ロ)時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(ロ)時価のないもの 

同左 

  

  

②デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同左 

  

  

  

③たな卸資産 

(イ）仕掛品 

個別法による原価法 

③たな卸資産 

(イ)仕掛品 

同左 

  

  

(ロ)映像使用権 

作品毎の映像使用権の金額を過去の実

績に基づいて劇場上映権、ビデオ化権及

びテレビ放映権の予想収益（利益）に応

じて按分し、権利毎に使用による収益獲

得時に一括償却する方法 

(ロ)映像使用権 

同左 

(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 

①有形固定資産 

同左 

  

  

②無形固定資産 

 定額法 

②無形固定資産 

同左 

(3)重要な繰延資産の処理方法 ①新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

①新株発行費 

同左 

(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、

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。 

①貸倒引当金 

同左 

  

  

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与

の翌連結会計年度支給見込額のうち当連結

会計年度の負担に属する部分の金額を計上

しております。 

②賞与引当金 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

  ③返品調整引当金 ③返品調整引当金 

  当社及び一部の連結子会社において、売

上返品による損失に備えるため、返品予測

高に対する売上総利益相当額を計上してお

ります。 

同左 

  ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当連結会計年度末

において発生していると認められる額を計

上しております。 

同左 

  ⑤役員退職慰労引当金 ⑤役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末現在の支給

見積額を計上しております。 

   ───────── 

    （追加情報）  

     当社は平成16年12月開催の取締役会

において、連結子会社である株式会社ギ

ャガ・クロスメディア・マーケティング

及び株式会社キネマ旬報社については平

成17年8月開催の取締役会において、役

員退職慰労金制度の廃止を決議いたしま

した。そのため、当期に対応する16,439

千円を販売費及び一般管理費に、その他

全額を取崩し、役員退職慰労引当金戻入

益317,280千円を特別利益に計上しており

ます。 

(5）重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

同左 

(6)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 

(7)重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについて、特例処理の条件

を充たしている場合には、特例処理を採用

しております。 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金 

同左 

  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

   将来の借入金金利の変動リスクを回避す

る目的で金利スワップを行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約ごとに行っており

ます。 

同左 

  ④ヘッジ有効性の評価 ④ヘッジ有効性の評価 

   特例処理の要件に該当することを事前に

確認しており、有効性の判定は省略してお

同左 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

ります。 

  

項目 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

イ 消費税等の処理方法 イ 消費税等の処理方法 (8）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項  税抜方式を採用しております。 同左 

６．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 

７．連結調整勘定の償却に関す

る事項 

連結調整勘定については、㈱キネマ旬報社

については５年間の均等償却、その他につい

ては発生年度に全額償却しております。 

同左 

８．利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確

定した連結会社の利益処分に基づいて作成し

ております。 

同左 

９．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資からな

っております。 

同左 
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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15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

（ビデオ化権の売上計上基準及び映像使用権の評価方法の変

更） 
―――――――――― 

ビデオ化権のライセンス売上は、従来、販売契約締結後ビデ

オソフトメーカーに対し素材の引渡しが可能となった時点で計

上しておりましたが（素材引渡可能日基準）、当連結会計年度

からビデオソフトメーカーがビデオを発売開始した時点で計上

する方法（ビデオ発売日基準）に変更いたしました。 

ビデオ化権のライセンス売上の認識は素材引渡しを原則とし

ながらも、映像の流出を避けるためビデオ発売直前まで当社で

管理することが一般的であることに加え、ビデオ化権の販売契

約書には最低保証印税の金額が定められており、ビデオの販売

実績に関係なく返還不要であるため、ビデオソフトメーカーに

対し素材の引渡しが可能となった時点で計上しておりました。 

しかし、興行成績が不振に終わった作品について、ビデオソ

フトメーカー側から最低保証印税の減額要求がなされることが

多くなり、今後のビデオ化権の販売を円滑に行うため、当連結

会計年度において最低保証印税を減額する取引が発生しまし

た。今後は契約条項に従い減額は行わない方針ですが、売上の

認識をより客観的、保守的に行うために上記方法に変更いたし

ました。 

また、映像使用権の評価方法は、従来、定率法による２年償

却を採用しておりましたが、当連結会計年度から、作品毎の映

像使用権の金額を過去の実績に基づいて劇場上映権、ビデオ化

権及びテレビ放映権の予想収益（利益）に応じて按分し権利毎

に使用による収益獲得時に一括償却する方法に変更いたしまし

た。 

映像コンテンツプロバイダー事業は、個々の作品の権利毎に

収益（利益）を予想することが困難であり、恣意性が介入する

危険性があったため、権利毎に売上高と売上原価の対応を図る

ことをせず、定率法による２年償却という客観的な基準を採用

し、各期毎に対応させる方法を採用しておりました。 

しかし、定率法による２年償却は最初の権利売上計上月から

償却が開始されるため、償却額が売上計上月により左右され売

上高と売上原価の対応関係に歪みが大きくなる傾向が見られま

した。 

各作品の権利毎の売上及び原価データが収集・整備されたこ

とに伴い、個々の作品の権利毎の利益の傾向を把握することが

可能となり、恣意性が介入する危険性が少なくなりました。そ

のため株式会社有線ブロードネットワークスの子会社となるこ

とが予定されたことを機に、期間損益をより適正化するために

上記方法に変更いたしました。 
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前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

この結果、従来の方法に比較して売上高5,249,736千円、売上

原価5,976,142千円がそれぞれ少なく計上され、さらに、映像使

用権の評価方法について期首から同一の会計処理方法を適用し

ていた場合の影響額6,355,434千円を特別損失として計上したた

め、売上総損失、営業損失及び経常損失はそれぞれ726,406千円

減少し、税金等調整前当期純損失は5,629,027千円増加しており

ます。 

なお、最低保証印税を減額する取引は下期に発生しており、株

式会社有線ブロードネットワークスの子会社化の検討は下期に

行われたため、当中間連結会計期間は、従来の方法によってお

ります。 

従って、当中間連結会計期間は、変更後の方法によった場合

に比べて売上高が2,747,880千円、売上原価が3,870,985千円そ

れぞれ多く計上され、さらに、映像使用権の評価方法について

期首から同一の会計処理方法を適用していた場合の影響額

6,355,434千円が特別損失として計上されるため、売上総損失、

営業損失、経常損失はそれぞれ1,123,104千円多く計上され、税

金等調整前中間純損失は5,232,329千円少なく計上されておりま

す。 

  

    

（役員退職慰労引当金の計上基準の変更） ―――――――――― 

当社の連結子会社である株式会社ギャガ・クロスメディア・

マーケティングにおける役員退職慰労金については、従来、支

出時の費用として処理しておりましたが、当連結会計年度よ

り、内規に基づく連結会計年度末現在の支給見積額を役員退職

慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。 

この変更は、役員退職慰労引当金の設定が会計慣行として定

着しつつあることを踏まえ、役員退職慰労引当金規定（内規）

を整備し、役員退職慰労金を在任期間にわたって配分すること

により、期間損益計算の適正化を図るために行なったものであ

ります。この変更に伴い、当連結会計年度対応額12,000千円

は販売費及び一般管理費に、過年度対応額23,900千円は特別

損失に計上しております。 

この結果、従来と同一の方法に比べて営業損失及び経常損失

はそれぞれ12,000千円増加し、税金等調整前当期純損失が

35,900千円増加しております。 

なお、役員退職慰労金の内規の制定は下期に行ったため当中

間連結会計期間は従来の方法によっております。 

従って、当中間連結会計期間は、変更後の方法によった場合

に比べて営業損失、経常損失はそれぞれ7,600千円少なく計上

され、税金等調整前中間純損失は31,500千円少なく計上され

ております。 
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前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

――――――――――   （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（「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）が平成16年３月31日に終了する連

結会計年度に係る連結財務諸表から適用できることにな

ったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。この結果、税金等調整前

当期純損失が16,594千円増加しております。  
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追加情報  

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

――――────── （外形標準課税） 

    「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」 （平成16年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が66,496千円増加し、

営業利益及び経常利益が同額減少し、税金等調整前当期純

損失が同額増加しております。 

表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、流動資産の「その他」に含めて

いた「前渡金」は、資産総額の100分の５を超えたため、当

連結会計年度より区分掲記することとしました。なお、前連

結会計年度の流動資産の「その他」に含まれる「前渡金」の

金額は939,124千円であります。 

 前連結会計年度において、投資その他の資産の「その

他」に含めていた「破産更生債権等」は、資産総額の100

分の５を超えたため、当連結会計年度より区分掲記するこ

ととしました。なお、前連結会計年度の投資その他の資産

の「その他」に含まれる「破産更生債権等」の金額は

1,057,468千円であります。 

（連結損益計算書） （連結損益計算書）  

――――──────    前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含

めていた「受取手数料」、「投資事業組合収益」、「還付

加算金」及び「和解金等」は、それぞれ営業外収益の総額

の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記

することとしました。なお、前連結会計年度の営業外収益

の「その他」に含まれる「受取手数料」、「投資事業組合

収益」、「還付加算金」及び「和解金等」の金額はぞれぞ

れ1,394千円、8,734千円、1,923千円及び6,546千円であ

ります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含まれていた「貸倒引当金の増加額」

は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲

記することとしました。なお、前連結会計年度の営業活動に

よるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「貸倒引当

金の増加額」は53,924千円であります。 

 従来、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の短期

借入金に関するキャッシュ・フローについては、総額で

表示しておりましたが、当連結会計年度より、短期借入

金については、期間が短く、かつ回転が早い項目である

ため、純額表示（「短期借入金の純増加額（△純減少

額）」）としております。なお、従来の方法によった場

合の表示は「短期借入による収入」29,650,000千円、

「短期借入金の返済による支出」40,533,842千円となっ

ております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成16年9月30日） 

当連結会計年度 

（平成17年8月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

当社は映像使用権の流動化を図るため、特別目的会社であ

る有限会社シネ・トゥモローとビデオグラム原盤複製頒布契

約を締結して資金を調達しておりますが、当該取引を金融取

引として会計処理しております。当該取引によって計上され

た主な資産及び負債の期末残高は以下のとおりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

当社は映像使用権の流動化を図るため、特別目的会社

である有限会社シネ・トゥモローとビデオグラム原盤複

製頒布契約を締結して資金を調達しておりますが、当該

取引を金融取引として会計処理しております。当該取引

によって計上された主な資産及び負債の期末残高は以下

のとおりであります。  
たな卸資産 1,043,534千円 

短期借入金 1,048,950千円 

長期借入金 871,500千円 

売掛金  954,894千円 

たな卸資産 7,743千円 

前渡金 181,944千円 

短期借入金 1,048,950千円 

長期借入金 871,500千円  

なお、上記のほか有限会社シネ・トゥモローの金融機関か

らの借入金1,920,450千円について、有限会社シネトゥモロー

を設立したシネ・フェロー有限責任中間法人に対する基金返

還請求権3,000千円に質権が設定されております。 

なお、上記のほか有限会社シネ・トゥモローの金融機

関からの借入金1,920,450千円について、有限会社シネト

ゥモローを設立したシネ・フェロー有限責任中間法人に

対する基金返還請求権3,000千円に質権が設定されており

ます。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 48,658千円 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 28,499千円 

※３．非連結子会社及び関連会社に対する株式の額 ※３．非連結子会社及び関連会社に対する株式の額 

投資有価証券 61,407千円 投資有価証券 61,407千円 

 ４．偶発債務  ４．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に対し遡

求義務を負っております。 

 債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に対し遡

求義務を負っております。 

  株式会社ユーエフジェイ銀行 221,260千円 

 エヌ・ティ・ティ・リース株式会社 － 

  東銀リース株式会社 42,000 

 ダイヤモンドリース株式会社 － 

  計 263,260  

 エヌ・ティ・ティ・リース株式会社 － 

  計 －  

 ５．貸出コミットメントライン契約  ５．貸出コミットメントライン契約 

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行8行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりま

す。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントラインに

係る借入未実行残高は次のとおりであります。 

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行4行と貸出コミットメントライン契約を締結し

ております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントライ

ンに係る借入未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントラインの総額 10,600,000千円 

借入実行残高 10,100,000 

差引額 500,000  

貸出コミットメントラインの総額 8,450,000千円 

借入実行残高 2,873,000 

差引額 5,577,000  

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式16,831,852株であり

ます。 

※６．当社の発行済株式総数は、普通株式86,016,405株で

あります。 

※７．当社が保有する自己株式は、普通株式169株でありま

す。 

※７．当社が保有する自己株式は、普通株式316株であり

ます。 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

        ────────── ※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  建物 23,885千円 

工具器具備品 295千円 

ソフトウェア 138千円  
   ※２ 当社グループは、以下の資産について減損損失を計上

しております。 

会社 
主要な 

用途  
種類 場所  減損損失 

 連結子会社  放送事業 
 工具器具 

 備品 
 東京都港区 2,138 

 連結子会社  放送事業  商標権  東京都港区 4,603 

 連結子会社  放送事業 
 ソフト 

 ウェア 
 東京都港区 73 

 連結子会社  放送事業 
 リース 

 資産 
 東京都港区 9,778 

 合計       16,594 

  当社グループは、原則として事業別に資産のグルー

プ化を行なっております。上記資産は、営業から生じる

損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスである

こと等から帳簿価額を減損損失として特別損失に計上し

ております。 

  

  

（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15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年８月31日現在） 

現金及び預金勘定と、現金及び現金同等物は一致しており

ます。 

現金及び預金勘定と、現金及び現金同等物は一致して

おります。 
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① リース取引関係 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

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 

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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び連結会計年度末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び連結会計年度末残高相当額  

  

取得価額 

相 当 額 

（千円） 

減価償却累 

計額相当額 

（千円） 

連結会計 

年度末残高相当額 

（千円） 

有形固定資産 119,987 70,806 49,180 

無形固定資産 

その他 
161,401 121,667 39,733 

合計 281,389 192,474 88,914 

  

取得価額

相 当 額 

（千円） 

減価償却累

計額相当額 

（千円） 

減損損失累

計額相当  

額 

（千円）  

連結会計年

度末残高相

当額 

（千円） 

有形固

定資産 
76,100 51,331 9,442 15,326 

無形固

定資産

その他 

125,406 106,965 336 18,104 

合計 201,506 158,297 9,778 33,430 
 

(2)未経過リース料連結会計年度末残高相当額 (2)未経過リース料連結会計年度末残高相当額等 

１年内 49,491千円

１年超 45,157千円

合計 94,648千円 

１年内 25,038千円

１年超 21,417千円

合計 46,455千円 

    リース資産減損勘定の残高      9,778千円 

 (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

費相当額及び支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 64,719千円

減価償却費相当額 59,428千円

支払利息相当額 4,044千円 

支払リース料 47,148千円

減価償却費相当額 42,789千円

支払利息相当額 2,217千円

減損損失 9,778千円 

(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 

 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 

(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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．      ────────── 

未経過リース料   

１年内 2,544千円

１年超 4,446千円

合計 6,990千円 
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② 有価証券関係 

前連結会計年度（平成16年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 19,767 96,828 77,061 連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 小計 19,767 96,828 77,061 

株式 6,970 5,880 △1,090 連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 小計 6,970 5,880 △1,090 

合計 26,737 102,708 75,971 

２．時価のない主な有価証券の内容（平成16年９月30日現在） 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭公開株式を除く） 134,703 

 （注） その他有価証券について、73,739千円（非上場株式）の減損処理を行っております。 

当連結会計年度（平成17年８月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 26,737 215,792 189,055 連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 小計 26,737 215,792 189,055 

株式 － － － 連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 小計 － － － 

合計 26,737 215,792 189,055 

２．時価のない主な有価証券の内容（平成17年８月31日現在） 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 138,502 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 10,000 

合計 148,502 
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③ デリバティブ取引関係 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

 当社グループの利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で

は為替予約取引及び通貨オプション取引、金利関連では金利スワ

ップ取引及び金利キャップ取引であります。 

同左 

(2)取引に対する取組方針 (2)取引に対する取組方針 

 当社グループは、将来の為替・金利の変動リスクを回避するた

めに、デリバティブ取引を利用する方針をとっております。 

 なお、当社は投機を目的としたデリバティブ取引の利用は行わ

ない方針であります。 

同左 

(3)取引の利用目的 (3)取引の利用目的 

 当社グループは、外貨建買掛金及び将来における外貨建取引に

係る為替変動リスク及び借入金金利の変動リスクを回避もしくは

軽減するヘッジ目的で、デリバティブ取引を利用しております。 

同左 

(4)取引に係るリスクの内容 (4)取引に係るリスクの内容 

 当社グループはデリバティブ取引を利用するに当たって、信用

度の高い金融機関を契約相手としているため、当該取引に信用リ

スクはないと考えております。 

同左 

(5)取引に係るリスクの管理体制 (5)取引に係るリスクの管理体制 

 連結財務諸表提出会社が定めたデリバティブ取引のルールに従

って、営業担当役員が承認した申請書に基づき財務・経理担当役

員がリスク等を判断し、金融機関との契約を行います。 

 また、デリバティブ取引の利用状況、為替予約残高及び損益に

ついて、毎月経営会議で報告が行われます。 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 当社グループの利用する為替予約取引及び通貨オプション取引

は、外貨建買掛金及び将来における外貨建取引に係る為替変動リ

スクを、金利スワップ取引及び金利キャップ取引は借入金金利の

変動リスクを回避もしくは軽減するためのものであり、契約額

は、取引先との実際の交換金額を表わす数字でないため、当社に

おける市場リスク、信用リスクを図る指標ではありません。 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１．通貨関連 

前連結会計年度（平成16年９月30日） 当連結会計年度（平成17年８月31日） 

区分 種類 
契約額等 

（千円） 

契約額等のう

ち１年超 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

契約額等 

（千円） 

契約額等のう

ち１年超 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

為替予約取引                 

買建                 

米ドル 10,816,502 6,164,124 10,871,289 54,786 129,589 － 143,209 13,620 

通貨オプション取引                 

買建                 

コール                 

市場取引

以外の取

引 

米ドル 209,000 － 210,100 1,100 － － － － 

合計 11,025,502 6,164,124 11,081,389 55,886 129,589 － 143,209 13,620 

２．金利関連 

前連結会計年度（平成16年９月30日） 当連結会計年度（平成17年８月31日） 

区分 種類 
契約額等 

（千円） 

契約額等のう

ち１年超 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

契約額等 

（千円） 

契約額等のう

ち１年超 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

金利スワップ取引                 

変動受取・固定支払 3,200,000 2,200,000 △160,769 △160,769 2,200,000 2,200,000 △135,442 △135,442 

金利キャップ取引                 

 買建 2,000,000 － － △3,284 － － － － 

市場取引

以外の取

引 

  (3,284) －     － －     

合計 5,200,000 2,200,000 △160,769 △164,054 2,200,000 2,200,000 △135,442 △135,442 

 （注） 

項目 
前連結会計年度 

（平成16年9月30日） 

当連結会計年度 

（平成17年8月31日） 

時価等の算定方法等 １．取引先金融機関等から提示された価格等

に基づき算定しております。 

１．     同左 

  ２．契約額等欄の（ ）内は、キャップ料で

あります。 

２．   ─────── 

  ３．ヘッジ会計が適用されているデリバティ

ブ取引は、記載対象から除いておりま

す。 

３．     同左 

 



（訂正後） 

 - 31 - 

④ 退職給付関係 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成16年９月30日現在） 

当連結会計年度 

（平成17年８月31日現在） 

      

退職給付債務（千円）   △83,309    △92,884 

年金資産（千円）   25,157    28,345  

未積立退職給付債務（千円）   △58,151    △64,538  

退職給付引当金（千円）   △58,151    △64,538  

（注）当社グループは退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

  

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

退職給付費用     

勤務費用（千円） 25,453 24,649 
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⑤ 税効果会計関係 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債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発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金 10,139,136千円 

役員退職慰労引当金否認 122,518 

貸倒引当金否認 526,034 

賞与引当金否認 40,356 

有価証券評価損 32,755 

映像使用権償却否認 23,199 

過年度売上戻り損失否認 256,410 

その他 102,510 

繰延税金資産小計 11,242,920 

評価性引当額 △11,242,120 

繰延税金資産の合計 121,800 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △30,912 

繰延税金負債の合計 △30,912 

繰延税金資産の純額 90,887 
 

税務上の繰越欠損金 10,347,530千円 

貸倒引当金否認 541,731 

賞与引当金否認 30,034 

有価証券評価損 32,755 

映像使用権償却否認 1,686,369 

その他 400,910 

繰延税金資産小計 13,039,332 

評価性引当額 △12,790,326 

繰延税金資産の合計 249,006 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △76,926 

繰延税金負債の合計 △76,926 

繰延税金資産の純額 172,079  

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 121,800千円 

固定負債－繰延税金負債 △30,912千円  

流動資産－繰延税金資産 

固定資産－繰延税金資産 

153,023千円 

95,983千円 

固定負債－繰延税金負債 76,926千円  

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

間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

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

の間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 △42.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 

売上訂正による影響 △3.5 

その他 2.1 

評価性引当額 42.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.5  

法定実効税率 △40.7％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4 

売上訂正による影響 △1.0 

その他 △1.1 

評価性引当額 40.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.3  

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15年10月１日 至 平成16年９月30日）及び当連結会計年度（自 平成16年10月１

日 至 平成17年８月31日） 

 全セグメントの売上高、営業損益及び資産の合計額に占める映像関連事業の売上高、営業損益及び資産の金額の割

合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日）及び当連結会計年度（自 平成16年10月１

日 至 平成17年８月31日） 

 在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成15年10月１日 至 平成16年９月30日）及び当連結会計年度（自 平成16年10月１

日 至 平成17年８月31日） 
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 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

⑦ 関連当事者との取引 

前連結会計年度（自平成15年10月１日 至平成16年９月30日） 

役員及び個人株主等 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金

又は出

資金 

（千円） 

事業の内容又は

職業 

議決権等

の所有

（被所

有）割合 

役員の

兼任等 

（名） 

事業上

の関係 

取引の内容 

（注）１ 

取引金額

（千円）

（注）２ 

科目 
期末残高（千

円）（注）２ 

売掛金 

及び未 

収入金 

132,599 
版権のライセン

ス及び配給収入 
244,223 

前受金 175,035 

当社取締役会長 

日活株式会社代

表取締役社長

（注）３ 

－ － 

広告費 40,356 

買掛金 

及び未 

払金 

3,585 

共同企画開発費 － 立替金 12,500 

中村雅哉 － － 

当社取締役会長 

株式会社ナムコ

代表取締役会長 

(注)４ 

（被所有） 

直接19.6％ 

間接2.8％ 

－ － 

版権原価 2,084 － － 

当社取締役 

カルチュア・コ

ンビニエンス・

クラブ株式会社 

代表取締役社長 

（注）５ 

－ － 広告費 1,500 未払金 633 

笠原和彦 － － 

当社取締役 

日本ソフトサー

ビス株式会社 

代表取締役社長 

（注）６ 

－ 

－ － 
版権のライセン

ス 
1,066 － － 

 広告宣伝の受託 6,350 － － 

役員 

依田 巽 － － 

当社取締役 

エイベックス株

式会社 

代表取締役会長

兼社長（注）７ 

－ － － 
版権のライセン

ス 
－ 前受金 2,467,500 

配給収入 19,576 
未収入

金 
651 

役員等が議

決権の過半

数を所有す

る会社等

（当該会社

等の子会社

を含む） 

株式会社

ヒューマ

ックス 

シネマ 

(注)８ 

東京都

新宿区 
350,000 映画等の興行 

（被所有） 

直接0.4％ 
1 

映画配

給業務

を委託 
配給収入管理手

数料 
21,471 

買掛金 

及び未 

払金 

12,042 

 （注）１．取引条件は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．上記取引金額には消費税を含んでおりませんが、期末残高には消費税を含んでおります。 

３．日活株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

４．株式会社ナムコとの取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

５．カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。 

６．日本ソフトサービス株式会社との取引はいわゆる第三者のための取引であります。尚、平成16年４月に関連当

事者でなくなったため、取引金額は同社が関連当事者であった期間について、また、期末残高は関連当事者で

なくなった時点のものを記載しております。 

７．エイベックス株式会社（現エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社）との取引はいわゆる第三者

のための取引であります。尚、平成16年８月に関連当事者でなくなったため、取引金額は同社が関連当事者で

あった期間について、また、期末残高は関連当事者でなくなった時点のものを記載しております。 

８．当社取締役である林 瑞峰及びその近親者等が議決権の100.0％を間接所有しております。 
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当連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年８月31日） 

（1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属 性 
会社等 

の名称 
住 所 

資本金

又は出

資金 

（千円） 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等

の所有

（被所

有）割合

（％） 

役員の

兼任等 

（名） 

事業

上の

関係 

取引の 

内 容 

（注）１・４ 

取引金額

（千円）

（注）２ 

科 目 
期末残高（千

円）（注）２ 

親会社 

株式会社 

ＵＳＥＮ 

（注）３ 

東京都 

千代田区 
35,845,788 

放送・ 

通信事業 

（被所有） 

直接60.48  
5 

映像コ

ンテン

ツ等の

販売等  

映画鑑賞券及び

映像コンテンツ

の販売 

385,362 

売掛金及

び未収入

金 

 3,383 

                
事務所賃料等の

諸経費 
 53,408 

前払費用 

 立替金 

未払金 

5,261 

 3,380 

 55,527 

                借入金利息 19,318  － －  

 （注）１．取引条件は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．上記取引金額には消費税を含んでおりませんが、期末残高には消費税を含んでおります。 

    ３．株式会社ＵＳＥＮとはいわゆる第三者のための取引であります。なお、平成16年12月に関連当事者となったた

め、取引金額は、平成16年12月以降について記載しております。 

 ４．借入利率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。なお、借入金は全額返済しております。 

  

（2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属 性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金

又は 

出資金 

(千円) 

事業の内容又は 

職業 

議決権等

の所有

（被所

有）割合 

（％） 

役員の

兼任等 

（人） 

事業上

の関係 

取引の内容 

（注）１ 

取引金額 

(千円) 

（注）２ 

科目 

期末残高 

(千円) 

（注）２ 

 役員  依田 巽  － － 

当社 

代表取締役会長 

  

株式会社ティー 

ワイリミテッド 

代表取締役会長 

（注）３ 

 （被所有） 

直接15.47 

  

－  － 

車両の賃借料 

 

人件費の負担 

4,333 

 

4,389 

 － － 

 （注）１．取引条件は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２．上記取引金額には消費税を含んでおりませんが、期末残高には消費税を含んでおります。 

    ３．株式会社ティーワイリミテッドとはいわゆる第三者のための取引であります。 

 

（3）兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金

又は出

資金 

(千円) 

事業の内容又は

職業 

議決権等

の所有

（被所

有）割合 

（％） 

役員

の兼

任等 

（人） 

事業上

の関係 

取引の内容 

（注）1 

取引金額 

(千円) 

（注）２ 

科目 

期末残高 

(千円) 

（注）２ 

親会社の 

子会社 

株式会社 

ＢＭＢ 

（注）３ 

東京都 

港区 
11,638,484 カラオケ事業 － 2 

コンテ

ンツの

広告等 

デザイン使用料 33,374 

売掛金

及び未

収入金 

77,043 

 （注）１．取引条件は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  ２．上記取引金額には消費税を含んでおりませんが、期末残高には消費税を含んでおります。 

    ３．株式会社ＢＭＢとはいわゆる第三者のための取引であります。なお、平成16年12月に関連当事者となった 

   め、取引金額は、平成16年12月以降について記載しております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

１株当たり純資産額 △785円79銭 

１株当たり当期純損失 1,177円18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。  

１株当たり純資産額 8円12銭 

１株当たり当期純損失 70円46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株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度 

(自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日) 

当期純損失（千円） 16,459,248 4,130,302 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 
 

― 

普通株式に係る当期純損失（千円） 16,459,248 4,130,302 

期中平均株式数（株） 13,981,958 58,617,783 

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 

 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株

引受権1種類 129,000株、商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権1種類 276,000株、及び新株引受

権付社債の新株引受権9種類 180,000

株。 

 旧商法第280条ノ19の規定に基づく

新株引受権1種類 115,000株、商法第

280条ノ20及び第280条ノ21の規定に

基づく新株予約権2種類 853,716株、

及び新株引受権付社債の新株引受権9

種類 97,000株。 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

（第三者割当増資及び新株予約権発行について） 

 当社は、平成16年12月17日開催の定時株主総会におい

て、下記のように、特に有利な価額をもって、第三者割当に

よる新株式発行及び新株予約権発行を行うことが承認された

ため、同日開催の取締役会において下記の内容で新株式及び

新株予約権発行を決議致しました。 

 （新株予約権の行使による新株式の発行について） 

 当社は、平成17年9月12日に下記のように新株予約権 の

行使による資金調達を行なっております。 

（1）発行新株式数      普通株式 591,716株 

（2）発行価額        １株につき金260円 

（3）発行価額の総額     153,846,160円 

（4）資本組入額        76,923,080円 

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 22,168,148株 

(2）発行価額 １株につき金260円 

(3）発行価額の総額 5,763,718,480円 

(4）資本組入額 2,881,859,240円 

(5）割当先及び株式

数 

㈱有線ブロードネットワークス 

  17,052,422株 

  依田 巽 

  5,115,726株 

(6）申込期日 平成16年12月27日 

(7）配当起算日 平成16年10月１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 31,678,006株 

(2）発行価額 １株につき金260円 

(3）発行価額の総額 8,236,281,560円 

(4）資本組入額 4,118,140,780円 

(5）割当先及び株式数 ㈱有線ブロードネットワークス 

  21,409,117株 

  依田 巽 

  6,422,735株 

  ㈱レントラックジャパン 

  3,846,154株 

(6）申込期日 平成17年１月11日 

(7）配当起算日 平成16年10月１日 

(8）効力発生条件   

 第２回新株式発行については、第１回新株式発行に関す

る払込がすべてなされることが、効力発生条件として必要

となります。  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

３．資金使途   

「映像コンテンツプロバイダー事業」の強化を目的として、

映像使用権の買付け、映像コンテンツの企画・製作のための

運転資金、及び借入金の返済に充当し、自己資本の充実及び

財務体質の改善による経営基盤の安定化を図るために発行し

ております。 
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前連結会計年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

４．新株予約権発行要領   

(1）発行する新株予約権の

総数 
15,930,115個 

(2）新株予約権の目的たる

株式の種類 
普通株式 

(3）新株予約権の目的たる

株式の数 
15,930,115株 

(4）新株予約権の発行価額 無償 

(5）新株予約権を発行する

日 

  

平成17年１月19日又は当社及び割当先が別途書面に

て合意する日 

(6）各新株予約権の行使時

の払込金額 
260円 

(7）新株予約権の行使期間 発行日の翌日より５年間 

(8）発行先及び新株予約権

数 

㈱有線ブロードネットワー

クス 

  13,563,251個 

  依田 巽 

  1,775,148個 

  ㈱レントラックジャパン 

  591,716個 

(9）効力発生条件   

 当該新株予約権発行については第１回新株式発行及び第

２回新株式発行に関する払込がすべてなされることが、効

力発生条件として必要となります。  

    

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

（株式売買予約契約について）   

平成16年10月１日付で、当社が保有している株式会社ギ

ャガ・クロスメディア・マーケティングの株式について、株

式会社有線ブロードネットワークスへ以下の内容の購入予約

権を付与する売買予約契約書を締結しました。 

  

(1）対象株式   

株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング株式

19,433株 

  

(2）売買代金   

1,800,000千円   

(3）帳簿価格   

820,491千円   

(4）権利行使期間   

平成16年10月１日～平成17年１月31日   

(5）権利の消滅   

 平成17年１月31日までに平成16年９月30日付金銭

消費貸借契約に基づく株式会社有線ブロードネットワー

クスに対する借入金1,800,000千円を完済したとき。 

  

（注）株式会社有線ブロードネットワークスは、平成17年3

月1日に株式会社ＵＳＥＮへ商号変更しております。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1）仕入実績 

 当社グループ（当社および連結子会社、以下同じ）は、劇場権、ビデオ版権、テレビ版権等の映像使用権を主に海外

から単独又は他社と共同で購入しております。また、当社グループがプロデュースを行い、制作工程のすべてを他社に

委託して制作させたコンテンツを完成品として購入しております。 

 当連結会計年度の仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

  （単位：千円） 

部  門 

前連結会計年度 

（自平成15年10月１日 

至平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自平成16年10月１日 

至平成17年８月31日） 

映像コンテンツプロバイダー事業 11,567,525 11,403,733 

放送事業 714,883 650,317 

出版事業 936,094 815,235 

マーケティング＆システムソリューション事業 63,717 7,992 

合計 13,282,221 12,877,278 

 （注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループは受注生産は行っておりません。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

  （単位：千円） 

部  門 

前連結会計年度 

（自平成15年10月１日 

至平成16年９月30日） 

当連結会計年度 

（自平成16年10月１日 

至平成17年８月31日） 

 映像コンテンツプロバイダー事業 映画配給事業 6,237,925 7,363,280 

 映像版権事業 2,661,357 6,579,336 

小計 8,899,282 13,942,617 

放送事業  1,009,899 964,458 

出版事業 1,909,153 1,722,477 

マーケティング＆システムソリューション事業 40,423 65,977 

合計 11,858,759 16,695,531 

 （注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 
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平成17年８月期 個別財務諸表の概要 平成18年7月14日

    

上場会社名 株式会社 ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大阪証券取引所(ヘラクレス) 

コード番号 ４２８０ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.gaga.co.jp)   

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 宇野 康秀  

問合せ先責任者 役職名 取締役副社長  氏名 佐藤 英志  ＴＥＬ  （０３）３５０９－７４９２ 

決算取締役会開催日 平成17年10月19日 中間配当制度の有無  有 

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 定時株主総会開催日 平成17年11月25日 

１．平成17年８月期の業績（平成16年10月１日～平成17年８月31日） 

(1）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 ％

17年８月期 13,952    56.6  1,144    －  158    －  

16年９月期 8,909    △42.0  △7,435    －  △7,901    －  

       

  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 ％ ％ ％ 

17年８月期 △4,364    － △74  46  －  －  －  0.7  1.2  

16年９月期 △16,788    － △1,200  70  －  －  －  △26.2  △88.7  

（注）①期中平均株式数 17年８月期 58,617,783株 16年９月期 13,981,958株 

②会計処理の方法の変更 有       

③会計期間の変更により平成17年8月期の会計期間は平成16年10月1日から平成17年8月31日までの11ヶ月となってお

ります。従いまして売上高、営業利益、経常利益、当期純利益における平成16年９月期との比較は行なっておりません。 

(2）配当状況 （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。 

１株当たり年間配当金 
  

  中間 期末 

配当金総額 

（年間） 
配当性向 

株主資本 

配当率 

  円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

17年８月期 0  00  0  00  0  00  －    －  －  

16年９月期 0  00  0  00  0  00  －    －  －  

(3）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 

17年８月期 19,763 346 1.8  4  03  

16年９月期 27,047 △13,343 △49.3  △792  74  

（注）①期末発行済株式数 17年８月期 86,016,089株 16年９月期 16,831,683株

②期末自己株式数 17年８月期 316株 16年９月期 169株

２．平成18年８月期の業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日）   

  売上高  営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり年間配当金 

    百万円 百万円   百万円   百万円 円 銭 円 銭 円 銭 

中間期 7,000   △500 △650   △650    －  －  － 

通 期 17,000   300 50   50    －  －  － 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  0円58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。 
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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16年９月30日） 

当事業年度 

（平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
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     4,791,562     1,715,460   

２．売掛金 ※1   3,110,689     3,340,536   

３．映像使用権 ※1   9,726,729     9,278,162   

４．仕掛品     120,072     478,589   

５．前渡金 ※1   2,505,929     1,393,501   

６．前払費用     772,978     392,028   

７．共同買付立替金     954,862     85,506   

８．未収入金     3,517,534     1,828,080   

９．未収消費税     564,039     －   

10．その他     59,771     56,425   

11．貸倒引当金     △557,420     △145,626   

流動資産合計     25,566,749 94.5   18,422,664 93.2 

Ⅱ 固定資産               

(1)有形固定資産               

１．建物   60,751     12,159     

減価償却累計額   32,794 27,957   9,927 2,232   

２．器具及び備品   7,702     6,112     

減価償却累計額   6,496 1,206   5,136 975   

有形固定資産合計     29,163 0.1   3,208 0.0 

(2）無形固定資産               

１．商標権     519     3,279   

２．ソフトウェア     20,420     16,763   

３．電話加入権     2,013     2,013   

無形固定資産合計     22,953 0.1   22,056 0.1 
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前事業年度 

（平成16年９月30日） 

当事業年度 

（平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

(3）投資その他の資産               

１．投資有価証券     234,168     347,252   

２．関係会社株式     928,099     928,099   

３．長期貸付金     10,255     7,380   

４．破産更生債権等     1,054,310     1,054,100   

５．長期前払費用     25,163     2,371   

６．その他 ※1   249,666     50,696   

７．貸倒引当金     △1,073,083     △1,074,605   

投資その他の資産合計     1,428,581 5.3   1,315,294 6.7 

固定資産合計     1,480,697 5.5   1,340,559 6.8 

資産合計     27,047,447 100.0   19,763,224 100.0 

                

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．買掛金     7,164,409     2,652,831   

２．短期借入金 ※2   14,592,042     4,263,000   

３．一年以内返済予定長期借入金 ※1   3,047,050     1,766,150   

４．未払金     2,929,301     1,702,886   

５．未払費用     53,440     51,732   

６．未払法人税等     7,020     67,945   

７．未払消費税等     －     331,764   

８．前受金     6,261,186     4,184,700   

９．預り金     603,701     278,239   

10．共同買付預り金     2,087,021     1,452,654   

11．賞与引当金     64,900     47,888   

12．返品調整引当金     11,674     5,342   

13．デリバティブ負債     108,167     121,821   

14．その他     3,344     3,123   

流動負債合計     36,933,260 136.5   16,930,080 85.6 

  

 

 

 

 



（訂正後） 

 
- 4 - 

    
前事業年度 

（平成16年９月30日） 

当事業年度 

（平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅱ 固定負債               

１．長期借入金 ※1   3,097,700     2,381,500   

２．繰延税金負債     30,912     76,926   

３．退職給付引当金     21,402     16,892   

４．役員退職慰労引当金     256,300     －   

５．匿名組合出資預り金     51,056     10,848   

固定負債合計     3,457,371 12.8   2,486,167 12.8 

負債合計     40,390,632 149.3   19,416,247 98.2 

                

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※3   5,436,964 20.1   14,430,956 73.0 

Ⅱ 資本剰余金               

１．資本準備金   5,485,535     8,993,991     

資本剰余金合計     5,485,535 20.3   8,993,991 45.5 

Ⅲ 利益剰余金               

１．利益準備金   18,372     －     

２．当期未処理損失   24,328,986     23,189,912     

利益剰余金合計     △24,310,614 △89.9   △23,189,912 △117.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     45,058 0.2   112,128 0.6 

Ⅴ 自己株式 ※6   △129 △0.0   △188 △0.0 

資本合計     △13,343,184 △49.3   346,976 1.8 

負債・資本合計     27,047,447 100.0   19,763,224 100.0 
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(2)損益計算書 

    

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高               

１．映画配給事業収入   6,238,848     7,364,072     

２．映像版権事業収入   2,670,602 8,909,451 100.0 6,588,797 13,952,869 100.0 

Ⅱ 売上原価               

１．映画配給事業原価   7,771,810     5,820,697     

２．映像版権事業原価   5,984,811 13,756,621 154.4 4,949,917 10,770,615 77.2 

売上総利益又は売上総損失

（△） 
    △4,847,170 △54.4   3,182,254 22.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

１．役員報酬   137,580     60,230     

２．給与手当   804,670     764,155     

３．賞与引当金繰入額   64,900     47,888     

４．退職給付費用   18,520     17,227     

５．役員退職慰労引当金繰入額   10,700     －     

６．福利厚生費   130,277     105,731     

７．旅費交通費   142,951     96,971     

８．賃借料   157,705     110,578     

９．減価償却費   5,881     3,190     

10．貸倒引当金繰入額   276,834     －     

11．業務委託費   209,701     345,542     

12．総会・株式関連費   －     118,443     

13．その他   628,361 2,588,084 29.1 367,482 2,037,442 14.6 

営業利益又は営業損失（△）     △7,435,254 △83.5   1,144,811 8.2 

Ⅳ 営業外収益               

１．受取利息   1,967     771     

２. デリバティブ利益   665,725     －     

３．受取手数料  ※1 －     25,600     

４．投資事業組合収益   －     8,257     

５．還付加算金   －     9,987     

６．和解金等   －     8,820     

７．その他   68,945 736,637 8.3 12,718 66,155 0.5 
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前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅴ 営業外費用               

１．支払利息   390,242     369,362     

２．支払手数料   581,334     310,664     

３．売上債権売却損   46,952     －     

４．為替差損   148,157     62,354     

５．デリバティブ損失   －     207,041     

６．新株発行費   16,998     33,906     

７．その他   19,498 1,203,184 13.5 69,540 1,052,869 7.6 

経常利益又は経常損失（△）     △7,901,801 △88.7   158,097 1.1 

Ⅵ 特別利益               

１．役員退職慰労引当金戻入益   22,400     256,300     

２．前期損益修正益   －     248,278     

 ３．貸倒引当金戻入益   － 22,400 0.3 216,462 721,040 5.2 

Ⅶ 特別損失               

１．映像使用権の償却方法の変更

に伴う前期損益修正損 
  6,355,434     －     

２．前期損益修正損   －     901,713     

３．固定資産除却損   ※2 －     24,319     

４．過年度売上値引及び売上戻り

損失 
  1,436,074     121,500     

５．貸倒引当金繰入額   1,023,881     －     

６．投資有価証券評価損   73,739     －     

 ７．映像使用権等評価損   －     3,732,680     

 ８．違約損害金   －     150,460     

 ９．為替予約解約損   －     190,715     

 10．事業所移転費用   － 8,889,128 99.8 115,095 5,236,484 37.5 

税引前当期純損失     16,768,529 △188.2   4,357,345 △31.2 

法人税、住民税及び事業税   7,398     7,488     

過年度法人税、住民税及 

び事業税 
  12,210 19,609 0.2 － 7,488 0.1 

当期純損失     16,788,138 △188.4   4,364,833 △31.3 

前期繰越損失     7,540,847     18,825,078   

当期未処理損失     24,328,986     23,189,912   

                



（訂正後） 

 
- 7 - 

  

売上原価明細書 

    

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 映画配給事業原価               

１．映画配給原価   2,338,979     463,538     

２．プリント及び広告費   5,432,831     5,357,158     

当期映像配給事業原価     7,771,810 56.5   5,820,697 54.0 

Ⅱ 映像版権事業原価               

１．映像使用権償却額   5,604,994     4,344,473     

２．その他   379,817     605,444   

当期映画版権事業原価     5,984,811 43.5   4,949,917  46.0 

当期売上原価     13,756,621 100.0   10,770,615 100.0 
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(3）損失処理案 

    

前事業年度 

（株主総会承認日 

平成16年12月17日） 

  

当事業年度 

（株主総会承認予定日 

平成17年11月25日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

注記 

番号 
金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失     24,328,986     23,189,912 

Ⅱ 損失処理額             

１．利益準備金取崩額   18,372     －   

２．資本準備金取崩額   5,485,535 5,503,907   8,993,991 8,993,991 

Ⅲ 次期繰越損失     18,825,078     14,195,920 
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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15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

当社は、前期において8,310,545千円の当期純損失を計上

し、当社の貸出コミットメントライン契約の財務制限条項に抵

触することとなり、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じ

ました。 

当該状況を解消すべく、金融機関及び大株主等に対して支援

をお願いし、平成16年１月にコミットメントライン契約を更

新し、2月27日付けで3,500,000千円の第三者割当増資を完了

させております。また、中期経営計画（Ｖ－ＰＲＯＪＥＣＴ）

を策定し、収益力の改善及び財務体質の強化に努めてまいりま

した。 

しかしながら、大型作品の完成の遅れやテレビ業界における

大手企業の民事再生法適用の影響等により販売が減少するとと

もに、映画配給事業における広告宣伝費の増加や一部大型作品

の興行収入の不振による利益率の悪化及び会計方針の変更によ

る特別損失の計上により、当期において16,788,138千円の当期

純損失を計上した結果、13,343,184千円の債務超過となり、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、平成16年12月27日及び

平成17年1月11日に合計で14,000,000千円の第三者割当増資

を実施する予定であり、株式会社有線ブロードネットワークス

の子会社となる予定です。また、金融機関にも引続き支援をお

願いしており、当面資金調達に支障は生じないものと考えてお

ります。 

今後は、「対処すべき課題」に記載のとおり、中期経営計画

（改革プラン）を実施し、株式会社有線ブロードネットワーク

スの子会社として、収益力の改善を図り、再建を目指してまい

ります。 

なお、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。 

当社は、前期において16,788,138千円の当期純損失を計上

した結果、13,343,184千円の債務超過となり、継続企業の前

提に関する重要な疑義が生じておりました。 当期において

平成16年12月27日及び17年1月11日に合計で14,000,000

千円の第三者割当増資を実施し株式会社ＵＳＥＮの子会社と

なり、平成17年6月20日に親会社等による新株予約権の行

使により、3,987,983千円の増資を実施しました。 また、金

融機関にも引き続き支援をお願いしており、収益の改善及び

財務体質の強化に努めてまいりました結果、当期末では債務

超過は解消されました。しかしながら、映像使用権等評価損

等の多額の特別損失の計上により、当期において4,364,833

千円の当期純損失を計上する結果となり、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、このよう

な状況を解消すべく「２.経営方針（5）中長期的な経緯戦

略」に記載のとおり、中期経営計画「改革プラン」を実施

し、マーケティングの効率化や経費の削減およびＵＳＥＮグ

ループの一員として収益力の改善を図り、その達成に向けて

邁進いたします。なお、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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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８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 

①時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法 

なお、評価差額は全部資本直入法により

処理しており、売却原価は移動平均法に

より算定しております。 

(2)その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

  

  

②時価のないもの 

  移動平均法による原価法 
②時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 
同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）仕掛品 

個別法による原価法 
(1)仕掛品 

同左 

  

  

(2)映像使用権 

作品毎の映像使用権の金額を過去の実績

に基づいて劇場上映権、ビデオ化権及び

テレビ放映権の予想収益（利益）に応じ

て按分し、権利毎に使用による収益獲得

時に一括償却する方法 

(2)映像使用権 

同左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定率法 
(1)有形固定資産 

同左 

  

  

(2）無形固定資産 

定額法 
(2)無形固定資産 

同左 

  

  

(3)長期前払費用 

均等償却 
(3)長期前払費用 

同左 

５．繰延資産の処理方法 

  

(1)新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 
(1)新株発行費 

同左 

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

同左 

７．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、

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。 

(1)貸倒引当金 

同左 
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項目 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

  

  

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与

の翌期支給見込額のうち当事業年度の負

担に属する部分の金額を計上しておりま

す。 

(2)賞与引当金 

同左 

  

  

(3)返品調整引当金 

売上返品に備えるため、返品予測高に対

する売上総利益相当額を計上しておりま

す。 

(3)返品調整引当金 

同左 

  

  

(4)退職給付引当金 

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

産の見込額に基づき、計上しておりま

す。 

(4)退職給付引当金 

同左 

  

  

(5)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末現在の支給見積額を計

上しております。 

(5)     ――――― 

  

  

  

  

  

 （追加情報） 

 当社は、平成16年12月開催の取締役

会において、役員退職慰労金制度の廃止

を決議いたしました。そのため、当期首

における役員退職慰労引当金の全額を取

崩し、役員退職慰労引当金戻入益

256,300千円を特別利益に計上しており

ます。 

８．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 

９．ヘッジ会計の方法 

  

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、特例処理の条件

を充たしている場合には、特例処理を採用

しております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  

③ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動リスクを回避す

る目的で金利スワップを行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約ごとに行っており

ます。 

③ヘッジ方針 

同左 

  

  

④ヘッジ有効性の評価 

特例処理の要件に該当することを事前に

確認しており、有効性の判定は省略してお

ります。 

④ヘッジ有効性の評価 

同左 

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1)消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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会計方針の変更 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

（ビデオ化権の売上計上基準及び映像使用権の評価方法の変更） ―――――――――― 

ビデオ化権のライセンス売上は、従来、販売契約締結後ビデ

オソフトメーカーに対し素材の引渡しが可能となった時点で計

上しておりましたが（素材引渡可能日基準）、当期からビデオ

ソフトメーカーがビデオを発売開始した時点で計上する方法

（ビデオ発売日基準）に変更いたしました。 

ビデオ化権のライセンス売上の認識は素材引渡しを原則とし

ながらも、映像の流出を避けるためビデオ発売直前まで当社で

管理することが一般的であることに加え、ビデオ化権の販売契

約書には最低保証印税の金額が定められており、ビデオの販売

実績に関係なく返還不要であるため、ビデオソフトメーカーに

対し素材の引渡しが可能となった時点で計上しておりました。 

しかし、興行成績が不振に終わった作品について、ビデオソ

フトメーカー側から最低保証印税の減額要求がなされることが

多くなり、今後のビデオ化権の販売を円滑に行うため、当期に

おいて最低保証印税を減額する取引が発生しました。今後は契

約条項に従い減額は行わない方針ですが、売上の認識をより客

観的、保守的に行うために上記方法に変更いたしました。 

また、映像使用権の評価方法は、従来、定率法による2年償

却を採用しておりましたが、当期から、作品毎の映像使用権の

金額を過去の実績に基づいて劇場上映権、ビデオ化権及びテレ

ビ放映権の予想収益（利益）に応じて按分し権利毎に使用によ

る収益獲得時に一括償却する方法に変更いたしました。 

映像コンテンツプロバイダー事業は、個々の作品の権利毎に

収益（利益）を予想することが困難であり、恣意性が介入する

危険性があったため、権利毎に売上高と売上原価の対応を図る

ことをせず、定率法による２年償却という客観的な基準を採用

し、各期毎に対応させる方法を採用しておりました。 

しかし、定率法による２年償却は最初の権利売上計上月から

償却が開始されるため、償却額が売上計上月により左右され売

上高と売上原価の対応関係に歪みが大きくなる傾向が見られま

した。 

各作品の権利毎の売上及び原価データが収集・整備されたこと

に伴い、個々の作品の権利毎の利益の傾向を把握することが可能

となり、恣意性が介入する危険性が少なくなりました。そのため

株式会社有線ブロードネットワークスの子会社となることが予定

されたことを機に、期間損益をより適正化するために上記方法に

変更いたしました。 
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前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

この結果、従来の方法に比較して売上高5,249,736千円、売上原

価5,976,142千円がそれぞれ少なく計上され、さらに、映像使用

権の評価方法について期首から同一の会計処理方法を適用してい

た場合の影響額6,355,434千円を特別損失として計上したため、

売上総損失、営業損失及び経常損失はそれぞれ726,406千円減少

し、税引前当期純損失は5,629,027千円増加しております。 

なお、最低保証印税を減額する取引は下期に発生しており、株

式会社有線ブロードネットワークスの子会社化の検討は下期に行

われたため、当中間会計期間は、従来の方法によっております。 

従って、当中間会計期間は、変更後の方法によった場合に比べ

て売上高が2,747,880千円、売上原価が3,870,985千円それぞれ多

く計上され、さらに、映像使用権の評価方法について期首から同

一の会計処理方法を適用していた場合の影響額6,355,434千円が

特別損失として計上されるため、売上総損失、営業損失、経常損

失はそれぞれ1,123,104千円多く計上され、税引前中間純損失は

5,232,329千円少なく計上されております。 

  

    

―――――――――― 

  

  

（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（「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）が平成16年３月31日に終了する事業年

度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴

い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用し

ております。これによる損益に与える影響はありませ

ん。  

 

追加情報  

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

────────── （外形標準課税） 

    「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」 （平成16年２月13日 企業会計

基準委員会 実務対応報告第12号）に従い、法人事業

税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 この結果、販売費及び一

般管理費が60,622千円増加し、営業利益及び経常利益が

同額減少し、税引前当期純損失が同額増加しておりま

す。 
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表示方法の変更 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

（貸借対照表） （貸借対照表） 

前事業年度まで区分掲記していた「出資金」は、金額が僅少の

ため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することに変

更いたしました。なお、当事業年度における「出資金」の金額は

10千円であります。 

       ────────── 

（損益計算書） （損益計算書） 

前事業年度において販売費及び一般管理費の「その他」に含め

ていた「業務委託費」は金額の重要性が増したため、当事業年度

より区分掲記することとしました。なお、前事業年度の販売費及

び一般管理費の「その他」に含まれる「業務委託費」は119,162

千円であります。 

前事業年度において、販売費及び一般管理費の「その

他」に含めていた「総会・株式関連費」は金額の重要性

が増したため、当事業年度より区分掲記することとしま

した。なお、前事業年度の販売費及び一般管理費の「そ

の他」に含まれる「総会・株式関連費」は72,707千円で

あります。  

  前事業年度において、営業外収益の「その他」に含め

ていた「投資事業組合収益」、「還付加算金」及び「和

解金等」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたた

め、当事業年度よりそれぞれ区分掲記することとしまし

た。なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に含ま

れる「投資事業組合収益」、「還付加算金」及び「和解

金等」の金額はそれぞれ3,004千円、1,923千円及び6,546

千円であります。  
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成16年9月30日） 

当事業年度 

（平成17年8月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 

当社は映像使用権の流動化を図るため、特別目的会社であ

る有限会社シネ・トゥモローとビデオグラム原盤複製頒布契

約を締結して資金を調達しておりますが、当該取引を金融取

引として会計処理しております。当該取引によって計上され

た主な資産及び負債の期末残高は以下のとおりであります。 

当社は映像使用権の流動化を図るため、特別目的会社で

ある有限会社シネ・トゥモローとビデオグラム原盤複製頒

布契約を締結して資金を調達しておりますが、当該取引を

金融取引として会計処理しております。当該取引によって

計上された主な資産及び負債の期末残高は以下のとおりで

あります。 

映像使用権 1,043,534千円 

一年以内返済予定長期借入金 1,048,950千円 

長期借入金 871,500千円  

売掛金 

映像使用権 

前渡金 

954,894千円 

7,743千円 

181,944千円 

一年以内返済予定長期借入金 1,048,950千円 

長期借入金 871,500千円  

なお、上記のほか有限会社シネ・トゥモローの金融機関か

らの借入金1,920,450千円について、有限会社シネトゥモロー

を設立したシネ・フェロー有限責任中間法人に対する基金返

還請求権3,000千円に質権が設定されております。 

なお、上記のほか有限会社シネ・トゥモローの金融機関

からの借入金1,920,450千円について、有限会社シネトゥ

モローを設立したシネ・フェロー有限責任中間法人に対す

る基金返還請求権3,000千円に質権が設定されておりま

す。 

※２．関係会社に対する債務 ※２．関係会社に対する債務 

短期借入金          400,000千円 短期借入金          770,000千円 

※３．授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数   普通株式 39,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 16,831,852株  

※３．授権株式数及び発行済株式数 

授権株式数   普通株式 156,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 86,016,405株  

 ４．偶発債務  ４．偶発債務 

 債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に対し遡

求義務を負っております。 

 債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に対し遡

求義務を負っております。 

  株式会社ユーエフジェイ銀行 221,260千円   

 エヌ・ティ・ティ・リース株式会社 －  

  東銀リース株式会社 42,000千円   

 ダイヤモンドリース株式会社 －  

  計 263,260千円    

  エヌ・ティ・ティ・リース株式会社 －千円   

  計 －    

５．貸出コミットメントライン契約 ５．貸出コミットメントライン契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行

と貸出コミットメントライン契約を締結しております。 

当事業年度末における貸出コミットメントラインに係る借

入未実行残高は次のとおりであります。 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

４行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりま

す。 

当事業年度末における貸出コミットメントラインに係

る借入未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントラインの総額 10,600,000千円 

借入実行残高 10,100,000千円 

差引額 500,000千円  

貸出コミットメントラインの総額 8,450,000千円 

借入実行残高 2,873,000千円 

差引額 5,577,000千円  

※６．自己株式 ※６．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式169株であり

ます。 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式316株であ

ります。 
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前事業年度 

（平成16年9月30日） 

当事業年度 

（平成17年8月31日） 

７．     ───────── 

  

７．平成16年12月17日開催の定時株主総会において 

  下記の欠損てん補を行なっております。 

    資本準備金          5,485,535千円 

    利益準備金            18,372千円 

８．配当制限 ８．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付し

たことにより増加した純資産額は45,058千円であります。 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は112,128千円であ

ります。 

９．資本の欠損の額は24,329,115千円であります。 ９．資本の欠損の額は23,190,100千円であります。 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

 ※１．      ──────────  

  

  

 ※１．受取手数料には、関係会社からの手数料収入22,670千

円が含まれております。  

  

※２．      ────────── ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  建物 23,885千円 

工具器具備品 295千円 

ソフトウェア 138千円  
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① リース取引関係 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

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 

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 

(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  

  

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） 

器具及び備品 62,945 37,345 25,600 

車両及び運搬具 8,365 4,647 3,717 

ソフトウェア 148,784 116,510 32,274 

合計 220,095 158,502 61,592 

  

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） 

器具及び備品 24,921 19,980 4,940 

車両及び運搬具 － － － 

ソフトウェア 112,789 98,661 14,127 

合計 137,711 118,642 19,068 
 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

  １年内 35,240千円 

  １年超 30,453千円 

  合計 65,693千円  

  １年内 12,932千円 

  １年超 8,046千円 

  合計 20,978千円  

(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、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

  支払リース料 50,333千円 

  減価償却費相当額 46,338千円 

  支払利息相当額 2,831千円  

  支払リース料 32,668千円 

  減価償却費相当額 29,531千円 

  支払利息相当額 1,210千円  

(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 

 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 

(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 

２．オペレーティング・リース取引 ２．      ────────── 

未経過リース料   

１年内 2,544千円

１年超 4,446千円

合計 6,990千円 

  

② 有価証券関係 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８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。 

 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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③ 税効果会計関係 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８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   

税務上の繰越欠損金 9,687,172 千円 

役員退職慰労引当金否認 104,314   

貸倒引当金否認 518,455   

賞与引当金否認 26,414   

有価証券評価損 30,011   

映像使用権償却否認 23,199   

過年度売上戻り損失否認 256,410   

その他 61,676   

繰延税金資産小計 10,707,654 千円 

評価性引当額 △10,707,654   

繰延税金資産の合計 － 千円 

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 △30,912 千円 

繰延税金負債の合計 △30,912 千円 

繰延税金負債の純額 △30,912 千円  

繰延税金資産   

税務上の繰越欠損金 10,014,668 千円 

貸倒引当金否認 532,531   

賞与引当金否認 19,490   

有価証券評価損 30,011   

映像使用権償却否認 1,686,369   

その他 263,602   

繰延税金資産小計 12,546,675 千円 

評価性引当額 △12,546,675   

繰延税金資産の合計 － 千円 

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 △76,926 千円 

繰延税金負債の合計 △76,926 千円 

繰延税金負債の純額 △76,926 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

間の差異原因となった主な項目別の内訳 

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

間の差異原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 △42.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 

住民税均等割 0.0 

過年度法人税、住民税及び事業税 0.1 

税率変更による影響 0.2 

売上訂正による影響 △3.4 

その他 2.1 

評価性引当額 42.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.1％ 

法定実効税率 △40.7％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 

住民税均等割 0.2 

売上訂正による影響 △1.0 

その他 △0.7 

評価性引当額 42.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.2％ 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

１株当たり純資産額 △792円74銭 

１株当たり当期純損失 1,200円70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。  

１株当たり純資産額 4円03銭 

１株当たり当期純損失 74円46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株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前事業年度 

(自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日) 

当期純損失（千円） 16,788,138 4,364,833 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 16,788,138 4,364,833 

期中平均株式数（株） 13,981,958 58,617,783 

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 

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新

株引受権1種類 129,000株、商法第

280条ノ20及び第280条ノ21の規定に

基づく新株予約権1種類 276,000

株、及び新株引受権付社債の新株引受

権9種類 180,000株。 

 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新

株引受権1種類 115,000株、商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権2種類 853,716株、及び新

株引受権付社債の新株引受権9種類 

97,000株。 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

（第三者割当増資及び新株予約権発行について） 

 当社は、平成16年12月17日開催の定時株主総会において、

下記のように、特に有利な価額をもって、第三者割当による新

株式発行及び新株予約権発行を行うことが承認されたため、同

日開催の取締役会において下記の内容で新株式及び新株予約権

発行を決議致しました。 

 （新株予約権の行使による新株式の発行について） 

  当社は、平成17年９月12日に下記のように新株予約権 

の行使による資金調達を行なっております。 

（1）発行新株式数      普通株式 591,716株 

（2）発行価額        １株につき金260円 

（3）発行価額の総額     153,846,160円 

（4）資本組入額        76,923,080円 

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 22,168,148株 

(2）発行価額 １株につき金260円 

(3）発行価額の総額 5,763,718,480円 

(4）資本組入額 2,881,859,240円 

(5）割当先及び株式

数 

㈱有線ブロードネットワークス 

  17,052,422株 

  依田 巽 

  5,115,726株 

(6）申込期日 平成16年12月27日 

(7）配当起算日 平成16年10月１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 31,678,006株 

(2）発行価額 １株につき金260円 

(3）発行価額の総額 8,236,281,560円 

(4）資本組入額 4,118,140,780円 

(5）割当先及び株式

数 

㈱有線ブロードネットワークス 

  21,409,117株 

  依田 巽 

  6,422,735株 

  ㈱レントラックジャパン 

  3,846,154株 

(6）申込期日 平成17年１月11日 

(7）配当起算日 平成16年10月１日 

(8）効力発生条件   

 第２回新株式発行については、第１回新株式発行に関す

る払込がすべてなされることが、効力発生条件として必要

となります。  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

３．資金使途   

「映像コンテンツプロバイダー事業」の強化を目的として、映

像使用権の買付け、映像コンテンツの企画・製作のための運転

資金、及び借入金の返済に充当し、自己資本の充実及び財務体

質の改善による経営基盤の安定化を図るために発行しておりま

す。 
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前事業年度 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

４．新株予約権発行要領   

(1）発行する新株予約権の

総数 
15,930,115個 

(2）新株予約権の目的たる

株式の種類 
普通株式 

(3）新株予約権の目的たる

株式の数 
15,930,115株 

(4）新株予約権の発行価額 無償 

(5）新株予約権を発行する日 

平成17年１月19日又は当社及び割当先が別途書面にて

合意する日 

(6）各新株予約権の行使時

の払込金額 
260円 

(7）新株予約権の行使期間 発行日の翌日より５年間 

(8）発行先及び新株予約権

数 

㈱有線ブロードネットワー

クス 

  13,563,251個 

  依田 巽 

  1,775,148個 

  ㈱レントラックジャパン 

  591,716個 

(9）効力発生条件   

 当該新株予約権発行については第１回新株式発行及び第

２回新株式発行に関する払込がすべてなされることが、効

力発生条件として必要となります。  

    

    

    

    

    

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

（株式売買予約契約について）   

 平成16年10月１日付で、当社が保有している株式会社ギャ

ガ・クロスメディア・マーケティングの株式について、株式会

社有線ブロードネットワークスへ以下の内容の購入予約権を付

与する売買予約契約書を締結しました。 

  

(1）対象株式   

株式会社ギャガ・クロスメディア・マーケティング株式

19,433株 

  

(2）売買代金   

1,800,000千円   

(3）帳簿価格   

820,491千円   

(4）権利行使期間   

平成16年10月１日～平成17年１月31日   

(5）権利の消滅   

 平成17年１月31日までに平成16年９月30日付金銭消

費貸借契約に基づく株式会社有線ブロードネットワークス

に対する借入金1,800,000千円を完済したとき。 

  

（注）株式会社有線ブロードネットワークスは、平成17年３月

１日に株式会社ＵＳＥＮへ商号変更しております。  

  

 



平成18年８月期 中間決算短信（連結） 平成18年7月14日

上場会社名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コード番号 4280 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.gaga.co.jp/) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 宇野康秀 

問合せ先責任者 役職名 取締役副社長 氏名 佐藤英志 ＴＥＬ  （０３）３５０９－７４９２ 

決算取締役会開催日 平成18年４月21日 

親会社等の名称 株式会社ＵＳＥＮ（コード番号：4842） 親会社等における当社の議決権所有比率 60.07％ 

米国会計基準採用の有無 無 

１ 18年２月中間期の連結業績（平成17年９月１日～平成18年２月28日） 

(1）連結経営成績 （注）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２月中間期 9,717 26.2 △145 ― △322 ― 

17年３月中間期 7,700 △6.4 442 ― △324 ― 

17年８月期 16,695 ― 1,442 ― 445 ― 

  中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株 

当たり中間（当期）純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年２月中間期 △378 ― △4 37 ― ― 

17年３月中間期 △3,870 ― △91 44 ― ― 

17年８月期 △4,130 ― △70 46 ― ― 
（注）   ①持分法投資損益 18年２月中間期 ―百万円 17年３月中間期 ―百万円 17年８月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 18年２月中間期 86,571,844株 17年３月中間期 42,327,296株 17年８月期 58,617,783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，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）連結財政状態   

  総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18年２月中間期 22,077 482 2.2 5 57 

17年３月中間期 26,516 △3,050 △11.5 △43 16 

17年８月期 20,293 698 3.4 8 12 
（注）期末発行済株式数（連結） 18年２月中間期 86,607,805株 17年３月中間期 70,677,690株 17年８月期  86,016,089株

(3）連結キャッシュ・フローの状況   

  
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２月中間期 △2,910 79 2,695 1,857 

17年３月中間期 △8,656 4 9,118 5,625 

17年８月期 △8,323 68 5,073 1,986 

(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 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２ 18年８月期の連結業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日）   

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

    百万円  百万円  百万円  百万円

通 期 18,000   300   50   △200   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）     △2円 31銭 

※ 上記の予想は、本資料発表現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後様々な要

因によって予想数値と異なることがあります。 
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１．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社が、主として「映像コンテンツプロバイダー事業」を行い、株式

会社ギャガ・クロスメディア・マーケティングが、映画情報等の映画関連コンテンツ等をＣＡＴＶ、衛星放送、インタ

ーネット、携帯端末等のメディアを通じて提供する「放送事業」と、ビデオソフトメーカー、ビデオソフト販売店その

他の流通業者及びビデオレンタルショップ向けのビデオ業界誌及びＤＶＤ情報誌の出版を行い、株式会社キネマ旬報社

の映画情報誌出版とともに「出版事業」を行っております。株式会社ギャガ・デジタルブレインは、映画関連情報の収

集と整備及びレポーティングの「マーケティング＆システムソリューション事業」を行っております。 

 また、金額基準に基づき連結対象としておりませんが、当社のグループ会社として、米国現地法人であるＧａｇａ 

Ａｍｅｒｉｃａ，Ｉｎｃ.が海外、特に米国の映像コンテンツに関する情報収集を、株式会社ギャガ・ミュージックが映

像コンテンツにおいて使用される音楽の著作権利用等の事業をそれぞれ行っており、当社の「映像コンテンツプロバイ

ダー事業」を補完しております。 

【事業概況表】 

区分 会社名 事業内容 

当社 

海外映像コンテンツの日本国内における映像使用権の買付け及び自社

製作、映像コンテンツの配給、ビデオ版権及びテレビ版権のライセン

ス 

Ｇａｇａ Ａｍｅｒｉ

ｃａ，Ｉｎｃ. 
海外映像コンテンツに関する情報収集 

映像コンテンツプロバ

イダー事業 

㈱ギャガ・ミュージッ

ク 
音楽著作権の管理 

放送事業 
映画情報番組の企画・製作・放送 

映画情報等のコンテンツ提供及びそれに付帯する製作受託 
㈱ギャガ・クロスメデ

ィア・マーケティング 
ビデオ業界誌及びＤＶＤ情報誌の業界向け出版 

出版事業 
㈱キネマ旬報社 映画情報誌の出版 

マーケティング＆シス

テムソリューション事

業 

㈱ギャガ・デジタルブ

レイン 

リサーチ＆マーケティングサービス及びシステムソリューションの受

託 

 また、当社グループの事業の概況は次項のとおりであります。 
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当社グループ全体像 

 

 （注） 上記のほかに持分法を適用しない関連会社として㈱ＢＢＢ及び㈱ビットワークス・ジャパンがあります。 
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２．経営方針 

(1）経営の基本方針 

 当社は、平成16年末より株式会社ＵＳＥＮの子会社になったことを機に、平成17年８月期から平成19年８月期ま

での中期経営計画として「改革プラン」を策定いたしました。 

 当社は、新体制のもと、経営体制及び管理体制の強化を図り、収益性及び信頼の回復に努めております。また、社

員のモラル・モチベーションの高揚のための抜本的改革を実現しております。 

 そして、平成16年９月期において行った会計方針の変更により、実態をより適正に反映した損益計算を行い、金融

機関及び投資家からの信頼を回復するよう努めるとともに、作品の新規買付けを絞ることでＧＡＧＡ本体の企業規模

を適正規模に再構築し、収益性の早期回復を目指します。さらに、株式会社ＵＳＥＮのグループ各社とのシナジーを

具現化し、収益性を改善するとともに、収益性が高く安定したＧＡＧＡグループ会社（株式会社ギャガ・クロスメデ

ィア・マーケティング、株式会社キネマ旬報社及び株式会社ギャガ・デジタルブレイン）の映画情報サービス事業を

積極的に伸ばすことにより、グループ全体の収益性と安定性を高めます。「改革プラン」の概要につきましては、

「（5）中長期的な経営戦略」をご参照下さい。 

(2）利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益還元を経営の重要目標のひとつとして位置付けており、配当につい

て、業績、財政状態、将来の事業拡大に役立てるための内部留保の必要性等を総合的に勘案し検討することとしてお

ります。 

 （3）目標とする経営指標 

  当社は、「改革プラン」に従い、買付け作品を厳選してより利益率の高い作品に買付・配給を集中させることによ

って、営業利益率の向上及び営業キャッシュ・フローの改善を目標とし、収益性と安定性を強化いたします。 

  

 （4）対処すべき課題 

 当社グループは、当社グループの主要な経営資源である映像使用権の有効活用を図るため、日本～アジア～世界を

結ぶトータル映像コンテンツプロバイダを目指し、より良質な映像コンテンツの買付および販売を事業目的としてお

ります。今後においてもこのような事業目的達成のため、下記のような事項に取り組んでいく方針であります。 

1）当社グループは、メディア・コンテンツ・カンパニーを目指すＵＳＥＮグループの一員として、より幅広く宣伝や

告知を重ねて、映画ファン人口の底上げを図ってまいります。 

2）コンテンツ業界のインターネットＴＶ分野が拡大しつつある中で、ＶＯＤ権の販路拡大の可能性が広がってきてお

り、当社グループは、株式会社ＵＳＥＮの提供する無料ブロードバンド放送サービス「ＧｙａＯ」という大きなコン

テンツ販売先を足がかりに、ＵＳＥＮグループとのシナジーを最大限に発揮してまいります。 

3）自社で映画製作を行い、日本発の新しい作品を世界へ提供することで販売チャンネルを増やし、今以上の幅広い収

益機会を獲得してまいります。 

  

(5）中長期的な経営戦略 

＜改革プラン＞ 

1） 会計方針の変更による損益状況の明確化 

① 買付コストの償却方法の変更 

 平成16年９月期より、作品買付コストの償却方法を「定率法による２年償却」から「権利毎の一括償却」に変

更いたしました。その効果として、収益と費用の関係が明確となり利益を意識した適正規模での経営を可能とし

ます。 

2） 取扱作品の厳選による収益性の回復 

 作品の買付基準は収益性をより重視した厳しい基準とし、買付作品を厳選するとともに取扱作品数を減少させま

す。 

① マーケティングの効率化 

・当社の得意分野であり、利益率の高い大型作品と単館系作品に買付配給を集中させます。 

・作品価値を最大化するために重要な劇場営業の有利な展開を図ります。 

・各作品の利益を高めるための施策に、より大きな時間を投下することを図ります。 

② 大幅な経費の削減 

 買付作品数を減少させることにより、買付部門・宣伝部門・管理部門の人件費を含めた経費の削減を図ります。 
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 3） ＵＳＥＮグループとのシナジーを発揮 

 今後の成長戦略分野であるブロードバンド市場向け映画・映像配信事業において、親会社である株式会社ＵＳＥ

Ｎとグループ会社のもつインフラを優先的に活用し新たな収益機会を獲得いたします。 

㈱ＵＳＥＮ：2005年４月25より始まった無料ブロードバンド放送サービス「ＧｙａＯ」にコンテンツを提供中。 

http://www.gyao.jp/about/ 

 ㈱ショウタイム：2001年12月３日に始まった日本初の本格的なオープンブロードバンド コンテンツ・ポータ

ルにコンテンツを提供中。 

http://www.showtime.jp/ 

㈱ＢＭＢ：全国展開するカラオケボックス「Ｕ－ＢＯＵ」「Ｕ－ＳＴＹＬＥ」を活用したプライベートシアタ

ー向けに当社が保有する映像コンテンツを提供し、新たな収益源といたします。 

4） ＤＶＤ／ビデオの自社発売機能の強化 

 従来はビデオ化権をビデオメーカーへ販売していましたが、今後は版権販売から自社発売へ切り替えていきます。

これにより、ビデオメーカーの得ているメーカー利益の獲得が可能となります。 

  

(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、業務執行の迅速化及び経営の透明性の確保がコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。そ

の施策として、「執行役員制度」を導入して、迅速な意志決定を行いつつ、社外取締役の参画を得た取締役会に

より、業務執行の監督を行っております。また、より透明性の高い公正な経営監視体制の確立に資するため、社

外監査役を含む監査役会にて取締役の業務遂行を監査しております。 

２）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 経営上の意志決定、執行及び監督に係る経営管理組織とその他の体制の状況 

・当社は監査役制度を採用しております。 

・取締役会の下に、執行役員からなる執行役員会議を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に

関する全般的重要事項を決議決定しております。 

・内部統制は、外部の専門家に業務委託し、内部監査業務によりその充実を図っております。 

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

 社外取締役の日下孝明氏は、株式会社レントラックジャパン代表取締役社長及び株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ代

表取締役副社長であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。 

 社外取締役の加茂正治氏は、株式会社ＵＳＥＮ取締役副社長、株式会社ＢＭＢ代表取締役社長及び株式会社

スタンダード代表取締役会長であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。 

 社外取締役の高垣佳典氏は、株式会社ＵＳＥＮ取締役、株式会社ショウタイムの代表取締役社長及び株式会

社電子公園代表取締役社長であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。 

  社外監査役の本間浩一郎氏は、株式会社バンダイナムコホールディングス常勤監査役であります。同氏は、

当社の株式を1,000株保有しております。 

  社外監査役の住谷猛氏は、株式会社ＵＳＥＮ取締役であります。同氏は、当社の株式を保有しておりません。 

 その他該当事項はありません。 

③ ＩＲ活動の実施状況 

 企業情報の開示につきましては、適時開示を遂行し、当社及び当社グループの企業活動の動向等を適切に伝

えるためＩＲ活動を重視しております。当社ホームページの充実はもとより、わかりやすいプレスリリース、

事業報告書、説明会の開催等で個人投資家や機関投資家、また証券アナリスト向けに、積極的に情報を開示し

ております。 



（訂正後） 

 - 6 -

３．経営成績及び財政状態 

(1）当期の業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、雇用情勢の改善、個人消費の持ち直しなど、明るい兆しが見え、景

気は一部に弱い動きがあるものの緩やかに回復に向けた動きが見られるようになりました。 

 このような経営環境の下、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は、97億17百万円（前年同期比26.2％増）

と増収となりましたが、営業損益につきましては、「オペラ座の怪人」、「きみに読む物語」といったヒット作が公

開された前年同期と比較して減益となり、１億45百万円の損失（前年同期は４億42百万円の利益）となりました。経

常損益につきましては、借入金の返済に伴う支払利息の負担減などの要因はありましたが、３億22百万円の損失（前

年同期は３億24百万円の損失）となりました。また、中間純損失は、子会社株式売却益等の特別利益及び劇場公開中

止損失等の特別損失を計上したことにより、３億78百万円（前年同期は38億70百万円の損失）となりました。 

 事業部門別の売上高の状況は以下のとおりであります。 

＜映像コンテンツプロバイダー事業＞ 

［映画配給事業］ 

 当中間連結会計期間の映画配給事業は、「頭文字Ｄ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」、「シン・シティ」、「私の頭の中の消

しゴム」他計７作品を新規全国チェーン公開しました。ミニシアター向けには、「ＲＩＺＥ<ライズ>」他計６作品を

新規に公開しました。 

 「私の頭の中の消しゴム」は日本で公開された韓国映画史上興収№１を記録し、2005年度洋画興収ランキングのベ

スト10に入る大ヒットとなりましたが、もう一方の注力作品「シン・シティ」は計画に届きませんでした。 

 その他全国チェーン公開作品、ミニシアター公開作品も堅調ではありましたが、「オペラ座の怪人」、「きみに読

む物語」が公開された前年同期と比較して減額となりました。  

 その結果、当事業の売上高は29億16百万円（前年同期比26.4％減）となりました。 

［映像版権事業］ 

 当中間連結会計期間の映像版権事業は、市場の構造変化が進み、2005年12月のセルＤＶＤの出荷数が前年を下回る

という状況の中、全国主要大型公開作品のＤＶＤ発売として「きみに読む物語」、「Ｓｈａｌｌ ｗｅ Ｄａｎｃ

ｅ？ ～シャル・ウィ・ダンス？～」、「サハラ－死の砂漠を脱出せよ」を、単館拡大公開作品として「皇帝ペンギ

ン」、「ヒトラー」、「頭文字Ｄ ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」といった劇場ヒット作品を中心とする売上となりました。 

 また、ビデオ自社発売については、９月に発売した「マスク２」を中心とし14作品の発売を行い、順調に売上げ、

業績に貢献しております。 

 その結果、当事業の売上高は51億77百万円（前年同期比129.2％増）となりました。 

＜放送事業＞ 

 当中間連結会計期間の放送事業は、当事業を取り巻くＣＳ放送業界においては、ケーブル各局がデジタルサービス

を拡大する中、Ｊ:ＣＯＭを中心とする大手統括会社による中小の再編が進められ、また「スカイパーフェクトＴ

Ｖ！」では４年振りに選択性ベーシックパックの導入やＦＴＴＨでの一戸建て住宅向け配信サービスが開始されるな

ど大きな動きが続きました。 

 このような環境の中、番組編成をこれまでの劇場公開映画やＤＶＤの情報番組のみならず、月に30本の映画本編を

追加するなど総合映画エンタメチャンネルとしてリニューアルさせたことにより、ケーブルＴＶ局ならびに「スカイ

パーフェクトＴＶ！」での配信世帯数を順調に伸ばし、それによるＣＭ広告の受注も増加致しました。 

 しかしながら、加入者数の伸び悩みにより損失が膨らんでいた「スカパー！110」より2005年９月に撤退したことに

加え、前年同期に単発の大きなライセンス売上が計上されていたことにより、売上の増加が一部相殺されております。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は、５億76百万円（前年同期比14.4％増）となりました。 

＜出版事業＞ 

 当中間連結会計期間の出版事業は、主力商品である月刊「ビデオ・インサイダー・ジャパン」、及び月刊「ＤＶＤ

ナビゲーター」が大きく依存する映像パッケージのマーケットで、急速に停滞感が強まるという厳しい市況を迎えて

います。レンタルのマーケットではＴＳＵＴＡＹＡ、ＧＥＯによる寡占化が進み、セルの市場では売上の頭打ち感が

店舗、メーカーを支配しています。しかしながら編集・営業の努力が結実し、高い信頼と評価を勝ち得たことで、引

き続き広告料収入の高い成長を実現する事ができました。この他、新規事業として一般書店売り雑誌としてのトライ

アルとなる季刊「ＦｏｏｔＢａｌｌ ＬＩＦＥ」を創刊いたしました。 

 また、連結子会社である株式会社キネマ旬報社におきましても、「キネマ旬報」臨時増刊号の積極的な展開等によ

り、前年同期実績を上回る事ができました。 
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その結果、当連結会計年度の売上高は、９億99百万円（前年同期比8.4％増）となりました。 

＜マーケティング＆システムソリューション事業＞ 

 当中間連結会計期間のマーケティング＆システムソリューション事業は、“リサーチ＆マーケティング”を中心と

した活動により、堅調に推移いたしました。 

  映像に関わるコンテンツ産業全般におきましては、製作・買付、流通、小売等のすべての流れの中で相乗効果が発

揮できるよう支援して参りました。 

 また、宣伝に関わる分野では映画マーケティング事業で培った知材を活用し、一般分野へも拡大、弊社事業基盤の

拡大強化を図って参りましたが、前年同期と比較して減額となりました。 

 その結果、当事業の売上高は46百万円（前年同期比15.0％減）となっております。 
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(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、連結子会社の株式を一部売却したこ

と及び金融機関からの短期借入金の増加がありましたが、税金等調整前中間純損失が３億14百万円となったこと及び

投資有価証券を取得したことにより資金が減少したため、前連結会計年度末に比べ１億28百万円減少し、当中間連結

会計期間末には18億57百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、29億10百万円（前年同期比57億46百万円減）となりました。これは、主に税金

等調整前中間純損失が３億14百万円となったこと及び未収入金が17億１百万円増加したことなど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） 

 投資活動の結果得られた資金は、79百万円（前年同期比75百万円増）となりました。これは、主に投資有価証券の

取得による支出６億円及び連結子会社株式の売却による収入6億60百万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） 

 財務活動の結果得られた資金は、26億95百万円（前年同期比64億22百万円減）となりました。これは、主に短期

借入金の純増加額41億１百万円及び長期借入金の返済による支出15億59百万円によるものであります。 

(3）通期の見通し 

 今年度下半期における劇場公開作品は、４月に「マッハ！」に続く、トニー・ジャー主演の最新作「トム・ヤム・

クン！」、５月に本年度アカデミー賞におきましてレイチェル・ワイズが助演女優賞を受賞いたしました「ナイロビ

の蜂」、そして６月には、自社製作作品「ＧＡＧＡ ＦＩＬＭＳ」の第一弾作品となる、宮﨑あおい主演「初恋」の

公開を予定しております。 

 平成18年８月期の通期見通しは、売上高180億円、営業利益３億円、経常利益５千万円、当期純損失２億円といた

します。 

 また、単独業績見通しにつきましては、売上高150億円、営業損失２億円、経常損失５億円、当期純損失４億円とい

たします。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17年８月31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   5,625,068     1,857,418     1,986,222   

２．受取手形及び売掛金 ※２   4,004,293     3,662,322     3,938,481   

３．たな卸資産 ※２   12,235,278     8,404,905     9,810,321   

４．前渡金 ※２   1,709,861     1,287,607     1,460,821   

５．繰延税金資産     121,800     153,023     153,023   

６．共同買付立替金     148,069     626,810     85,506   

７．未収入金     1,574,359     3,539,028     1,837,136   

８．その他     572,217     1,285,726     452,001   

９．貸倒引当金     △344,385     △227,850     △166,426   

流動資産合計     25,646,562 96.7   20,588,991 93.3   19,557,087 96.4 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１   39,113     30,274     32,874   

２．無形固定資産     150,347     19,003     23,096   

３．投資その他の資産                     

   (1)破産更生債権等   ―     1,058,344     1,059,930     

(2)その他 ※２ 1,760,692     1,459,802     700,813     

(3)貸倒引当金   △1,079,926 680,766   △1,078,849 1,439,297   △1,080,435 680,308   

固定資産合計     870,227 3.3   1,488,576 6.7   736,278 3.6 

資産合計     26,516,790 100.0   22,077,567 100.0   20,293,366 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17年８月31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     5,202,842     2,470,498     2,883,655   

２．短期借入金 ※２    13,223,900     8,743,000     5,259,150   

３．未払金     1,624,365     908,229     1,819,253   

４．前受金     4,851,742     3,134,738     4,211,668   

５．共同買付預り金     817,767     2,580,914     1,452,654   

６．賞与引当金     93,558     74,062     73,545   

７．返品調整引当金     58,305     81,569     55,053   

８．その他     646,527     1,110,095     823,986   

流動負債合計     26,519,010 100.0   19,103,107 86.5   16,578,967 81.7 

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金 ※２   2,433,000     1,440,000     2,381,500   

２．退職給付引当金     62,418     63,648     64,538   

３．役員退職慰労引当

金 
    55,770     －     －   

４．その他     73,276     98,061     93,661   

固定負債合計     2,624,464 9.9   1,601,709 7.3   2,539,700 12.5 

負債合計     29,143,475 109.9   20,704,817 93.8   19,118,667 94.2 

                      

（少数株主持分）                     

少数株主持分     423,982 1.6   890,239 4.0   476,152 2.4 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     12,436,964 46.9   1,076,923 4.9   14,430,956 71.1 

Ⅱ 資本剰余金     7,000,000 26.4   76,923 0.3   8,993,991 44.3 

Ⅲ 利益剰余金     △22,578,440 △85.1   △791,551 △3.5   △22,838,342 △112.6 

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
    90,995 0.3   120,403 0.5   112,128 0.6 

Ⅴ 自己株式     △188 △0.0   △188 △0.0   △188 △0.0 

資本合計     △3,050,667 △11.5   482,510 2.2   698,546 3.4 

負債、少数株主持分

及び資本合計 
    26,516,790 100.0   22,077,567 100.0   20,293,366 100.0 
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(2) 中間連結損益計算書 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31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     7,700,577 100.0   9,717,449 100.0   16,695,531 100.0 

Ⅱ 売上原価     5,703,714 74.1   8,290,475 85.3   12,284,083 73.6 

売上総利益     1,996,863 25.9   1,426,974 14.7   4,411,448 26.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,554,248 20.2   1,572,294 16.2   2,968,783 17.8 

営業利益又は営業損失(△）     442,614 5.7   △145,320 △1.5   1,442,664 8.6 

Ⅳ 営業外収益                     

⒈ 受取利息   232     282     773     

⒉ デリバティブ利益   －     11,219     －     

⒊  為替差益   －     9,859     －     

⒋  保険解約返戻金    －     30,132     －     

⒌ その他   33,223 33,456 0.5 17,404 68,898 0.7 44,325 45,098 0.3 

Ⅴ 営業外費用                     

⒈ 支払利息   226,376     119,464     358,396     

⒉ 支払手数料   207,135     122,723     310,664     

⒊ 為替差損   72,886     －     62,415     

⒋ デリバティブ損失   222,885     －     207,041     

⒌ 新株発行費   16,712     230     33,906     

⒍ その他   54,314 800,311 10.4 3,287 245,706 2.5 69,540 1,041,963 6.2 

経常利益又は経常損失（△）     △324,240 △4.2   △322,127 △3.3   445,799 2.7 

Ⅵ 特別利益                     

⒈ 前期損益修正益   40,000     －     248,278     

⒉ 貸倒引当金戻入益   34,947     1,893     211,896     

⒊ 役員退職慰労引当金戻入益   256,300     －     317,280     

⒋ 子会社株式売却益   － 331,247 4.3 304,089 305,982 3.1 － 777,455 4.6 

Ⅶ 特別損失                     

⒈ 前期損益修正損   475,480     －     901,713     

⒉ 固定資産除却損 ※２ 27,224     －     24,319     

⒊ 映像使用権等評価損   2,705,060     －     3,732,680     

⒋ 過年度売上値引 及び売上戻り

損 失 
  121,500     －     121,500     

⒌ 違約損害金   152,246     －     150,460     

⒍ 為替予約解約損   190,715     －     190,715     

⒎ 事業所移転費用   155,063     1,243     133,961     

⒏  劇場公開中止損失    －     288,836     －     

９.  その他   － 3,827,291 49.7 8,274 298,355 3.0 125,055 5,380,405 32.2 

  税金等調整前中間（当期）純

損失 
  － 3,820,284 △49.6   314,500 △3.2   4,157,150 △24.9 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31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 

（％） 

法人税、住民税及び事業税   31,449     5,479     29,521     

法人税等調整額(△貸方)   － 31,449 0.4 － 5,479 0.1 △127,206 △97,684 △0.6 

少数株主利益     18,666 0.3   58,176 0.6   70,836 0.4 

中間（当期）純損失     3,870,400 △50.3   378,157 △3.9   4,130,302 △24.7 
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(3) 中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）               

Ⅰ 資本剰余金期首残高     5,485,535   8,993,991   5,485,535 

Ⅱ 資本剰余金増加高               

 増資による新株の発行   7,000,000 7,000,000 76,923 76,923 8,993,991 8,993,991 

Ⅲ 資本剰余金減少高               

  欠損てん補による資本
剰余金減少高 

  5,485,535 5,485,535 8,993,991 8,993,991 5,485,535 5,485,535 

Ⅳ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    7,000,000   76,923   8,993,991 

（利益剰余金の部）               

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △24,193,575   △22,838,342   △24,193,575 

Ⅱ 利益剰余金増加高               

  資本金取崩しによる利
益剰余金増加高 

  －   13,430,956   －   

  資本準備金取崩しによ
る利益剰余金増加高 

  5,485,535 5,485,535 8,993,991 22,424,948 5,485,535 5,485,535 

Ⅲ 利益剰余金減少高               

 中間（当期）純損失   3,870,400 3,870,400 378,157 378,157 4,130,302 4,130,302 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
(期末)残高     △22,578,440   △791,551   △22,838,342 
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 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー         

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  △3,820,284 △314,500 △4,157,150 

減価償却費   12,527 7,466 23,658 

連結調整勘定償却額   23,725 ― 43,497 

受取利息及び受取配
当金 

  △372 △882 △773 

支払利息   226,376 119,464 358,396 

デリバティブ利益   ― △11,219 ― 

デリバティブ損失   222,885 ― 207,041 

関係会社株式売却益   ― △304,089 ― 

売上債権の増加額
（△）又は減少額   △192,367 276,158 △126,556 

たな卸資産の増加額
（△）又は減少額 

  △2,347,326 1,405,416 77,630 

前渡金の減少額   879,567 173,214 1,128,607 

立替金の増加額   ― △603,606 ― 

共同買付立替金の増
加額(△)又は減少額 

  806,793 △541,304 869,355 

未収入金の増加額
（△）又は減少額   1,891,204 △1,701,892 1,630,920 

仕入債務の減少額   △2,223,092 △413,157 △4,716,615 

未払金の減少額   △1,296,450 △824,347 △1,013,903 

前受金の減少額   △1,428,211 △1,076,930 △2,068,285 

預り金の増加額   ― 574,912 ― 

共同買付預り金の増
加額又は減少額(△) 

  △1,269,254 1,128,260 △634,367 

その他   58,090 △680,947 387,885 

小計   △8,456,188 △2,787,983 △7,990,657 

利息及び配当金の受
取額 

  383 880 785 

利息の支払額   △181,201 △102,887 △304,624 

法人税等の支払額   △19,277 △20,269 △28,686 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △8,656,283 △2,910,260 △8,323,183 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

投資有価証券の取得
による支出 

  ― △600,000 △10,000 

連結子会社株式売却
による収入 

  ― 660,000 ― 

有形固定資産の取得
による支出   △35,458 △489 △35,777 

無形固定資産の取得
による支出  

  △4,787 △285 △7,866 

保険積立金の返戻に
よる収入   64,758 37,184 69,013 

その他   △20,061 △16,908 53,620 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  4,451 79,502 68,990 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

短期借入金の純増加
額（△純減少額）   △3,328,292 4,101,500 △10,883,842 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △1,536,400 △1,559,150 △1,997,100 

株式の発行による収
入 

  13,983,287 153,615 17,954,077 

その他   △58 ― △58 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  9,118,536 2,695,965 5,073,076 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

  △7,074 5,989 1,899 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額又は減少額（△） 

  459,629 △128,803 △3,179,216 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

  5,165,439 1,986,222 5,165,439 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高   5,625,068 1,857,418 1,986,222 
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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 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

 当社グループは、平成16年12月27日
及び平成17年１月11日に合計で
14,000,000千円の第三者割当増資を実施
し、株式会社ＵＳＥＮの子会社となりま
した。また、金融機関にも引続き支援を
お願いし、収益力の改善及び財務体質の
強化に努めてまいりました。 
 しかしながら、映像使用権等評価損等
の特別損失の計上により、当中間連結会
計期間において3,870,400千円の中間純
損失を計上した結果、3,050,667千円の債
務超過となり、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、親会
社等による新株予約権の行使により、平
成17年６月20日に3,987,983千円を調
達したため、当面資金調達に支障は生じ
ないものと考えております。 
 今後は、「中長期的な経営戦略」に記
載のとおり、中期経営計画(改革プラン)
を実施し、ＵＳＥＮグループの一員とし
て収益力の改善を図り、再建を目指して
まいります。 
 なお、中間連結財務諸表は、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。 

 当社グループは、営業キャッシュ・
フローのマイナスが継続していると
ともに当中間連結会計期間において
営業損失が発生しており、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、金
融機関に引き続き支援をお願いし、
平成18年２月20日付で総額
9,600,000千円のコミットメントライ
ンの契約の更新を行いました。 
 また、中長期的な経営戦略である
「改革プラン」に従い、買付け作品
を厳選してより利益率の高い作品に
買付・配給を集中させることによっ
てマーケティングの効率化や経費の
削減を図るとともに、近年成長が著
しい邦画作品の自社製作を開始した
ことにより収益力の改善を見込んで
おります。加えて、ＵＳＥＮグルー
プの一員としてＵＳＥＮのサービス
であるブロードバンド無料放送「Ｇ
ｙａＯ」での広告を始めとしたグル
ープ各社のシナジーを最大限に利用
することによって中長期経営戦略で
ある「改革プラン」の達成に向けて
邁進いたします。 
 なお、当中間連結財務諸表は、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。 
  
  
  
  

 当社グループは、前連結会計年度に
おいて16,459,248千円の当期純損失を
計上した結果、13,226,145千円の債務
超過となり、継続企業の前提に関する
重要な疑義が生じておりました。 
 当社は、当連結会計年度において平
成16年12月27日及び平成17年１月
11日に合計で14,000,000千円の第三
者割当増資を実施し、株式会社ＵＳＥ
Ｎの子会社となり、平成17年6月20
日に親会社等による新株予約権の行使
により、3,987,983千円の増資を実施
いたしました。 また、金融機関にも
引続き支援をお願いしており、収益の
改善及び財務体質の強化に努めてまい
りました結果、当連結会計年度末では
債務超過は解消されました。 
 しかしながら、経営陣を刷新し、ビ
ジネスモデルの変更や社内体制の再構
築を図る過程において過年度の資産の
評価の見直しや整理を進めていった結
果、映像使用権等評価損等の多額の特
別損失を計上したことによって当連結
会計年度において4,130,302千円の当
期純損失を計上する結果となり、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。 
 当社グループは、このような状況を
解消すべく「対処すべき課題」に記載
のとおり、買付作品数を厳選し、より
利益率の高い作品に買付・配給を集中
させることによってマーケティングの
効率化や経費の削減を図るとともに、
ＵＳＥＮグループの一員としてグルー
プ各社のシナジーを具現化して収益力
の改善を図ることによって中期経営計
画「改革プラン」の達成に向けて邁進
いたします。 
 なお、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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ３社 
(2）連結子会社の名称 
(株)ギャガ・クロスメディア・
マーケティング 
(株)キネマ旬報社 
(株)ギャガ・デジタルブレイン 

(1)連結子会社の数   ３社 
(2）連結子会社の名称 
    同左 
  
  

(1）連結子会社の数 ３社 
(2）連結子会社の名称 

同左 

  (3）非連結子会社の名称及び連結の
範囲から除いた理由 
Gaga America,Inc. 
(株)ギャガ・ミュージック 

(3）非連結子会社の名称及び連結の範囲か
ら除いた理由 
    同左 
  

(3）非連結子会社の名称及び連結の範囲
から除いた理由 
Gaga America,Inc. 
(株)ギャガ・ミュージック 

  非連結子会社は、いずれも小規模
であり、合計の総資産、売上高、中
間純損益及び利益剰余金等は、いず
れも中間連結財務諸表に重要な影響
を及ぼしていないためであります。 

  非連結子会社は、いずれも小規模であ
り、合計の総資産、売上高、当期純損益
及び利益剰余金等は、いずれも連結財務
諸表に重要な影響を及ぼしていないため
であります。 

２．持分法の適用に関する事
項 

(1)持分法を適用しない非連結子会社
及び関連会社の名称 
Gaga America,Inc. 
(株)ギャガ・ミュージック 
(株)ビットワークス・ジャパン 
(株)BBB 

(1)持分法を適用しない非連結子会社及び
関連会社の名称 
    同左 
  
  
  

(1)持分法を適用しない非連結子会社及び
関連会社の名称 

同左 

  (2）持分法を適用しない理由 
持分法を適用しない非連結子 

会社及び関連会社は、中間純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等からみて、持
分法の対象から除いても中間連結財
務諸表に及ぼす影響が軽微であり、
かつ全体として重要性がないため持
分法の適用の対象から除外しており
ます。 

(2）持分法を適用しない理由 
      同左 

(2)持分法を適用しない理由 
持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社は、当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除い
ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ全体として重要性がないため
持分法の適用の対象から除外しておりま
す。  

３．連結子会社の中間決算日
（事業年度）等に関す
る事項 

連結子会社の中間決算日は、中
間連結決算日と一致しておりま
す。 

     同左 連結子会社の事業年度の末日は、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 
(イ）時価のあるもの 
 中間連結決算日の市場価格等に基
づく時価法 
 なお、評価差額は全部資本直入法
により処理しており、売却原価は移
動平均法により算定しております。 

①有価証券 
その他有価証券 
(イ）時価のあるもの 

同左 

①有価証券 
その他有価証券 
(イ）時価のあるもの 
 連結決算日の市場価格等に基づく時価
法 
 なお、評価差額は全部資本直入法によ
り処理しており、売却原価は移動平均法
により算定しております。 

  (ロ)時価のないもの 
移動平均法による原価法 

(ロ)時価のないもの 
同左 

(ロ)時価のないもの 
同左 

  ②デリバティブ 
時価法 

②デリバティブ 
同左 

②デリバティブ 
同左 

  ③たな卸資産 
(イ)仕掛品 

個別法による原価法 

③たな卸資産 
(イ)仕掛品 

同左 

③たな卸資産 
(イ)仕掛品 

同左 
  (ロ)映像使用権 

 作品毎の映像使用権の金額を過去の
実績に基づいて劇場上映権、ビデオ化
権及びテレビ放映権の予想収益（利
益）に応じて按分し、権利毎に使用に
よる収益獲得時に一括償却する方法 

(ロ)映像使用権 
       同左 

(ロ)映像使用権 
同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

(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 

①有形固定資産 
同左 

①有形固定資産 
同左 

  ②無形固定資産 
定額法 

②無形固定資産 
同左 

②無形固定資産 
同左 

  ③長期前払費用 
均等償却 

③長期前払費用 
 同左 

③長期前払費用 
 同左 

(3)重要な繰延資産の処理方法 ①新株発行費 
支出時に全額費用処理しておりま
す。 

①新株発行費 
同左 

①新株発行費 
同左 

(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、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。 

①貸倒引当金 
同左 

①貸倒引当金 
同左 

  ②賞与引当金 
 従業員の賞与の支給に備えるた
め、将来の賞与支給見込額のうち
当中間連結会計期間の負担に属す
る部分の金額を計上しておりま
す。 

②賞与引当金 
同左 

②賞与引当金 
 従業員の賞与の支給に備えるた
め、翌連結会計年度の賞与支給見
込額のうち当連結会計年度の負担
に属する部分の金額を計上してお
ります。 

  ③返品調整引当金 
当社及び一部の連結子会社は、
売上返品による損失に備えるた
め、返品予測高に対する売上総利
益相当額を計上しております。 

③返品調整引当金 
    同左 

③返品調整引当金 
    同左 

  ④退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるた
め、当中間連結会計期間末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当中間連結会計期
間末において発生していると認め
られる額を計上しております。 

④退職給付引当金 
同左 

④退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計期間末における退
職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当連結会計期間末にお
いて発生していると認められる額
を計上しております。 

  ⑤役員退職慰労引当金 
一部の連結子会社は、役員の退
職慰労金の支給に備えるため、内
規に基づく当中間連結会計期間末
現在の支給見積額を計上しており
ます。 

⑤      ─────── 
  

⑤       ─────── 
  

  （追加情報） 
 当社は、平成16年12月開催の取
締役会において、役員退職慰労金制
度の廃止を決議いたしました。その
ため、当期首における役員退職慰労
引当金の全額を取崩し、役員退職慰
労引当金戻入益256,300千円を特別
利益に計上しております。 

  （追加情報） 
 当社は平成16年12月開催の取締
役会において、連結子会社である株
式会社ギャガ・クロスメディア・マ
ーケティング及び株式会社キネマ旬
報社については平成17年８月開催
の取締役会において、役員退職慰労
金制度の廃止を決議いたしました。
そのため、当連結会計年度に対応す
る16,439千円を販売費及び一般管理
費に、その他全額を取崩し、役員退
職慰労引当金戻入益317,280千円を
特別利益に計上しております。 

(5）重要な外貨建の資産又は
負債の本邦通貨への換算
の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間連結
決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理
しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連結決算
日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理して
おります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

(6）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 

(7）重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 
金利スワップについて、特例処理
の条件を充たしている場合には、特
例処理を採用しております。 

①ヘッジ会計の方法 
同左 

①ヘッジ会計の方法 
同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段…金利スワップ 
ヘッジ対象…借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

  ③ヘッジ方針 
将来の借入金金利の変動リスクを回
避する目的で金利スワップを行ってお
り、ヘッジ対象の識別は個別契約ごと
に行っております。 

③ヘッジ方針 
同左 

③ヘッジ方針 
同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 
特例処理の要件に該当することを
事前に確認しており、有効性の判定
は省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

(8）その他中間連結財務諸表（連
結財務諸表）作成のための
重要な事項 

イ 消費税の処理方法 
  税抜方式を採用しております。 
  なお、仮払消費税と仮受消費税は相
殺のうえ、流動負債のその他に含めて
表示しております。 

イ 消費税の処理方法 
同左 

イ 消費税の処理方法 
 税抜方式を採用しておりま
す。 

(9) 連結納税制度の適用      ─────── 
  

  

 当中間連結会計期間より連結納
税制度を適用しております。 

  

     ─────── 
  

５．中間連結キャッシュ・フロー
計算書（連結キャッシュ・
フロー計算書）における資
金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金
及び容易に換金可能であり、かつ価値
の変動について僅少なリスクしか負わ
ない取得日から３ヶ月以内に償還期限
の到来する短期投資からなっておりま
す。 

同左 同左 
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中間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 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

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
（「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）が平成16年３
月31日に終了する連結会計年度に係
る連結財務諸表から適用できることに
なったことに伴い、当中間連結会計期
間から同会計基準及び同適用指針を適
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。 

──────  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）
が平成16年３月31日に終了する連
結会計年度に係る連結財務諸表から
適用できることになったことに伴
い、当中間連結会計期間から同会計
基準及び同適用指針を適用しており
ます。この結果、税金等調整前当期
純損失が16,594千円増加しており
ます。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

（ビデオ化権の売上計上基準及び映像使用権の
評価方法の変更） ビデオ化権のライセンス売
上は、従来、販売契約締結後ビデオソフトメー
カーに対し素材の引渡しが可能となった時点で
計上しておりましたが（素材引渡可能日基
準）、前連結会計年度の下期からビデオソフト
メーカーがビデオを発売開始した時点で計上す
る方法（ビデオ発売日基準）に変更いたしまし
た。 また、映像使用権の評価方法は、従来、
定率法による２年償却を採用しておりました
が、前連結会計年度の下期から、作品毎の映像
使用権の金額を過去の実績に基づいて劇場上映
権、ビデオ化権及びテレビ放映権の予想収益
（利益）に応じて按分し権利毎に使用による収
益獲得時に一括償却する方法に変更いたしまし
た。 なお、前中間連結会計期間は、変更後の
方法によった場合に比べて売上高が2,747,880
千円、売上原価が3,870,985千円それぞれ多く
計上されております。さらに映像使用権の評価
方法について前期首から同一の会計処理方法を
適用していた場合の影響額6,355,434千円が前
連結会計年度において特別損失として計上され
ているため、売上総損失、営業損失、経常損失
はそれぞれ1,123,104千円多く計上され、税金
等調整前中間純損失は5,232,329千円少なく計
上されております。 

     ―――――――――――      ――――――――――― 

（外形標準課税） 「地方税法等の一部を改正
する法律」（平成15年法律第９号）が平成15
年３月31日に公布され、平成16年４月１日以
降に開始する事業年度より外形標準課税制度が
導入されたことに伴い、当中間連結会計期間か
ら「法人事業税における外形標準課税部分の損
益計算書上の表示についての実務上の取扱い」
（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 
実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の
付加価値割及び資本割については、販売費及び
一般管理費に計上しております。 この結果、
販売費及び一般管理費が25,219千円増加し、
営業利益が同額減少し、経常損失及び税金等調
整前中間純損失が同額増加しております。 

    ――――――――――― （外形標準課税） 「地方税法等の一部を改正
する法律」（平成15年法律第９号）が平成15
年３月31日に公布され、平成16年４月１日以
降に開始する事業年度より外形標準課税制度が
導入されたことに伴い、当中間連結会計期間か
ら「法人事業税における外形標準課税部分の損
益計算書上の表示についての実務上の取扱い」
（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 
実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の
付加価値割及び資本割については、販売費及び
一般管理費に計上しております。 この結果、
販売費及び一般管理費が66,496千円増加し、
営業利益が同額減少し、経常損失及び税金等調
整前中間純損失が同額増加しております。 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 
 従来、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の短期借入金
に関するキャッシュ・フローについては、総額で表示しており
ましたが、当連結会計年度より、短期借入金については、期間
が短く、かつ回転が早い項目であるため、純額表示(「短期借
入金の純増加額(△純減少額)」)としております。なお、従来
の方法によった場合の表示は「短期借入による収入」5,100,000
千円、「短期借入金の返済による支出」8,428,292千円となっ
ております。 

（中間連結貸借対照表） 
 前中間連結会計期間において、投資その他の資産の「その
他」に含めて表示しておりました「破産更生債権等」は、資産
総額の100分の５を超えたため、当中間連結会計期間より区分
掲記しております。なお、前中間連結会計期間の金額は下記の
とおりであります。 
 「破産更生債権等」 1,058,040千円
    
 （中間連結損益計算書） 
 前中間連結会計期間において、営業外収益の「その他」
に含めて表示しておりました「保険解約返戻金」は、営業
外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計
期間より区分掲記しております。なお、前中間連結会計期
間の金額は下記のとおりであります。 

 「保険解約返戻金」 3,921千円 
    
（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 
 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に含めて表示しておりました「立替金の増
加額」「預り金の増加額」は、金額的に重要性が高まったた
め、当中間連結会計期間より区分掲記しております。なお、そ
れぞれの前中間連結会計期間の金額は下記のとおりでありま
す。 
 「立替金の減少額」 1,997千円
 「預り金の減少額」 △149,414千円  
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注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（平成17年８月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
26,947千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
31,588千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
28,499千円 

※２．担保資産及び担保付債務 
① 当社は映像使用権の流動化を図るため、特別目
的会社である有限会社シネ・トゥモローとビデオ
グラム原盤複製頒布契約を締結して資金を調達し
ております。当該取引によって計上された主な資
産及び負債の当中間連結会計期間末残高は以下の
とおりであります。 
たな卸資産 884,222千円 
前渡金  181,944  
短期借入金  1,048,950  
長期借入金 871,500  
 なお、上記のほか有限会社シネ・トゥモローの
金融機関からの借入金1,920,450千円について、有
限会社シネ・トゥモローを設立したシネ・フェロ
ー有限責任中間法人に対する基金返還請求権3,000
千円に質権が設定されております。 
 
 

② 短期借入金の当中間連結会計期間末残高のう
ち、売上債権の流動化の一部を金融取引として処
理したことにより計上された金額は、368,550千円
であり、譲渡対象となったビデオグラム原盤複製
頒布契約のうち、売上債権が回収された総額が
184,800千円、当中間連結会計期間末時点において
ビデオ発売日が到来していない契約による将来債
権は、183,750千円であります。 
現金及び預金 184,800千円 
将来債権 183,750  
短期借入金 368,550   

※２．担保資産及び担保付債務 
① 当社は映像使用権の流動化を図るため、特別
目的会社である有限会社シネ・トゥモローとビ
デオグラム原盤複製頒布契約を締結して資金を
調達しております。当該取引によって計上され
た主な資産及び負債の当中間連結会計期間末残
高は以下のとおりであります。 
たな卸資産 490,726千円 
短期借入金 871,500  
    
    
 なお、上記のほか有限会社シネ・トゥモロー
の金融機関からの借入金871,500千円につい
て、有限会社シネ・トゥモローを設立したシ
ネ・フェロー有限責任中間法人に対する基金返
還請求権3,000千円に質権が設定されておりま
す。 
 

②    ――――――――――― 

※２．担保資産及び担保付債務 
① 当社は映像使用権の流動化を図るため、特別
目的会社である有限会社シネ・トゥモローとビ
デオグラム原盤複製頒布契約を締結して資金を
調達しております。当該取引によって計上され
た主な資産及び負債の期末残高は以下のとおり
であります。 
売掛金 954,894千円 
たな卸資産 7,743  
前渡金 181,944  
短期借入金  1,048,950  
長期借入金  871,500  
 なお、上記のほか有限会社シネ・トゥモロー
の金融機関からの借入金1,920,450千円につい
て、有限会社シネ・トゥモローを設立したシ
ネ・フェロー有限責任中間法人に対する基金返
還請求権3,000千円に質権が設定されておりま
す。 

 ②    ――――――――――― 

 ３．偶発債務 
 債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社
に対し遡及義務を負っております。 
株式会社ユーエフジェイ銀
行 

263,760千円 

東銀リース株式会社 42,000 

計 305,760  

 ３．   ――――――――――― 
  

 ３．３．偶発債務 
 債権譲渡を行った売掛金について、下記の会社に
対し遡及義務を負っております。 
エヌ・ティ・ティ・リース
株式会社 

－千円      

  

計      －  

 ４．貸出コミットメントライン契約 
 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行
うため取引銀行４行と貸出コミットメントライン
契約を締結しております。 
 当中間連結会計期間末における貸出コミットメ
ントラインに係る借入未実行残高は次のとおりで
あります。 
貸出コミットメント
ラインの総額 

8,450,000千円   

借入実行残高 ―――    
差引額 8,450,000     

 ４．貸出コミットメントライン契約 
 当社グループは、運転資金の効率的な調達を
行うため取引銀行10行と貸出コミットメントラ
イン契約を締結しております。 
 当中間連結会計期間末における貸出コミット
メントラインに係る借入未実行残高は次のとお
りであります。 
貸出コミットメント
ラインの総額 

9,600,000千円   

借入実行残高 5,820,000    
差引額 3,780,000     

 ４．貸出コミットメントライン契約 
 当社グループは、運転資金の効率的な調達を
行うため取引銀行４行と貸出コミットメントラ
イン契約を締結しております。 
 当連結会計年度末における貸出コミットメン
トラインに係る借入未実行残高は次のとおりで
あります。 
貸出コミットメント
ラインの総額 

8,450,000千円   

借入実行残高 2,873,000    
差引額 5,577,000     
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

※１．販売費および一般管理費のうち主要な費目

および金額は次のとおりであります。 

※１．販売費および一般管理費のうち主要な費目

および金額は次のとおりであります。 

※１．販売費および一般管理費のうち主要な費目

および金額は次のとおりであります。 

役員報酬 110,354千円

給与手当 468,701 

賞与引当金繰入額 81,800 

退職給付費用 12,391 

役員退職慰労引当金繰入額 11,229 

業務委託費 159,156  

役員報酬 109,504千円

給与手当 503,360 

賞与引当金繰入額 94,964 

退職給付費用 9,316 

業務委託費 173,510  

役員報酬 199,439千円

給与手当 953,628 

賞与引当金繰入額  66,372 

退職給付費用  24,649 

役員退職慰労引当金繰入額  16,439 

賃借料 179,979 

     

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであり

ます。 

※２．   ─────────  ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであり

ます。 

建物 26,349千円 

器具及び備品  736 

ソフトウェア 138  

     建物 23,885千円 

器具及び備品 295 

ソフトウェア 138  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中
間連結貸借対照表に掲記されている科目の
金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中
間連結貸借対照表に掲記されている科目の
金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連
結貸借対照表に掲記されている科目の
金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年２月28日現在） （平成17年８月31日現在） 
 現金及び預金勘定と、現金及び現金同等
物は一致しております。 

 現金及び預金勘定と、現金及び現金同等
物は一致しております。 

 現金及び預金勘定と、現金及び現金同
等物は一致しております。 
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① リース取引 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

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 

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 

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 

(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連結会計期間末残高
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、減損損失累計額相当額及び中間連
結会計期間末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累
計額相当額、減損損失累計額相当額及び連結
会計年度末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間連結
会計期間
末残高相
当額 
（千円） 

有形固定資産 93,952 61,631 32,321 

無形固定資産 125,406 98,813 26,592 

合計 219,359 160,445 58,914 
 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)  

中間連結
会計期間
末残高相
当額 
（千円） 

有形固定
資産 

57,674 28,003 8,652 21,018 

無形固定
資産 

70,453 57,193 － 13,260 

合計 128,127 85,196 8,652 34,278 
 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損
失累計
額相当
額 
 (千円) 

連結会
計年度
末残高
相当額 
(千円) 

有形固定資
産 

76,100 51,331 9,442 15,326 

無形固定資
産 

125,406 106,965 336 18,104 

合計 201,506 158,297 9,778 33,430 
 

(2）未経過リース料中間連結会計期間末残高
相当額 

(2）未経過リース料中間連結会計期間末残高相当
額 

(2）未経過リース料連結会計年度末残高相当額 

１年内 34,836千円 円
１年超 28,309千円 円
 合計 63,145千円 円 

１年内 19,037千円
１年超 17,255千円
 合計 36,292千円 

１年内 25,038千円
１年超 21,417千円
 合計 46,455千円 

(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、減価償却費相当額及び支払利
息相当額 

(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 28,146千円 円
減価償却費相当額 25,503千円 円
支払利息相当額 1,273千円 円 

支払リース料 14,082千円
減価償却費相当額 12,435千円
支払利息相当額 655千円 

支払リース料 47,148千円
減価償却費相当額 42,789千円
支払利息相当額 2,217千円
減損損失 9,778千円 

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 
同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 
同左 

(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。 

(5）利息相当額の算定方法 
同左 

(5）利息相当額の算定方法 
同左 
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② 有価証券 
（前中間連結会計期間） 
有価証券 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

  前中間連結会計期間末（平成17年３月31日） 

  取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

株式 26,737 180,160 153,423 

合計 26,737 180,160 153,423 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 138,502 

（当中間連結会計期間） 
有価証券 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

  当中間連結会計期間末（平成18年２月28日） 

  取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

株式 26,737 229,744 203,007 

合計 26,737 229,744 203,007 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 138,502 

投資組合出資金 608,695 
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（前連結会計年度） 
有価証券 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

  前連結会計年度末（平成17年８月31日） 

  取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

株式 26,737 215,792 189,055 

合計 26,737 215,792 189,055 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭公開株式を除く） 148,502 

(注)その他有価証券について、73,739千円(非上場株式)の減損処理を行っております。 
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③ デリバティブ取引 
前中間連結会計期間末（平成17年3月31日現在） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 855,179 839,692 △15,486 

通貨 

オプション取引 706,790 691,510 △15,279 

合計 1,561,969 1,531,203 △30,766 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引 3,200,000 △152,287 △152,287 

合計 3,200,000 △152,287 △152,287 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

当中間連結会計期間末（平成18年２月28日現在） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引 2,200,000 △86,262 △86,262 

合計 2,200,000 △86,262 △86,262 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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前連結会計年度末（平成17年８月31日現在） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

通貨 為替予約取引 129,589 143,209 13,620 

合計 129,589 143,209 13,620 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

金利 スワップ取引 2,200,000 △135,442 △135,442 

合計 2,200,000 △135,442 △135,442 

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

④ セグメント情報 
ａ．事業の種類別セグメント情報 
前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自 平成
17年９月１日 至 平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年８月
31日） 
全セグメントの売上高、営業損益に占める映像関連事業の売上高、営業損益の割合がいずれも90％超であるた
め、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 
前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自 平成
17年９月１日 至 平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年８月
31日） 

 在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 
前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自 平成
17年９月１日 至 平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年８月
31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

１株当たり純資産額 △43円16銭 
１株当たり中間純損失 91円44銭  

１株当たり純資産額 5円57銭 
１株当たり中間純損失 4円37銭  

１株当たり純資産額 8円12銭 
１株当たり当期純損失 70円46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。 

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。 

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（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日) 

中間（当期）純損失（千円） 3,870,400 378,157 4,130,302 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純
損失(千円) 

3,870,400 378,157 4,130,302 

期中平均株式数（株） 42,327,296 86,571,844 58,617,783 

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後1株当たり中間
（当期）純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要 

旧商法第280条ノ19の規
定に基づく新株引受権1種
類、商法第280条ノ20及
び第280条ノ21の規定に
基づく新株予約権1種類、
及び新株引受権付社債9種
類。 

旧商法第280条ノ19の規
定に基づく新株引受権1
種類、商法第280条ノ20
及び第280条ノ21の規定
に基づく新株予約権1種
類、及び新株引受権付社
債8種類。 

旧商法第280条ノ19の規
定に基づく新株引受権1
種類、商法第280条ノ20
及び第280条ノ21の規定
に基づく新株予約権2種
類、及び新株引受権付社
債8種類。 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年８月31日） 

（新株予約権の行使による新株式の発行につい
て） 当社は、平成17年６月20日に下記のよう
に新株予約権の行使による資金調達を行っており
ます。 
(1)発行新株式数 普通株式 15,338,399株 
(2)発行価額 １株につき金260円 
(3)発行価額の総額 3,987,983,740円 
(4)資本組入額 1,993,991,870円  

─────── 
 

（新株予約権の行使による新株式の発行に
ついて） 当社は、平成17年９月12日に
下記のように新株予約権の行使による資金
調達を行っております。 
(1)発行新株式数 普通株式 591,716株 
(2)発行価額 １株につき金260円 
(3)発行価額の総額 153,846,160円 
(4)資本組入額  76,923,080円 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1）仕入実績 
 当社グループは、劇場権、ビデオ版権、テレビ版権等の映像使用権を主に海外から単独又は他社と共同で購入して
おります。また、当社グループがプロデュースを行い、制作工程のすべてを他社に委託して制作させたコンテンツを
完成品として単独又は他社と共同で購入しております。 
 当中間連結会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。 

事業部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前年同期比（％） 

映像コンテンツプロバイダー事業（千円） 6,064,869 125.6 

放送事業（千円） 355,211 93.1 

出版事業（千円） 512,894 115.0 

マーケティング＆システムソリューション事業（千円） 9,496 20.2 

合計（千円） 6,942,472 121.7 

 （注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

(2）受注状況 
 当社グループは受注生産を行っておりません。 

(3）販売実績 
 当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前年同期比（％） 

映像配給事業（千円） 2,916,295 73.6 
映像コンテンツプロバイダー事業 

映像版権事業（千円） 5,177,815 229.2 

小計（千円） 8,094,111 130.1 

放送事業（千円） 576,798 114.4 

出版事業（千円） 999,745 108.4 

マーケティング＆システムソリューション事業（千円） 46,793 85.0 

合計（千円） 9,717,449 93.6 

 （注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 



平成18年８月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年7月14日

上場会社名 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コード番号 4280 本社所在都道府県 東京都 

(URL  http://www.gaga.co.jp/)   

 

代  表  者 役職名 
代表取締役社長 氏名 宇野 康秀 

問合せ先責任者 役職名 取締役副社長 氏名 佐藤 英志 ＴＥＬ  （０３）３５０９－７４９２ 

決算取締役会開催日 平成18年４月 21日 中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日 平成―年―月―日 単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 

１ 18年２月中間期の業績（平成17年９月１日～平成18年２月28日） 

(1）経営成績 （注）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２月中間期 8,100   30.2  △411   ―   △590   ―   

17年３月中間期 6,223   △8.8  269   ―   △494   ―   

17年８月期 13,952   ―  1,144   ―  158   ―  

  中間（当期）純利益 １株当たり中間（当期）純利益 

   百万円  ％   円  銭

18年２月中間期 △430   ―   △4   97   

17年３月中間期 △3,972   ―   △93   86   

17年８月期 △4,364   ―  △74   46   

（注）①期中平均株式数 18年２月中間期   86,571,844株 17年３月中間期 42,327,296株 17年８月期 58,617,783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 

   円  銭 円 銭

18年２月中間期 0   00   ――――― 

17年３月中間期 0   00   ――――― 

17年８月期 ――――― 0 00 

(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 

    百万円  百万円   ％  円   銭

18年２月中間期 21,056   78   0.4   0   91   

17年３月中間期 25,998   △3,270   △12.6   △46   27   

17年８月期 19,763   346   1.8   4   03   

（注）①期末発行済株式数 18年２月中間期 86,607,805株 17年３月中間期 70,677,690株 17年８月期 86,016,089株

②期末自己株式数 18年２月中間期 316株 17年３月中間期 316株 17年８月期 316株

２ 18年８月期の業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日）   

１株当たり年間配当金 
  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

期末   

    百万円   百万円   百万円   百万円 円 銭 円 銭

通 期 15,000   △200   △500   △400   0 00 0 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    △4円 62銭 

※ 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なることがあります。 
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６．個別中間財務諸表等 

(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２月 28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年８月 31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 5,250,691     1,320,609     1,715,460     

２．売掛金 ※２ 3,424,645     2,964,285     3,340,536    

３．たな卸資産 ※２ 12,183,498     8,356,268     9,756,751    

４．前渡金 ※２ 1,676,681     1,255,278     1,393,501     

５．共同買付立替金   148,069     626,810     85,506     

６．未収入金   1,587,308     3,613,901     1,828,080     

７．その他   594,573     1,263,494     448,453     

８．貸倒引当金   △323,331     △208,337     △145,626     

流動資産合計     24,542,137 94.4   19,192,311 95.1   18,422,664 93.2 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１ 3,465     3,383     3,208     

２．無形固定資産   22,429     21,072     22,056     

３．投資その他の資産                     

  (1) 破産更生債権 等    ―     1,054,100     1,054,100     

(2）その他 ※２ 2,506,064     1,860,203     2,389,900     

(3）貸倒引当金   △1,075,985     △1,074,605     △1,074,605     

投資その他の資産合計   1,430,078     1,839,697     1,315,294     

固定資産合計     1,455,973 5.6   1,864,153 8.9   1,340,559 6.8 

資産合計     25,998,111 100.0   21,056,465 100.0   19,763,224 100.0 

                      

  



（訂正後） 

 - 3 - 

 

  
  

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２月 28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年８月 31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   4,990,245     2,232,005     2,652,831     

２．短期借入金 ※２ 13,843,900     9,488,000     6,029,150     

３．未払金   1,610,380     879,326     1,702,886     

４．前受金   4,827,674     3,152,916     4,184,700     

５．共同買付預り金   817,767     2,580,914     1,452,654     

６．賞与引当金   59,947     46,956     47,888     

７．返品調整引当金   10,484     5,461     5,342     

８．その他   578,565     1,043,366     854,626     

流動負債合計     26,738,965 102.9   19,428,948 92.3   16,930,080 85.6 

Ⅱ 固定負債                      

１．長期借入金 ※２ 2,433,000     1,440,000     2,381,500     

２．退職給付引当金   22,886     15,356     16,892     

３．その他   73,276     93,336     87,775     

固定負債合計     2,529,163 9.7   1,548,693 7.3   2,486,167 12.6 

負債合計     29,268,129 112.6   20,977,641 99.6   19,416,247 98.2 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     12,436,964 47.8   1,076,923 5.1   14,430,956 73.0 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   7,000,000     76,923     8,993,991     

資本剰余金合計     7,000,000 26.9   76,923 0.4   8,993,991 45.5 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．中間（当期）未処

理損失 
  22,797,790     1,195,237     23,189,912     

利益剰余金合計     △22,797,790 △87.7   △1,195,237 △5.7   △23,189,912 △117.3 

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
    90,995 0.4   120,403 0.6   112,128 0.6 

Ⅴ 自己株式     △188 △0.0   △188 △0.0   △188 △0.0 

資本合計     △3,270,018 △12.6   78,823 0.4   346,976 1.8 

負債資本合計     25,998,111 100.0   21,056,465 100.0   19,763,224 100.0 
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(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９月１日 

至 平成 18年２月 28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８月 31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     6,223,436 100.0   8,100,081 100.0   13,952,869 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※５   4,858,584 78.1   7,440,651 91.9   10,770,615 77.2 

売上総利益     1,364,851 21.9   659,429 8.1   3,182,254 22.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５   1,095,600 17.6   1,070,832 13.2   2,037,442 14.6 

営業利益又は営業損失(△)     269,251 4.3   △411,402 △5.1   1,144,811 8.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１   41,025 0.7   74,271 0.9   66,155 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２   804,701 12.9   253,316 3.1   1,052,869 7.6 

経常利益又は経常損失(△)     △494,423 △7.9   △590,447 △7.3   158,097 1.1 

Ⅵ 特別利益 ※３   334,176 5.3   429,037 5.3   721,040 5.2 

Ⅶ 特別損失 ※４   3,808,425 61.2   293,900 3.6   5,236,484 37.5 

税引前中間（当期）純損失     3,968,672 △63.8   455,309 △5.6   4,357,345 △31.2 

法人税、住民税及び事業税   4,038 4,038 0.0 △25,035 △25,035 △0.3 7,488 7,488 0.1 

中間（当期）純損失     3,972,711 △63.8   430,273 △5.3   4,364,833 △31.3 

前期繰越損失     18,825,078     764,964     18,825,078   

中間（当期）未処理損失     22,797,790     1,195,237     23,189,912   
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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９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

 当社は、平成16年12月27日及

び平成17年１月11日に合計で

14,000,000千円の第三者割当増資を

実施し、株式会社ＵＳＥＮの子会社

となりました。また、金融機関にも

引続き支援をお願いし、収益力の改

善及び財務体質の強化に努めてまい

りました。 

 しかしながら、映像使用権等評価

損等の特別損失の計上により、当中

間会計期間において 3,972,711千円

の中間純損失を計上した結果、

3,270,018千円の債務超過となり、

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、

親会社等による新株予約権の行使に

より、平成17年６月20日に

3,987,983千円を調達したため、当

面資金調達に支障は生じないものと

考えております。 

 今後は、中期経営計画（改革プラ

ン）を実施し、ＵＳＥＮグループの

一員として収益力の改善を図り、再

建を目指してまいります。 

 なお、中間財務諸表は、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。 

 当社は、営業キャッシュ・フローの

マイナスが継続しているとともに当

中間会計期間において営業損失が発

生しており、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、金

融機関に引き続き支援をお願いし、

平成18年２月 20日付で総額

9,600,000千円のコミットメントラ

インの契約の更新を行いました。 

 また、中長期的な経営戦略である

「改革プラン」に従い、買付け作品

を厳選してより利益率の高い作品に

買付・配給を集中させることによっ

てマーケティングの効率化や経費の

削減を図るとともに、近年成長が著

しい邦画作品の自社製作を開始した

ことにより収益力の改善を見込んで

おります。加えて、ＵＳＥＮグルー

プの一員としてＵＳＥＮのサービス

であるブロードバンド無料放送「Ｇ

ｙａＯ」での広告を始めとしたグル

ープ各社のシナジーを最大限に利用

することによって中長期経営戦略で

ある「改革プラン」の達成に向けて

邁進いたします。 

 なお、当中間財務諸表は、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。 

  

 当社は、前期において16,788,138

千円の当期純損失を計上した結果、

13,343,184千円の債務超過となり、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じておりました。 

 当期において平成16年12月27日

及び17年１月 11日に合計で

14,000,000千円の第三者割当増資を

実施し株式会社ＵＳＥＮの子会社と

なり、平成17年６月20日に親会社

等による新株予約権の行使により、

3,987,983千円の増資を実施しまし

た。 

 また、金融機関にも引き続き支援を

お願いしており、収益の改善及び財

務体質の強化に努めてまいりました

結果、当期末では債務超過は解消さ

れました。 しかしながら、経営陣を

刷新し、ビジネスモデルの変更や社

内体制の再構築を図る過程において

過年度の資産の評価の見直しや整理

を進めていった結果、映像使用権等

評価損等の多額の特別損失を計上し

たことによって当期において

4,364,833千円の当期純損失を計上

する結果となり、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、このような状況を解消すべ

く「対処すべき課題」に記載のとお

り、買付作品数を厳選し、より利益

率の高い作品に買付・配給を集中さ

せることによってマーケティングの

効率化や経費の削減を図るととも

に、ＵＳＥＮグループの一員として

グループ各社のシナジーを具現化し

て収益力の改善を図ることによって

中期経営計画「改革プラン」の達成

に向けて邁進いたします。  

  なお、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。 

 



（訂正後） 

 - 6 - 

中間財務諸表作成のため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９月１日 

至 平成18年２月 28日） 

前事業年度 

（自 平成 16年10月１日 

至 平成17年８月 31日） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

(1）有価証券 

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）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

①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 

なお、評価差額は全部資

本直入法により処理して

おり、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます。 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法 

なお、評価差額は全部資

本直入法により処理して

おり、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます。 

  ②時価のないもの 

移動平均法による原価法 

②時価のないもの 

同左 

②時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

①仕掛品 

個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

①仕掛品 

同左 

(3）たな卸資産 

①仕掛品 

同左 

  ②映像使用権 

 作品毎の映像使用権の金額

を過去の実績に基づいて劇場

上映権、ビデオ化権及びテレ

ビ放映権の予想収益(利益)に

按分し、権利毎に使用による

収益獲得時に一括償却する方

法 

②映像使用権 

              同左 

②映像使用権 

 同左  

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

 定率法 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

 均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

３．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、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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の賞与支給見込

額のうち当中間会計期間の負

担に属する部分の金額を計上

しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、賞与の翌期支給見込

額のうち当事業年度の負担に

属する部分の金額を計上して

おります。 

  (3）返品調整引当金 

売上返品による損失に備え

るため、返品予測高に対する

売上総利益相当額を計上して

おります。 

(3）返品調整引当金 

    同左 

(3）返品調整引当金 

同左 

  

(4）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

産の見込額に基づき、計上し

ております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

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の

見込額に基づき、計上してお

ります。 
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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９月１日 

至 平成18年２月 28日） 

前事業年度 

（自 平成 16年10月１日 

至 平成17年８月 31日） 

  

（追加情報） 

平成 16年 12月開催の取締

役会において、役員退職慰労

金制度の廃止を決議いたしま

した。 

そのため、当期首における

役員退職慰労引当金の全額を

取崩し、役員退職慰労引当金

戻入益 256,300千円を特別利

益に計上しております。 

  

  

  

  

  

 （追加情報） 

当社は、平成 16年12月開

催の取締役会において、役員

退職慰労金制度の廃止を決議

いたしました。そのため、当

期首における役員退職慰労引

当金の全額を取崩し、役員退

職慰労引当金戻入益 256,300

千円を特別利益に計上してお

ります。 

４．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

５．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 

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、特例

処理の条件を充たしている場合

には、特例処理を採用しており

ます。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3)ヘッジ方針 

将来の借入金金利の変動リス

クを回避する目的で金利スワッ

プを行っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約ごとに行ってお

ります。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

(3)ヘッジ方針 

同左 

  (4)ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件に該当するこ

とを事前に確認しており、有効

性の判定は省略しております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．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 

(1)消費税の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

なお、仮払消費税と仮受消費税

は相殺のうえ、流動負債その他

に含めて表示しております。 

(1)消費税の会計処理 

同左 

  

(1)消費税の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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９月１日 

至 平成18年２月 28日） 

前事業年度 

（自 平成 16年10月１日 

至 平成 17年８月 31日） 

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

（「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）が平成 16年３月

31日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、当中間会計期間か

ら同会計基準及び同適用指針を適

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。 

         ────────  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）が平成 16年３月

31日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、当事業年度から同

会計基準及び同適用指針を適用し

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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追加情報 

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９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

（ビデオ化権の売上計上基準及び映像使用権

の評価方法の変更）  

ビデオ化権のライセンス売上は、従来、販売

契約締結後ビデオソフトメーカーに対し素材

の引渡しが可能となった時点で計上しており

ましたが（素材引渡可能日基準）、当期から

ビデオソフトメーカーがビデオを発売開始し

た時点で計上する方法（ビデオ発売日基準）

に変更いたしました。 また、映像使用権の

評価方法は、従来、定率法による２年償却を

採用しておりましたが、当期から、作品毎の

映像使用権の金額を過去の実績に基づいて劇

場上映権、ビデオ化権及びテレビ放映権の予

想収益（利益）に応じて按分し権利毎に使用

による収益獲得時に一括償却する方法に変更

いたしました。 なお、当中間会計期間は、

変更後の方法によった場合に比べて売上高が

2,747,880千円、売上原価が 2,567,920千円

それぞれ多く計上されております。さらに、

映像使用権の評価方法について期首から同一

の会計処理方法を適用していた場合の影響額

6,355,434千円が前連結会計年度において特別

損失として計上されているため、売上総損

失、営業損失、経常損失はそれぞれ 1,123,104

千円多く計上され、税引前中間純損失は

5,232,329千円少なく計上されております。 

            ─────────             ───────── 

（外形標準課税）  

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成 15年３月 31日に公

布され、平成 16年４月１日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平成 16年

２月 13日 企業会計基準委員会 実務対応報

告第 12号）に従い、法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 この結果、販売費

及び一般管理費が 22,254千円増加し、営業利

益が同額減少し、経常損失及び税引前中間純

損失が同額増加しております。 

            ─────────  （外形標準課税）    

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成 15年３月 31日に公

布され、平成 16年４月１日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」 （平成 16年２

月 13日 企業会計基準委員会 実務対応報告

第 12号）に従い、法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 この結果、販売費及

び一般管理費が 60,622千円増加し、営業利益

及び経常利益が同額減少し、税引前当期純損

失が同額増加しております。  
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表示方法の変更 

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９月１日 

至 平成18年２月28日） 

              ───────── 

  

（貸借対照表） 

 前中間会計期間において、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「破産更生債権等」

は、資産総額の100分の５を超えたため、当中間会計期

間より区分掲記しております。なお、前中間会計期間の

金額は下記のとおりであります。 

 「破産更生債権等」 1,054,100千円
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

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２月 28日） 

前事業年度 

（平成 17年８月 31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

16,636千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

15,378千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

15,063千円 

※２．担保資産及び担保付債務 

① 当社は映像使用権の流動化を図るた

め、特別目的会社である有限会社シネ・

トゥモローとビデオグラム原盤複製頒布

契約を締結して資金を調達しておりま

す。当該取引によって計上された主な資

産及び負債の当中間会計期間末残高は以

下のとおりであります。 

たな卸資産 884,222千円

前渡金  181,944 

短期借入金  1,048,950 

長期借入金 871,500 

 なお、上記のほか有限会社シネ・トゥ

モローの金融機関からの借入金

1,920,450千円について、有限会社シ

ネ・トゥモローを設立したシネ・フェロ

ー有限責任中間法人に対する基金返還請

求権 3,000千円に質権が設定されており

ます。 

※２．担保資産及び担保付債務 

① 当社は映像使用権の流動化を図るた

め、特別目的会社である有限会社シ

ネ・トゥモローとビデオグラム原盤複

製頒布契約を締結して資金を調達して

おります。当該取引によって計上され

た主な資産及び負債の当中間会計期間

末残高は以下のとおりであります。 

たな卸資産 490,726千円

短期借入金 871,500 

 なお、上記のほか有限会社シネ・ト

ゥモローの金融機関からの借入金

871,500千円について、有限会社シ

ネ・トゥモローを設立したシネ・フェ

ロー有限責任中間法人に対する基金返

還請求権3,000千円に質権が設定され

ております。 

  

  

※２．担保資産及び担保付債務 

① 当社は映像使用権の流動化を図るた

め、特別目的会社である有限会社シ

ネ・トゥモローとビデオグラム原盤複

製頒布契約を締結して資金を調達して

おります。当該取引によって計上され

た主な資産及び負債の期末残高は以下

のとおりであります。 

売掛金 954,894千円

たな卸資産 7,743 

前渡金 181,944 

短期借入金  1,048,950 

長期借入金 871,500 

 なお、上記のほか有限会社シネ・トゥ

モローの金融機関からの借入金

1,920,450千円について、有限会社シ

ネ・トゥモローを設立したシネ・フェ

ロー有限責任中間法人に対する基金返

還請求権 3,000千円に質権が設定され

ております。 

② 短期借入金の当中間会計期間末残高の

うち、売上債権の流動化の一部を金融取

引として処理したことにより計上された

金額は、368,550千円であり、譲渡対象

となったビデオグラム原盤複製頒布契約

のうち、売上債権が回収された総額が

184,800千円、当中間会計期間末時点に

おいてビデオ発売日が到来していない契

約による将来債権は、183,750千円であ

ります。 

現金及び預金 184,800千円

将来債権 183,750 

短期借入金 368,550  

 ②      ―――――――――――  ②      ――――――――――― 

３.偶発債務 

債権譲渡を行った売掛金について、下

記の会社に対し遡及義務を負っておりま

す。 

３.   ――――――――――― 

  

３. 偶発債務 

債権譲渡を行った売掛金について、

下記の会社に対し遡及義務を負ってお

ります 

株式会社ユーエフジェイ銀

行 
263,760千円

エヌ・ティ・ティ・リース

株式会社 
 ─ 

東銀リース株式会社  42,000 

ダイヤモンドリース株式会

社 
 ─ 

計 305,760  

   

    

    

     

エヌ・ティ・ティ・リース

株式会社 
 ─ 

計  ─  

４．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と貸出コミットメン

トライン契約を締結しております。 

 当中間会計期間末における貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高は

次のとおりであります。 

４．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行 10行と貸出コミット

メントライン契約を締結しておりま

す。 

 当中間会計期間末における貸出コミ

ットメントラインに係る借入未実行残

高は次のとおりであります。 

４．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行４行と貸出コミット

メントライン契約を締結しておりま

す。 

 当事業年度末における貸出コミット

メントラインに係る借入未実行残高は

次のとおりであります。 

 貸出コミットメントライン

の総額 
8,450,000千円

 借入実行残高  ─ 

差引額  8,450,000  

 貸出コミットメントライン

の総額 
9,600,000千円 

 借入実行残高 5,820,000 

差引額 3,780,000  

 貸出コミットメントライ

ンの総額 
8,450,000千円

 借入実行残高 2,873,000 

差引額 5,577,000  
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（中間損益計算書関係） 

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９月１日 

至 平成 18年２月 28日） 

前事業年度 

（自 平成 16年 10月１日 

至 平成 17年８月 31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 231千円

受取手数料  16,475  

受取利息 281千円 

為替差益 

保険解約返戻金 

9,688 

30,132 

デリバティブ利益 

  

11,219 

   

受取利息 771千円 

受取手数料 

投資事業組合収益 

還付加算金 

和解金等 

25,600 

8,257 

9,987 

8,820  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 231,111千円

支払手数料  207,135 

為替差損  72,542 

デリバティブ損失  222,885  

支払利息 128,385千円

支払手数料 122,723 

    

     

支払利息 369,362千円

支払手数料 310,664 

デリバティブ損失  207,041 

     

※３．       ─────── ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．        ────── 

     関係会社株式売却益 427,781千円       
 ※４．特別損失のうち主要なもの 

映像使用権等評価損2,705,060千円  

 ※４．特別損失のうち主要なもの 

劇場公開中止損失 288,836千円  

 ※４．特別損失のうち主要なもの 

映像使用権等評価損3,686,961千円  

※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額 

有形固定資産 1,828千円 

無形固定資産  3,844  

有形固定資産 314千円

無形固定資産 4,384  

有形固定資産 2,092千円 

無形固定資産  7,296  
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① リース取引 

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９月１日 

至 平成 18年２月 28日） 

前事業年度 

（自 平成 16年10月１日 

至 平成17年８月 31日） 

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 

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 

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 

(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会計期間末残高相当

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中間会計期間末残高

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 

  

取得価

額相当

額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

中間会計

期間末残

高相当額 

（千円） 

有形

固定

資産 

54,466 35,113 19,353 

無形

固定

資産 

112,789 91,940 20,849 

合

計 
167,256 127,053 40,202 

 

  

取得価

額相当

額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

中間会計

期間末残

高相当額 

（千円） 

有形

固定

資産 

20,800 10,758 10,041 

無形

固定

資産 

59,879 50,462 9,417 

合

計 
80,679 61,220 19,459 

 

  

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） 

有形

固定

資産 

24,921 19,980 4,940 

無形

固定

資産 

112,789 98,661 14,127 

合計 137,711 118,642 19,068 
 

(2）未経過リース料中間会計期間末残高相当

額 

(2）未経過リース料中間会計期間末残高相

当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 23,329千円 

１年超 19,736千円 

 合計 43,066千円  

１年内 10,574千円 

１年超 10,192千円 

 合計 20,766千円  

１年内 12,932千円 

１年超 8,046千円 

 合計 20,978千円  

(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、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(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 20,912千円 

減価償却費相当額 18,833千円 

支払利息相当額 822千円  

支払リース料 8,215千円 

減価償却費相当額 7,480千円 

支払利息相当額 317千円  

支払リース料 32,668千円 

減価償却費相当額 29,531千円 

支払利息相当額 1,210千円  

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

② 有価証券 

 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で時価のあるものはありま

せん。 



（訂正後） 
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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９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年８月31日） 

（新株予約権の行使による新株式の発行に

ついて） 

 当社は、平成 17年６月 20日に下記のよ

うに新株予約権の行使による資金調達を行

っております。 

(1)発行新株式数 普通株式 15,338,399株 

(2)発行価額 １株につき金 260円 

(3)発行価額の総額 3,987,983,740円 

(4)資本組入額 1,993,991,870円  

     ─────── 

    

    

    

     

 （新株予約権の行使による新株式の発行に

ついて） 

 当社は、平成 17年９月 12日に下記のよ

うに新株予約権の行使による資金調達を行

っております。 

(1)発行新株式数 普通株式 591,716株 

(2)発行価額 １株につき金 260円 

(3)発行価額の総額 153,846,160円 

(4)資本組入額 76,923,080円  
 




