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１．平成18年５月期の連結業績（平成17年６月１日～平成18年５月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年５月期 7,754 115.5 △785 － △534 －

17年５月期 3,598 23.3 △1,012 － △1,058 －

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年５月期 △9,496 － △86,418 01  － △208.8 △4.6 △6.9

17年５月期 △3,764 － △288,959 83  － △270.9 △16.5 △29.4

（注）①持分法投資損益 18年５月期 △2 百万円 17年５月期 2百万円

②期中平均株式数（連結） 18年５月期   109,898株 17年５月期 13,028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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年５月期 11,513 4,548 39.5 32,799 88

17年５月期 6,057 1,392 23.0 64,625 33

（注）期末発行済株式数（連結） 18年５月期       138,681株 17年５月期 21,550株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年５月期 △4,559 △6,618 10,678 2,123

17年５月期 46 △1,387 3,118 2,324

(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 13社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 4社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 8社 （除外） 2社 持分法（新規） 3社 （除外） 1社

２．平成19年５月期の連結業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 4,700 100 △220

通　期 10,600 700 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　　721円08銭
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※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照してください。

 

　　※　注意事項

 当社の持分法適用関連会社であるAntiquorum.S.Aにつきましては、会計監査法人の監査が未了であるため、本決算

短信に記載されている事項につき、有価証券報告書提出までに修正が発生する可能性があります。
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１．企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社、子会社13社、関連会社４社及び非連結子会社１社（平成18年５月31日現在）で構成されて

おります。当社が持株会社としてグループ内関係会社の経営管理及び財務業務やグループ全体の経営戦略の立案・実施

を行っております。

　グループ子会社においては㈱アーティストフィルム、㈱ジーワン、㈱Fou及び㈱アーティストハウスエンタテインメン

トが映像事業、及び㈱BBMCが音楽事業、㈱アーティストハウスパブリッシャーズ、㈱翔年社が出版事業を行い、㈱ツー

トップ、㈱ミュージックランド、㈱アンティコルムジャパン、Antiquorum S.A.、Antiquorum USA,Inc.及びC2C Time,Inc

が流通事業、㈱アーティストハウスソリューションズがＩＴ事業、㈱アーティストハウスインベストメント及びArtist 

House Investment Asia Limitedがファイナンス事業を行っております。

　当社グループの事業内容及び主な関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

(1）事業系統図（平成18年５月31日現在）
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㈱アーティストフィルム（100％） 

㈱アーティストハウスパブリッシャーズ（100％） 

㈱翔年社（86.4％） 

㈱ＢＢＭＣ（52.0％） 

㈱アーティストハウスエンタテインメント（100％） 

㈱ジーワン（100％） 

㈱Ｆｏｕ（100％） 

 

 
㈱ツートップ（100％） 

㈱ミュージックランド（75.0％） 

㈱アンティコルムジャパン（100％） 

Ant iquorum S.A.（50.0％） 

Ant iquorum USA,Inc.（50.0％） 

C2C Time,Inc（50.0％） 

㈱アーティストハウスインベストメント（100％） 

Ar t ist  House Investment  Asia  Limited（100％） 
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㈱アーティストフィルム（100％） 

㈱アーティストハウスパブリッシャーズ（100％） 

㈱翔年社（86.4％） 

㈱ＢＢＭＣ（52.0％） 

㈱アーティストハウスエンタテインメント（100％） 

㈱ジーワン（100％） 

㈱Ｆｏｕ（100％） 
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㈱アーティストハウスパブリッシャーズ（100％）   

㈱アーティストフィルム（100％） 

㈱ＢＢＭＣ（52.0％） 

㈱翔年社（86.4％） 

㈱ジーワン（100％） 

㈱Ｆｏｕ（100％） 

㈱アーティストハウスエンタテインメント（100％） 

㈱ＢＢバート（関連会社） 

㈱アーカイブゲート（非連結子会社） 

（注）１．当社グループにおきまして、㈱アーカイブゲートの株式は保有しておりませんが、支配力基準の判断から当社

グループの子会社と位置づけております。

しかしながら、財務上、営業上及び事業上の重要性が低いため非連結子会社及び非関連会社としております。

２．当社グループの㈱ＢＢＭＣが㈱ＢＢバートの発行済株式総数の34％を保有しているため、当社グループの関連

会社と位置づけております。

(2）主な関係会社の状況(平成18年５月31日現在)
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名称 住所
資本金
(千円)

議決権の
所有割合

主要な事業の内容

㈱アーティストハ

ウスパブリッ

シャーズ

東京都

渋谷区
316,000 100.0％

国内外の著作物の出版権取得

書籍の企画・編集・出版及び販売

㈱アーティスト

フィルム

東京都

渋谷区
10,000 100.0％

邦画・洋画のビデオ・DVD制作・販売及び邦画・洋画のプロ

デュース・制作出資

㈱ＢＢＭＣ
東京都

渋谷区
23,750 52.0％

PC・携帯電話向けのポータルサービス、音楽レーベル支援、

音楽・映像ソフトの企画

㈱翔年社
東京都

渋谷区
70,000 86.4％

シニア向けエンターテイメント商品の企画開発

各出版物（書籍及び映像）の制作・販売

㈱ジーワン
東京都

港区
12,000 100.0％ テレビ番組の企画・制作、ＣＭ映像の企画・制作

㈱Ｆｏｕ
東京都

千代田区
10,000 100.0％

台湾・中国などのコンテンツ輸出入、映像・音楽パッケージ

化

㈱アーティストハ

ウスエンタテイン

メント

東京都

渋谷区
10,000 100.0％

日本国内及び欧米からの映像コンテンツ制作、版権仕入れ、

販売

㈱ツートップ
東京都

渋谷区
10,000 100.0％

映像・音楽パッケージなど、パッケージソフトの二次流通事

業

㈱ミュージックラ

ンド

東京都

新宿区
36,000 75.0％ 楽器類の販売、スタジオ経営、それらに付随する一切の業務

㈱アンティコルム

ジャパン

東京都

渋谷区
10,000 100.0％ 時計オークション開催、出品斡旋 

Antiquorum S.A. Geneva 
2,100,000C

HF
50.0% 高額時計のオークション業

Antiquorum 

USA,Inc.
New York 36,400USD 50.0% 高額時計のオークション業

C2C Time,Inc New York 確認中 50.0% 高額時計のインターネット・オークション業

㈱アーティストハ

ウスソリューショ

ンズ

東京都

渋谷区
10,000 100.0％

Eコマースの企画・運営 

コンテンツの輸出入、ライセンス取得および管理

㈱アーティストハ

ウスインベストメ

ント

東京都

渋谷区
100,000 100.0％

エンターテイメントコンテンツなど知的財産権に係るファイ

ナンススキームの組成・運用・管理

Artist House 

Investment Asia 

Limited

Hong Kong 10,000HKD 100.0％
コンテンツ関連の上場株式への純投資、コンテンツファンド

の組成・運用など 

㈱アーカイブゲー

ト

東京都

新宿区 
10,000 0.0％

デジタル画像、映像及び音楽等の管理、保管、編集、翻訳、

出版など

㈱ＢＢバート 
東京都

港区 
10,000 17.68％ インターネットによる音楽、映像の配信など 

　（注）１．㈱ツートップについては平成17年６月１日に株式交換により株式を取得、㈱ミュージックランドについて

は平成17年７月５日に現金買収により株式を取得、㈱ジーワンについては平成17年11月15日に株式交換に

より株式を取得、㈱Fouについては平成17年12月１日に株式交換により株式を取得したため、連結の範囲に含めて

おります。

　　　　２．㈱アーティストハウスソリューションズについては平成17年８月22日に設立し、Artist House Investment

Asia Limitedについては平成17年10月５日に設立したため、連結の範囲に含めております。

　　　　３．㈱ブロードバンドミュージックコミュニケーションズについては平成17年７月26日に㈱ＢＢＭＣに商号変更

を行っております。
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　　　　４．㈱ワイズポリシー及び㈱クロスワープについては平成17年７月29日に保有株式を全て売却したため連結の範

囲から除外しております。

　　　　５．Antiquorum S.A.、Antiquorum USA,Inc.、C2C Time,Incについては平成18年１月24日に現金買収により発行

済株式総数の50%の株式を取得したため、持分法を適用しております。

　　　　６．㈱アーティストハウスエンタテインメントについては平成18年３月３日に設立し、㈱アンティコルムジャパ

　　ンについては平成18年３月13日に設立したため、連結の範囲に含めております。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社グループは、コンテンツ事業（出版、映像および音楽の版権ビジネス）、流通事業、IT事業及びファイナンス

事業を４つの中核事業と位置づけております。また、当連結会計年度においてＭ＆Ａによる事業の拡大を図り、グルー

プ内に取り込んだ企業と既存の企業との間でシナジーを生み出すことで企業価値を最大化することを当連結会計年度

の経営方針としてまいりましたが、今後はこれを転換しコンテンツ事業に経営資源を集中する事で利益を計上するこ

とを経営の基本方針と致します。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社はこれまで利益配当を行ってきておりませんが、当連結会計年度においても多額の損失を計上したことから、

当社単体において配当可能利益の計上がないため、利益配当を行うことが出来ない状況にあります。

　減資による資本の欠損の填補をしつつ、配当原資とすべき利益の計上を行うことを目標の１つとしております。

(3）投資単位引下げに関する考え方及び方針

　投資単位の引下げは、株式の流動性の向上及び株主数増加、個人投資家による資本参加の促進及び株式市場の活性

化のために有効な手段であると認識しております。

　平成17年７月11日開催の当社取締役会において、現状の当社の株価の推移を勘案し、平成17年９月30日をもって当

社普通株式１株を４株に分割することを決議いたしました。

　しかしながら、安定株主を作ることなく資本政策を行ってきたため平成18年５月期末時点において浮動株比率が

56.18％と非常に高い水準にあります。 

　今後は、中長期的な資本政策に基づき安定株主を作るべく業績の拡大を図ると共にＩＲ活動を一層強化していく所

存であります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、平成17年５月期に続き、平成18年５月期におきましても当期純損失を計上しており、利益を計上

できる体質作りが至上命題となっております。

　また、当連結会計年度においてマイナスの営業キャッシュフローを計上しているため営業キャッシュフローの黒字

化も至上命題であると考えております。 

　従いまして、当社グループは営業利益、経常利益及び当期純利益の黒字化、営業キャッシュフローのプラス化を経

営上の重要な指標と位置づけております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　平成18年５月期に当社グループは映像、出版及び音楽から構成されるコンテンツ事業に、Ｍ＆Ａにより流通事業を

付加することで黒字体質に転換することに努めましたが、Ｍ＆Ａの結果発生した特別損失等により9,496百万円の当期

純損失を計上することとなりました。

　平成19年５月期からは、リストラクチャリングによるコスト削減および上場有価証券投資事業からの完全撤退、コ

ンテンツ事業におけるリリースタイトル削減による事業規模の縮小均衡を推進する一方、流通事業においては電子商

取引およびＩＴの活用推進による取引高・利益の拡大および企業価値の向上を目指す所存であります。 

(6）会社の対処すべき課題

　当社グループは、当連結会計年度において、Ｍ＆Ａや資本・業務提携により事業の拡大を図って参りましたが、Ｍ

＆Ａに関する特別損失の計上、投資有価証券の減損、コンテンツ及びソフトウェアの評価減、貸付金に対する貸倒引

当金の計上等の理由により9,496百万円の当期純損失を計上しております。

　当該状況を真摯に受け止め下記施策を行って参ります。

①本社コストの削減

　当社グループでは本社営業費用が過大に発生していることからこれを削減することが緊急の課題であり、早急に対

処してまいります。
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②コンテンツ事業の再編

　コンテンツ事業の低収益性がグループ全体の収益性の足かせとなっており、コンテンツ事業会社の統合による費用

削減・効率性の向上、ターゲットセグメントの明確化、需要予測の実施、事前収益性検討の精緻化およびこれらの結

果としてのタイトルリリースの削減が課題となっております。

③流通事業への投資

　流通事業においては電子商取引およびＩＴの活用推進を早急に行うことで、取扱高の拡大が予想されるため、これ

を推進しております。

 

(7）親会社等に関する事項

　　当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。

 

(8）その他会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

①　当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加するとともに、雇用・所得環境

の改善が緩やかに進んだことで個人消費にも明るさが見られ、堅調な景気回復が続きました。しかしながら、一方

では原油価格に代表される原材料費の高騰等、経済に与える影響は払拭できない状況にあります。

　このような環境の中、当連結会計年度を『事業拡大』の年と位置付け、当連結会計年度では第三者割当増資及び

新株予約権発行による資金調達を行い、Ｍ＆Ａ、資本・事業提携の推進等を行いました。具体的には平成17年11月

には㈱ジーワンを株式交換にて100％子会社とし、同年12月に㈱Fouを株式交換にて100％子会社といたしました。ま

た、平成17年６月に㈱ツートップを株式交換にて100％子会社とし、同年７月には㈱ミュージックランドの発行済株

式総数の67.5％を取得し連結対象の子会社とし、平成18年１月に同社の発行済株式総数の7.5％を追加取得いたしま

した。さらに、平成18年１月にAntiquorum S.A.、Antiquorum USA,Inc.、C2C Time,Inc.の発行済株式総数の50.0％

を取得し当社グループに取り込みました。また、平成17年10月にBbmf Corporationと資本・事業提携契約を締結し

同社の発行済株式総数の12.1％を取得いたしました。

　上記に伴う連結範囲の拡大により大幅な増収を達成したものの、平成18年５月期に取得した関係会社の今期の業

績を鑑みた結果としての連結調整勘定の減損やBbmf Corporation株式の減損、購入したコンテンツの資産性欠如に

伴う費用処理及び貸付金の回収可能性の低下に伴う貸倒引当金計上により、8,659百万円の特別損失を計上いたしま

した。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高7,754百万円（前年同期比115％増）、営業損失785百万円（前年同期

は1,012百万円の損失）、経常損失534百万円（前年同期は1,058百万円の損失）、当期純損失は9,496百万円（前年

同期は3,764百万円の損失）となりました。

②　事業セグメントごとの概況

（コンテンツ事業）

　出版事業では、「あるある性格診断ＢＯＯＫ」「きみに読む物語　もうひとつの愛の奇跡」「やさぐれぱんだ」

等をリリースし、映像事業では「オペラ座の怪人」「皇帝ペンギン」など６タイトルをリリースいたしました。

音楽事業においては「Winter/Reflection（BoysⅡMen）」「RIGHT　NOW！（ICE）」等をリリースいたしました。

　この結果、当連結会計年度において、売上高3,423百万円（前年同期比11.1%増）、営業損失238百万円（前年同

期は758百万円の損失）となりました。

 

（流通事業）

　平成17年６月に㈱ツートップを、平成17年７月に㈱ミュージックランドを、また、平成18年１月にAntiquorum 

S.A.他を買収したことにより、流通事業が新たに当グループのコア事業となりました。㈱ツートップではＣＤ・

ＤＶＤ・ビデオの２次流通（中古流通）を、㈱ミュージックランドでは店舗での楽器の小売を、また、Antiquorum 

S.A.他では高額時計のオークション事業を行っております。

　この結果、当連結会計年度において売上高4,285百万円、営業利益361百万円となりました（Antiquorum S.A.他

は持分法適用会社であるため、上記金額には含まれておりません）。

（ＩＴ事業）

　平成17年８月にデジタル配信・Eコマース・マーケティング事業を行う会社として㈱アーティストハウスソリュー

ションズを設立し、関係会社の通販事業（MODD事業）の推進及びソフトウェアの販売を行っております。

　当連結会計年度において総合FLASHソフトである「FREE MOTION」を発売いたしました。

　この結果、当連結会計年度において売上高108百万円（前年同期比80.0%減）、営業利益15百万円（前年同期比

45.7％増）となりました。
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（ファイナンス事業）

　㈱アーティストハウスインベストメントにおいて上場・未上場有価証券への投資事業を行っております。また、

平成17年10月にArtist House Investment Asia Limitedを設立いたしましたが、投資アドバイザーとの戦略的事

業提携の解消、並びに株式市況の低迷により保有株式の株価下落により、48百万円の営業損失(前年同期は4,832

千円の営業損失)を計上いたしました。

　来期以降はコンテンツ事業に特化し、ファイナンス事業は閉鎖する所存であります。

(2）財政状態

　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）については、営業上の損失計上および投資案

件に関する支出により営業キャッシュ・フローは大幅なマイナスとなり、投資有価証券の取得および無形固定資産の

取得による支出の増加により投資キャッシュ・フローはマイナスとなりました。株式の発行および短期借入金の増加

により財務キャッシュ・フローが増加したものの、前連結会計年度末より201百万円減少し2,123百万円となりました。

　また、当連結会計年度中の各キャッシュ・フロー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）

　当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、4,559百万円（前年同期は46百万円の増加）となりまし

た。これは主に、仕入債務の減少および投資案件に関する支出等の発生によるものであります。

（投資活動よるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動の使用した資金は、6,618百万円（前年同期は1,387百万円の使用）となりまし

た。これは主に、投資有価証券の取得、無形固定資産の取得による支出等によるものであります。

（財務活動よるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、10,678百万円（前年同期は3,118百万円の増加）となり

ました。これは主に新株予約権行使による増資5,300百万円、第三者割当増資3,500百万円および株式交換による株

式の発行1,100百万円があったこと等によるものであります。

 

     キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月期

 自己資本比率(％) 20.5 23.0 39.5

 時価ベースの自己資本比率(％) 32.5 150.8 77.1

 債務償還年数(年) － － －

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ(倍) － － －

(注)１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

　　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

 　　　 　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

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

　　４．償務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスで

　　　　あるため記載しておりません。

(3）次期の見通し

　当社は、当連結会計年度において第三者割当増資及び新株予約権発行による資金調達を行い、積極的にＭ＆Ａ、資

本・業務提携等の推進を行って参りました。

　連結範囲の拡大に伴い大幅な増収を達成したものの、平成18年５月期に取得した関係会社株式の減損やBbmf 

Corporation株式の減損、購入したコンテンツの資産性欠如に伴う減損及び貸付金の回収可能性の低下に伴う貸倒引当

金を計上したことで8,659百万円の特別損失を計上いたしました。

　当該状況を真摯に受け止め、次期連結会計年度においては当期純利益を計上する事を最重要課題として経営を行っ

て参ります。
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業績予想に関する注意事項

　この資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。

実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。この業績予想に全面的に依拠

して投資等の判断を行うことは差し控えてください。

(4）事業等のリスク

　平成17年５月期末現在において、当社グループの事業展開その他の事項に関して、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性があると認識しているリスク要因を以下に記載いたします。

(1)Ｍ＆Ａについて

　当社グループでは業容の拡大を図る手段としてＭ＆Ａを経営の重要課題として位置付けています。Ｍ＆Ａを行う際

は、国内外を問わず、その対象企業の財務内容や契約関係について綿密なデューデリジェンスを行うことにより、買収

によるリスクを極力回避することが必要と理解しております。しかし、買収先企業が価値算定時に期待した利益を計上

出来ない場合やＭ＆Ａ時に検出できなかった偶発債務や未認識債務などが顕在化した場合には、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

 

(2)証券投資について

　当社グループはキャピタルゲインの獲得を目指して証券投資を行っておりますが、多額の先行投資を要し、株式市況

の変化や対象企業を取り巻く事業環境の変化により、期待した利益が獲得できなかった場合には当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

 

(3)コンテンツ事業に関するリスク

① 委託販売制度について

 当社グループが営む出版事業においては、出版業界の慣行に従い、委託販売制度を採用しております。同制度は、

卸売会社を通じて書店に出版物が配本された後、約定期間内に限り商品の売れ行きに応じて返品を受け入れる事を

販売条件とするものであります。これは卸売会社との取引では配本された時点で売上が計上されますが、返品され

た分は逆に卸売会社に対して後で返金しなければならない仕組みであります。そのため当社グループでは、会計上、

売上を計上する時点で、返品見込数量を見積りその売買利益相当額を返品調整引当金として計上することにより、

売上と返品後の実態とのギャップが極力少なくなるよう努めております。

 しかしながら、返品見込数量を大きく上回るようなことも考えられ、そのような場合には当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

②　再販売価格維持制度について

 当社グループの主力製品である書籍の小売価格については、独占禁止法第23条に規定する著作物として、再販売

価格の決定・維持についての独占禁止法の適用除外を受けております。つまり定価販売しか許されないため、在庫

を値引き販売するなどの行為が制限されております。これは我が国の文化の普及など文化水準の維持を図っていく

上で不可欠なものとして、同一価格で全国的に広範囲に普及される体制を維持するため同法の規定で例外的に定価

販売が認められているものであります。当社の販売委託先から卸売会社または小売店への取引価格の決定に際して

は、定価に対する掛け率によっております。

 　公正取引委員会は平成13年３月23日付の「著作物再販制度の取扱について」にて、同制度を廃止した場合の影響

等についての検討結果を発表しております。それによりますと「競争政策の観点からは同制度を廃止し、著作物の

流通において競争が促進されるべきであると考える。」としながらも、「なお同制度の廃止について国民的合意が

形成されるに至っていない状況にある。」と指摘し、「当面同制度を存置することが相当であると考える。」とし

ております。ただ、「公正取引委員会としては、今後とも著作物再販制度の廃止について国民的合意が得られるよう努

力を傾注する」としており、同制度の廃止論議は今後も継続されるものと考えられます。

　仮に、再販売価格維持制度がなくなった場合、出版業界全体としては相当の影響があると思われますが、それを

予測する事は困難であります。

③　権利獲得から商品化に関するリスク

 　当社グループが行う事業は、権利の買付けや獲得が業績に大きく影響を与えます。そのために当社グループにおき

ましては、ネットワークを活用し情報の入手経路を広げるように努力しておりますが、何らかの要因で権利の獲

得が十分に行えなくなった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　また、獲得した権利を商品化した際に、予想した程、消費者の需要がなかった場合には当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。
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④　映像事業における製作の遅れなどについて

　映画製作現場を取り巻く環境下において、天災や人災など予想しがたい事態が起きた場合、あるいは俳優や製作

スタッフに体調不良等のような予測できない事情が発生した場合、製作スケジュールの大幅な遅れにつながる事が

考えられます。そのような場合、映画の興行延期などにつながり当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。

⑤　為替変動について

　国際映像事業及び映画配給事業は、海外との取引が多いため、契約時と入出金時の為替相場の変動により、為替

差損益が生じる可能性があります。このようなリスクに対して、先物予約やオプション取引等の為替ヘッジ手段の

導入も検討していきたいと考えております。しかしながら為替ヘッジ導入前に大きな為替変動が起きた場合には、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(4)社歴並びにグループ各事業の業歴が浅いことについて

　当社グループは設立からの社歴が浅いため、期間ごとの業績を比較するのに必要な財務数値等のデータを十分に得ら

れず、過年度の経営成績だけでは今後の当社グループの業績見通しを推察するのに十分とはいえない事が考えられます。

特に、新たに連結対象子会社となった会社は、今後の見通しを推察するのが難しい状況であります。今後その事業環境

が大きく変化した場合、当社グループの経営方針及び事業計画等の変更を余儀なくされる可能性があり、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。

 

(5)知的財産に関するリスク

 　当社グループは、エンターテイメントの領域における各種権利の発掘とそれを加工販売することを主たる事業の一

つとしています。出版・映像・音楽など各事業に係る各種権利の発掘には、原作者、監督、実演家、カメラマン、作

詞家、作曲家等の著作権や著作隣接権、権利元の商標権や出版権など様々な知的財産権が関係しております。当社グ

ループは事業を展開するにあたり、知的財産権を侵害することがないよう努めており、当連結会計期間末におい

て、知的財産権侵害に関する訴訟等を起こされたことはありません。しかし、出版・映像・音楽などに係る当社グルー

プの事業行為が、多種多様な知的財産権にどのように関係してくるのか、その全てを想定し事前に対応することは困難

であります。

　このため当社グループの意に反し、知的財産権を侵害する事態を発生させる事により、権利元からの使用差し止めも

しくは損害賠償の請求を受けるなどの可能性があることを否定できません。このような場合当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。　

 

(6)共同製作などについて

 　映画製作を行う場合、製作にかかる費用が多額となる事が多いことや、収益確保が容易ではないことから、他の製

作会社と費用分担を含む共同製作契約を結ぶことがあります。当社グループでは、パートナーである製作会社との協

力関係を維持・継続できるように努めておりますが、何らかの理由により当該企業との信頼関係が悪化するなどした

場合、当該企業からの協力を得られなくなることにより、費用負担や権利関係などに変更が生じる可能性があります。

　また映画製作の他、出版やビデオ・DVD販売の事業推進にあたり、キャッシュ・フローの改善と事業リスクの分散を

目的に、当社グループは外部企業と共同で「任意組合契約」に基づくファンドを組成し、製作費などを調達することが

あります。版権のライセンスなど各種使用権に係る損益を、組合出資者間で分配しておりますが、事業の収益状況に

よっては当社グループの出資分を回収できないことも考えられ、その場合、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。

 

(7)人材確保について

　優秀な人材を確保することが、当社グループの各事業を成長軌道に乗せるために必要であり、当社グループ経営の重

要な課題と認識しております。当社では人材確保の対策として、また、経営への参画意識・士気向上のためストックオ

プション制度を導入しております。今後につきましても、当社グループの業績と連動するインセンティブプランを実施

し、人材の確保および社員のモチベーション向上に努めてまいりますが、当社グループの求める人材が十分に確保でき

ない場合において、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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(8)競合について

　当社グループは、コンテンツ・流通・ＩＴ・ファイナンスという異なる事業分野を、同じポリシー、同じマネジメン

トの下、一体となって事業展開している国内では稀な企業グループであり、同様の経営形態をもつ企業は極めて少ない

ものと認識しております。個別の事業ごとには同業他社と競合しますが、事業の推進にあたりグループ内における個別

の事業会社それぞれが提携することで、事業機会を拡大するとともに競合他社及び新規参入者とは差別化が図れるもの

と判断しております。

　当社グループは、このように個別の事業が提携・連携する特徴を活かして収益の確保に努めておりますが、競合が激

化した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(9)内部管理体制について

　当社グループは、平成18年５月31日現在、従業員数は97名と組織が小さく、事業規模の拡大にともない現在の内部管

理体制では対処できなくなる可能性があります。当社グループではこのような事態に対処すべく、今後、内部管理体制

の拡充を図ってまいります。

 

(10)経営成績について

　最近３年間の経営成績を記載すると以下のようになります。

                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

  単　体   連　結   

 
平成16年

5月期

 平成17年

5月期

平成18年

5月期

平成16年

5月期

平成17年

5月期

 平成18年

5月期

売　　上　　高 285,368 394,339 228,010 2,918,877 3,598,873 7,754,384

売 上 総 利 益 99,832 101,553 △123,489 874,011 93,852 2,054,516

(売上総利益率) (35.0) (25.8) (△54.2) (30.0) (2.6) (26.5)

経常利益又は

経常損失(△)
△84,963 △232,036 △508,649 52,129 △1,058,471 △534,722

（経常利益率） (△29.8) (△58.8) (△223.1) (1.8) (△29.4) (△6.9)

当期純利益又は

当期純損失(△)
△28,850 △3,260,754 △8,051,217 36,295 △3,764,568 △9,496,927

（当期純利益率） (△10.1) (△826.9) (△3,531.1) (1.2) (△104.6) (△122.5)

　当社グループは、当連結会計年度を『事業拡大』の年と位置付け、第三者割当増資及び新株予約権発行による資金調

達を行い、Ｍ＆Ａ、資本・事業提携の推進等を行いました。

　その結果、連結範囲の拡大により大幅な増収を達成したものの、平成18年５月期に取得した関係会社の今期の業績を

鑑みた結果としての連結調整勘定の減損やBbmf Corporation株式の減損、購入したコンテンツの資産性欠如に伴う費用

処理及び貸付金の回収可能性の低下に伴う貸倒引当金計上により、8,659百万円の特別損失を計上いたしました。  

 　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高7,754百万円（前年同期比115％増）、営業損失785百万円（前年同期は

1,012百万円の損失）、経常損失534百万円（前年同期は1,058百万円の損失）、当期純損失は9,496百万円（前年同期は

3,764百万円の損失）となりました。

 

(11)キャッシュ・フローについて

　最近３年間の連結キャッシュ・フローの推移は以下のとおりであります。                   （単位：千円）

 連　　　　　結 

 平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月期

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,852,354 46,642 △4,559,448

投資活動によるキャッシュ・フロー 187,580 △1,387,120 △6,618,678

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,831,137 3,118,027 10,678,929

現金及び現金同等物の期末残高 534,968 2,324,585 2,123,388

　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）については、営業上の損失計上および投

資案件に関する支出により営業キャッシュ・フローは大幅なマイナスとなり、投資有価証券の取得および無形固

定資産の取得による支出の増加により投資キャッシュ・フローはマイナスとなりました。株式の発行および短期

借入金の増加により財務キャッシュ・フローが増加したものの、前連結会計年度末より201百万円減少し2,123百

万円となりました。
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(12)資金調達について

　当社グループは営業活動に必要な資金の調達を、第三者割当増資や新株予約権等の直接金融と、金融機関からの

借り入れによる間接金融にて行っておりますが、株式市況の変動や金利上昇により、当社グループの資金調達動向

や業績に影響を及ぼす可能性があります。

(13)プロジェクト管理と収益の平準化について

　当社グループはエンターテイメントの領域における権利の発掘を行い、その権利を使用または販売して収益をあ

げております。権利を発掘し、買い付けるには先行投資が必要となる他、権利を使用して書籍、DVDなどの製品にす

る際には製造コストが、さらに販売する際には宣伝コストがかかってまいります。こうした先行投資に際しては事

前のマーケティングに注力することで最大限にリスクヘッジすることを心がけておりますが、消費者動向の変化な

どにより予想した収益を下回るプロジェクトが発生する場合が多々あります。そのため、当社グループではひとつ

のプロジェクトに対して投資と利益計画を集中させる事を避け、並行して複数のプロジェクトを進める事で収益の

平準化を図っております。

(14)配当を実施していないことについて

　当社は、平成12年2月の設立以降、将来の事業拡大と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保するため、現

在まで配当は実施しておりません。利益の状況や事業展開などを総合的に判断しながら配当による利益還元を行い

たいと考えておりますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
 

(15)事業別セグメントの売上高について

　当社グループはエンターテイメントを中心に多岐にわたる事業展開を行っており、その成長過程において、企業

群の構成も変化し続けております。 

　今後におきましても当社グループの事業展開によって、セグメント及びセグメントの比率が変動することが予想

されます。
 

(16)ストックオプション及び新株予約権の付与について

　当社グループは事業への利益貢献、従業員の士気の向上及び経営への参画意識を高めるために当社及び子会社の

取締役・従業員、外部支援者に対してストックオプションを付与しております。

　また、機動的な資金調達を図ることを目的に、Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limitedに対して

新株予約権を発行しております。 

　当連結会計年度期末現在においてこれらストックオプションの目的たる株式の総数は13,878株であり、新株予約

権の目的たる株式の総数は当連結会計年度期末における行使価格162,500円を参考に算出いたしますと10,461.53株

であり、当該株式数の総数は発行済株式総数の17.6％に相当いたします。

　従って、これらの新株予約権が行使された場合、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
 

(17)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況について 

　当社グループは、前連結会計年度に3,764,568千円、当連結会計年度に4,559,448千円と多額の当期純損失を計上

しております。また、前連結会計年度に1,012,796千円、当連結会計年度に785,043千円と、継続的に営業損失を計

上しております。さらに、当連結会計年度に4,559,448千円と重要なマイナスの営業キャッシュフローを計上してお

ります。 

　当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱かせるものであります。

　当連結会計年度のマイナスの営業キャッシュ・フローは、主として仕入れたコンテンツが十分なキャッシュフロー

を生まなかったこと、投資案件に関し外部への報酬の支払いが多額に発生したこと等により生じたものであります。

　コンテンツ事業は映像・音楽・出版ともにリクープ（出資額までの回収）が果たせないタイトルが発生している

こと、売上を高めるためにかけた広告宣伝費の効果が十分に得られなかったことなどにより営業赤字となっていま

すが、リリースするタイトルの収益性検討をより厳格に行うことを意思決定プロセスに組み入れることにより、リ

クープできるタイトルの確率を引き上げるよう努める所存であります。

　流通事業は利益を計上しておりますが、今後も安定的継続的に利益を計上できるようにマーケット状況および競

合状況に注視し、必要な投資を行っていく所存であります。また、在庫管理をさらに徹底することによりキャッシュ

フローの最適化も行っていく所存であります。

　不採算部門であるファイナンス事業については、閉鎖することにより新たな損失の発生を防ぐ所存であり、また、

ＩＴ事業についてはコンテンツ事業および流通事業への電子商取引部分でのサポートを行うことでグループとして

の収益により貢献することをはかっていく所存であります。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。
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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17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金 ※1  2,324,585   2,353,392  28,807

２　受取手形及び売掛金   977,347   882,928  △94,419

３　たな卸資産   920,919   749,401  △171,518

４　短期貸付金   －   66,722  66,722

５　繰延税金資産   －   5,852  5,852

６　その他   574,356   346,795  △227,560

貸倒引当金   △200,687   △322,762  △122,075

流動資産合計   4,596,522 75.9  4,082,330 35.5 △514,191

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  15,165   344,704    

減価償却累計額  5,256 9,908  134,011 210,692  200,784

(2）車両運搬具  2,165   9,479    

減価償却累計額  1,823 341  6,289 3,190  2,848

(3）工具器具備品  28,592   72,782    

減価償却累計額  15,231 13,361  34,052 38,729  25,368

(4）土地 ※2  －   1,464,827  1,464,827

有形固定資産合計   23,612 0.4  1,717,440 14.9 1,693,828

２　無形固定資産         

(1）ソフトウェア   39,049   －  △39,049

(2）映像コンテンツ   385,657   279,390  △106,266

(3）連結調整勘定   －   1,138,233  1,138,233

(4）その他   54,951   135,520  80,568

無形固定資産合計   479,658 7.9  1,553,144 13.5 1,073,486
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前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※3  354,669   3,702,880  3,348,211

(2）長期貸付金   265,471   －  △265,471

(3）長期滞留債権等   454,376   1,068,670  614,293

(4）その他   296,182   420,780  124,598

貸倒引当金   △412,545   △1,031,843  △619,298

投資その他の資産合
計

  958,155 15.8  4,160,488 36.1 3,202,332

固定資産合計   1,461,426 24.1  7,431,073 64.5 5,969,647

資産合計   6,057,948 100.0  11,513,404 100.0 5,455,456
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前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   1,343,277   626,750  △716,527

２　短期借入金   230,000   2,478,585  2,248,585

３　一年内返済予定長期
借入金

※2  668,568   688,554  19,986

４　一年内償還予定社債   364,000   362,000  △2,000

５　未払金   374,606   683,164  308,557

６　未払法人税等   20,665   216,360  195,695

７　返品調整引当金   78,698   79,314  616

８　返品損失引当金   79,069   25,485  △53,583

９　その他   445,007   705,652  260,644

流動負債合計   3,603,893 59.5  5,865,867 51.0 2,261,974

Ⅱ　固定負債         

１　社債   622,000   80,000  △542,000

２　長期借入金 ※2  412,379   469,696  57,317

３　退職給付引当金   －   11,908  11,908

４　役員退職慰労引当金   －   110,250  110,250

５　繰延税金負債   2,727   427,224  424,496

固定負債合計   1,037,106 17.1  1,099,078 9.5 61,972

負債合計   4,640,999 76.6  6,964,946 60.5 2,323,946

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   24,272 0.4  － － △24,272

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※4  2,590,247 42.8  － － △2,590,247

Ⅱ　資本剰余金   2,343,883 38.7  － － △2,343,883

Ⅲ　利益剰余金   △3,545,242 △58.5  － － 3,545,242

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  3,786 0.0  － － △3,786

資本合計   1,392,675 23.0  － － △1,392,675

負債、少数株主持分及
び資本合計

  6,057,948 100.0  － － △6,057,948
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前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

　１　資本金 ※3  － －  6,710,786 58.3 6,710,786

　２　資本剰余金   － －  7,447,921 64.7 7,447,921

　３　利益剰余金   － －  △9,781,414 △85.0 △9,781,414

　４　自己株式   － －  △1,877 △0.0 △1,877

株主資本合計   － －  4,375,416 38.0 4,375,416

Ⅱ　評価・換算差額等         

　１  その他有価証券評
　　　価差額金

     △19,215 △0.2 △19,215

　２  為替換算調整勘定   － －  6 △0.0 6

　評価・換算差額等合計   － －  △19,208 △0.2 △19,208

Ⅲ　新株予約権   － －  47,121 0.4 47,121

Ⅳ　少数株主持分   － －  145,128 1.3 145,128

純資産合計   － －  4,548,458 39.5 4,548,458

負債純資産合計   － －  11,513,404 100.0 11,513,404
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(2）連結損益計算書

 
 

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   3,598,873 100.0  7,754,384 100.0 4,155,510

Ⅱ　売上原価   3,446,627 95.8  5,690,053 73.4 2,243,426

売上総利益   152,246 4.2  2,064,330 26.6 1,912,084

返品調整引当金戻入
額

  20,304 0.6  103,422 1.3 83,117

返品調整引当金繰入
額

  78,698 2.2  113,236 1.5 34,538

差引売上総利益   93,852 2.6  2,054,516 26.5 1,960,663

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,106,648 30.7  2,839,559 36.6 1,732,911

営業損失   1,012,796 △28.1  785,043 △10.1 △227,752

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  3,382   4,014   632

２　受取配当金  95   14,274   14,179

３　投資有価証券売却益  62,769   34,998   △27,771

４　持分法投資利益  2,956   －   △2,956

５　アドバイザリー業務
収入

 －   240,000   240,000

６　デリバティブ評価益  －   218,087   218,087

７　その他  11,493 80,696 2.2 89,040 600,414 7.7 519,717

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  49,449   84,365   34,916

２　新株発行費  17,534   67,736   50,202

３　持分法投資損失  －   2,174   2,174

４　コミットメントライ
ン関連費用

 6,955   －   △6,955

５　金融支払手数料  15,148   14,600   △548

６　投資組合損失  25,157   －   △25,157

７　たな卸資産評価損  －   46,250   46,250

８　その他  12,128 126,372 3.5 134,965 350,093 4.5 223,720

経常損失   1,058,471 △29.4  534,722 △6.9 △523,749
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前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益  －   2,662   2,662

２　投資有価証券売却益  －   8,196   8,196

３　前期損益修正益  － － － 908 11,767 0.2 11,767

Ⅶ　特別損失         

　１　固定資産除却損 ※２ 1,950   11,310   9,360

　２　固定資産売却損  －   110,669   110,669

　３　投資有価証券評価損  －   2,554,136   2,554,136

　４　子会社株式売却損  －   36,676   36,676

　５　貸倒引当金繰入額  112,445   682,965   570,520

６　出資金売却損  2,055   －   △2,055

７　映像使用権の償却方
法変更等に伴う前期
損益修正損

 912,839   －   △912,839

８　事業構造改善損 ※３ 1,307,622   －   △1,307,622

９　事業撤退損失 ※４ 269,839   －   △269,839

10　投資案件に係る支払
報酬　

 －   3,169,028   3,169,028

11　減損損失 ※５ －   1,590,474   1,590,474

12　業務管理等に関わる
費用 

 －   314,250   314,250

13　匿名組合評価損  －   99,497   99,497

14　出資金評価損  －   70,000   70,000

15　その他  － 2,606,752 72.4 20,733 8,659,743 111.7 6,052,990

         

税金等調整前当期純
損失

  3,665,224 △101.8  9,182,698 △118.4 △5,517,474

法人税、住民税及び
事業税

 6,271   272,382   266,111

法人税等調整額  99,632 105,903 2.9 65,141 337,524 4.4 231,620

少数株主損失   6,560 0.1  23,296 0.3 16,736

当期純損失   3,764,568 △104.6  9,496,927 △122.5 △5,732,358

         

－ 19 －



(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   477,537

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１　増資による新株式の発
行

 1,895,197 1,895,197

Ⅲ　資本剰余金減少高    

１　欠損金補填による資本
準備金取崩高

 28,850 28,850

Ⅳ　資本剰余金期末残高   2,343,883

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   213,114

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　欠損金補填による資本
準備金取崩高

 28,850 28,850

Ⅲ　利益剰余金減少高    

　１　当期純損失  3,764,568  

２　役員賞与  4,000  

３　合併による利益剰余金
の減少高

 18,638 3,787,207

Ⅳ　利益剰余金期末残高   △3,545,242

    

－ 20 －



(4) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金  自己株式 株主資本合計

平成17年５月31日残高(千円) 2,590,247 2,343,883 △3,545,242 － 1,388,889

連結会計年度中の変動額      

　新株の発行 5,037,409 5,037,409 － － 10,074,819

　株式交換による増加 － 2,410,512 － － 2,410,512

　減資 △916,870 － 916,870 － －

　欠損金の填補 － △2,343,883 2,343,883 － －

　自己株式の取得 － － － △1,877 △1,877

　当期純損失 － － △9,496,927 － △9,496,927

　株主資本以外の項目の連結

　会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　（千円）
4,120,538 5,104,037 △6,236,172 △1,877 2,986,527

平成18年５月31日残高(千円) 6,710,786 7,447,921 △9,781,414 △1,877 4,375,416

 評価・換算差額等

新株予約権
 少数株主　

持分
純資産合計

 
その他有価証

券評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額合計

平成17年５月31日残高(千円) 3,786 － 3,786 41,000 24,272 1,457,948

連結会計年度中の変動額       

　新株の発行 － － － － － 10,074,819

　株式交換による増加 － － － － － 2,410,512

　減資 － － － － － －

　欠損金の填補 － － － － － －

　自己株式の取得 － － － － － △1,877

　当期純損失 － － － － － △9,496,927

　株主資本以外の項目の連結

　会計年度中の変動額(純額)
△23,001 6 △22,995 6,121 120,855 103,982

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　（千円）
△23,001 6 △22,995 6,121 120,855 3,090,509

平成18年５月31日残高(千円) △19,215 6 △19,208 47,121 145,128 4,548,458

－ 21 －



(5）連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前連結会計年度
（自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日）

対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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  △3,665,224 △9,182,698 △5,517,474

減価償却費  335,898 111,553 △224,344

連結調整勘定償却額  355,121 58,686 △296,435

貸倒引当金の増加額  585,667 20,155 △565,512

 　　　減損損失  － 1,590,474 1,590,474

　　　 返品調整引当金の増加額

　　　 又は減少額(△)
 137,463 △52,967 △190,431

受取利息及び受取配当金  △3,477 △18,288 △14,810

支払利息  49,449 84,365 34,916

出資金評価損  － 70,000 70,000

匿名組合分配損失  － 31,944 31,944

業務管理等に関わる費用  － 314,250 314,250

たな卸資産評価損  － 46,250 46,250

新株発行費  17,534 67,736 50,202

社債発行費  3,300 － △3,300

コミットメント関連費用  6,955 － △6,955

アドバイザリー業務収入  － △240,000 △240,000

固定資産売却益  － △2,662 △2,662

固定資産売却損  － 110,669 110,669

固定資産除却損  1,950 11,310 9,360

投資有価証券売却益  △62,769 △34,998 27,771

投資有価証券評価損  － 2,554,136 2,554,136

投資案件に関わる費用  － 3,169,028 3,169,028

金利スワップ評価益(△)又は評価損  △2,402 － 2,402

デリバティブ評価益  － △218,087 △218,087

投資組合利益(△)又は損失  25,157 △26,523 △51,680

持分法投資利益(△)又は損失  △2,956 2,077 5,033

匿名組合評価損  － 99,497 99,497

子会社株式売却損失  － 36,676 36,676

－ 22 －



 
 

前連結会計年度
（自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日）

対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

売上債権の減少額  80,727 367,788 287,060

長期滞留債権等の増加額（△）  △412,718 － 412,718

仕入債務の減少額（△）  △744,832 △900,629 △155,797

たな卸資産の減少額  3,212,459 379,606 △2,832,853

未収入金の減少額  34,102 3,744 △30,358

前渡金の増加額(△)又は減少額  △74,981 114,658 189,640

前受金の増加額又は減少額（△）  139,014 △144,761 △283,776

その他の資産の増加額（△）  － △58,220 △58,220

その他の負債の増加額  － 443,766 443,766

その他  108,251 133,833 25,582

役員賞与の支払額  △4,000 － 4,000

投資手数料  － 25,983 25,983

小計  119,691 △1,031,643 △1,151,334

利息及び配当金の受取額  3,477 33 △3,444

利息の支払額  △47,839 △86,610 △38,770

法人税等の支払額  △28,687 △197,949 △169,261

業務管理等に関わる支出  － △74,250 △74,250

投資案件に関わる支出  － △3,169,028 △3,169,028

営業活動によるキャッシュ・フロー  46,642 △4,559,448 △4,606,090

－ 23 －



 
 

前連結会計年度
（自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日）

対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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  － △200,000 △200,000

有形固定資産の取得による支出  △16,714 △50,399 △33,684

有形固定資産の売却による収入  210 18,775 18,565

無形固定資産の取得による支出  △540,787 △828,091 △287,303

無形固定資産の売却による収入  － 792 792

投資有価証券の取得による支出  △1,137,299 △6,194,006 △5,056,706

投資有価証券の売却による収入  902,983 442,097 △460,886

関係会社株式の取得による支出 ※３ △37,500 △359,441 △321,941

新規関連会社の株式取得による支出  △3,400 － △3,400

関係会社株式の売却による収入 ※４ － 98,575 98,575

出資金の売却による収入  － 38,883 38,883

貸付による支出  △400,777 △710,000 △309,222

貸付金の回収による収入  98,724 916,645 817,921

敷金保証金差入れによる支出  － △104,218 △104,218

敷金保証金返還による収入  － 54,883 54,883

出資金の払込による支出  △249,629 － 249,629

アドバイザリ－業務による収入  － 240,000 240,000

その他  △2,929 16,827 19,756

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,387,120 △6,618,678 △5,231,558

－ 24 －



 
 

前連結会計年度
（自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日）

対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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
（△）

 △1,253,830 2,138,617 3,392,447

長期借入れによる収入  1,100,000 － △1,100,000

長期借入金の返済による支出  △594,548 △805,406 △210,858

株式の発行による収入  3,772,860 9,888,954 6,116,093

少数株主からの払込による収入  26,800 － △26,800

自己株式の取得による支出  － △1,877 △1,877

　社債の発行による収入  296,700 － △296,700

　社債の償還による支出  △264,000 △704,000 △440,000

　新株予約権の発行による収入  41,000 141,614 100,614

　その他  △6,955 21,026 27,981

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,118,027 10,678,929 7,560,902

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  1,777,549 △499,197 △2,276,747

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  534,968 2,324,585 1,789,616

Ⅵ　新規連結子会社の取得に伴う現金及び現金
同等物の増加高

※４ 12,067 298,000 285,933

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,324,585 2,123,388 △201,197

－ 25 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　当社グループは、当連結会計年度において3,764,568千

円と多額の当期純損失を計上しております。

　当該状況は継続企業としての前提に重要な疑義を抱かせ

るものであります。

　当連結会計年度において計上した大幅な損失については、

経営基盤強化の一環として、出版事業のリストラクチャリ

ング、版権開発事業からの撤退、映像使用権の会計処理の

変更等を行ったことによる一時的なものであります。

　当社グループは、当該状況を解消すべく、財務体質強化

のため当連結会計年度において3,686,395千円の第三者割

当増資を実施するとともに、子会社の売却等不採算事業の

整理を実施しております。その一方で、平成17年６月１日

に株式交換により㈱ツートップを、平成17年７月５日には

株式取得により㈱ミュージックランドを連結子会社とし、

パッケージソフト卸売事業及び楽器販売事業に参入し、新

たな利益獲得機会の拡大を計画しております。

　また、抜本的な経営体質強化策を計画しており、今後、

株主をはじめとする関係者の承認を求め、これらを順次実

施してまいります。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。

　当社グループは、前連結会計年度に3,764,568千円、当

連結会計年度に9,496,927千円と多額の当期純損失を計上

しております。また、前連結会計年度に1,012,796千円、

当連結会計年度に785,043千円と、継続的に営業損失を計

上しております。

 さらに、当連結会計年度に4,559,448千円と重要なマイナ

スの営業キャッシュフローを計上しております。

　当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を抱か

せるものであります。

　当連結会計年度のマイナスの営業キャッシュ・フローは、

主として仕入れたコンテンツが十分なキャッシュフローを

生まなかったこと、投資案件に関し外部への報酬の支払い

が多額に発生したこと等により生じたものであります。

　コンテンツ事業は映像・音楽・出版ともにリクープ（出

資額までの回収）が果たせないタイトルが発生しているこ

と、売上を高めるためにかけた広告宣伝費の効果が十分に

得られなかったことなどにより営業赤字となっていますが、

リリースするタイトルの収益性検討をより厳格に行うこと

を意思決定プロセスに組み入れることにより、リクープで

きるタイトルの確率を引き上げるよう努める所存でありま

す。

　流通事業は利益を計上しておりますが、今後も安定的継

続的に利益を計上できるようにマーケット状況および競合

状況に注視し、必要な投資を行っていく所存であります。

また、在庫管理をさらに徹底することによりキャッシュフ

ローの最適化も行っていく所存であります。

　不採算部門であるファイナンス事業については、閉鎖す

ることにより新たな損失の発生を防ぐ所存であり、また、

ＩＴ事業についてはコンテンツ事業および流通事業への電

子商取引部分でのサポートを行うことでグループとしての

収益により貢献することをはかっていく所存でありま

す。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。

－ 26 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数

　7社

(1）連結子会社の数

　13社

 (2）主要な連結子会社の名称

㈱アーティストハウス

パブリッシャーズ

㈱アーティストフィルム

㈱クロスワープ

㈱ワイズポリシー

㈱ブロードバンドミュージック

　コミュニケーションズ

㈱アーティストハウス

　インベストメント

㈱翔年社

　上記の内、㈱ブロードバンド

ミュージックコミュニケーションズ、

㈱アーティストハウスインベストメ

ント及び㈱翔年社については、当連

結会計年度において新たに設立し持

分を取得したため、連結の範囲に含

めております。

　　　　なお、㈱ワイズポリシーは、平成

16年６月１日に㈲シネマ・パリジャ

ンより社名変更し、株式会社に変更

しております。

(2）主要な連結子会社の名称

㈱アーティストハウスパブリッ

シャーズ

㈱アーティストフィルム

㈱BBMC

㈱ツートップ

㈱アーティストハウスインベス

トメント

㈱翔年社

㈱ミュージックランド

㈱アーティストハウスソリュー

ションズ

㈱ジーワン

Artist House Investment

Asia　Limited

㈱Ｆｏｕ

㈱アーティストハウスエンタテイン

メント

㈱アンティコルムジャパン

　上記の内、㈱ミュージックランド

については、当連結会計年度におい

て株式を取得し、㈱ツートップ、㈱

ジーワン及び㈱Ｆｏｕについては当

連結会計年度において株式交換によ

り株式を取得したため、連結の範囲

に含めております。

　　　　また、㈱アーティストハウスソ

リューションズ、ArtistHouse

Investment Asia Limited、㈱アー

ティストハウスエンタテインメント

及び㈱アンティコルムジャパンにつ

いては、当連結会計年度において新

たに設立し持分を取得したため、連

結の範囲に含めております。

　なお、㈱ワイズポリシー及び㈱ク

ロスワープについては、当連結会計

年度に保有株式を全て売却したため、

連結の範囲から除外しておりま

す。

　㈱ブロードバンドミュージックコ

ミュニケーションズは、平成17年７

月26日付けで㈱BBMCに社名変更を

行っております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

  

 

 

 

 

 

 

 

 　(3)主要な非連結子会社の名称等

　㈱アーカイブゲート

（連結の範囲から除いた理由）

　当連結会計年度において株式を取得して

おりますが、非連結子会社は小規模であり、

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)持分法適用の関連会社の数

2社

(1)持分法適用の関連会社の数

4社

 (2)主要な持分法適用関連会社の名称

㈱ファントム・フィルム

㈱BBバート

　㈱BBバートについては、当連結

会計年度において新たに設立され

て持分を取得したことにより、持

分法の適用範囲に含めております。

(2)主要な持分法適用関連会社の名称

㈱ＢＢバート

Antiquorum S.A

Antiquorum USA, Inc.

C2C Time, Inc

　Antiquorum S.A　

AntiquorumUSA, Inc.、C2C Time, 

Incの３社については、当連結会計年

度において株式を取得したため、持

分法適用会社に含めております。

　なお、持分法適用会社であった㈱

ファントム・フィルムは、当連結会

計年度に保有株式を全て売却したた

め、持分法適用会社から除外してお

ります

(3)持分法を適用していない非連結子会社　

　　適用関連会社（㈱アーカイブゲート）

は、当期純損益及び利益剰余金等からみて

持分法の対象から除いても連結財務諸表に

及ば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範囲から

除外しております。

(4)持分法を適用会社のうち、決算日が連結

決算費と異なる会社については、各社の事

業年度に係る財務諸表を使用ていおりま

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。

　連結子会社のうち㈱ミュージックランド

の決算日は２月末日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。

　ただし、３月１日から連結決算日５月31

日の間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

   　また、Artist House Investment　Asia

　　Limitedの決算日は２月末日でありま

す。

　連結財務諸表の作成にあたっては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

　なお、㈱ジーワンの決算日は３月31日で

ありましたが、５月31日に変更したため、

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算

日現在の期末財務諸表を使用しております。

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

(イ）その他有価証券

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（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

①有価証券

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

 なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資（証券取

引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

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）製品

移動平均法による原価法

③たな卸資産

（イ）製品

移動平均法による原価法

 （ロ）商品

　　　　　　―

（ハ）映像使用権

　見積回収期間（1年）にわたり、

会社所定の償却率によって償却して

おります。

（会計処理方法の変更）

　従来、映像使用権につきましては、

24ヶ月の定額法による償却方法を採

用しておりましたが、当連結会計年

度から見積回収期間（1年）にわた

り、会社所定の償却率によって償却

する方法に変更いたしました。

（ロ）商品

　個別法による原価法

（ハ）映像使用権

　見積回収期間（1年間）にわたり、

会社所定の償却率によって償却して

おります。

 　　　　　―　　
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

  　今回、経営基盤強化の一環とし

て、映像使用権の見積回収期間及び

償却方法の見直しを行うために、過

去の販売実績の収集・分析を行いま

した。

　その結果、回収期間の短期化及び

販売収益が一定の期間に集中しやす

い傾向が見受けられました。

　当該変更は、上記見直しの結果を

踏まえ、期間損益をより適正化する

ために行ったものであります。

　この結果、従来の方法に比較し

て、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

適用した場合の影響額861,628千円

を特別損失として計上し、営業損失

及び経常損失はそれぞれ45,954千円

減少し、税金等調整前当期純損失は

815,674千円増加しております。

　なお、当中間連結会計期間におき

ましては統計的データの収集及び整

備が不十分だったため、当該変更の

決定及び実施は当下半期に行ってお

り、当中間連結会計期間においては、

従来の基準によっております。

　よって、当中間連結会計期間は、

変更後の基準によった場合に比べ、

営業損失及び経常損失はそれぞれ

83,129千円少なく、税金等調整前中

間純損失は944,758千円少なく計上

されております。

　また、セグメント情報に与える影

響は「セグメント情報」に記載して

おります。

　

 （ニ）出版権

　営業の用に供した時点及びその翌

月にそれぞれ20％ずつ償却し、残り

60％を34ヶ月の定額法に基づき償却

しております。

（ニ）出版権

同左

 （ホ）仕掛品

　個別法による原価法

（ホ）仕掛品

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

　定率法によっております。主な耐用年

数は次のとおりであります。

建物　　　　　10～15年

車両運搬具　　４～６年

工具器具備品　４～15年

①有形固定資産

　主として定率法によっております。主

な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　８～60年

車両運搬具　　２～６年

工具器具備品　４～18年

－ 30 －



項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 ②無形固定資産

（ソフトウェア）

　自社利用のソフトウェアについては社

内における見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。

②無形固定資産

（ソフトウェア）

　　　　　　　同左　　

 

 （映像コンテンツ）

　映像コンテンツには、製作出資による

映像コンテンツの取得原価及び外部購入

による映像使用権の取得原価を含めてお

り、作品毎の取得原価の金額を過去の実

績に基づいて、劇場上映権、ビデオ化権

及びテレビ放映権等に分類し、それぞれ

の権利行使による収益獲得時に一括償却

しております。ただし、自社でビデオ・

DVDを販売する場合は、見積回収期間

（1年）にわたり、会社所定の償却率に

よって償却しております。

　なお、当中間連結会計期間においては、

統計的データの収集及び整備が不十分

だったため、「見積回収期間(２年)にわ

たり、会社所定の償却率によって償却」

するという基準によっておりましたが、

下半期において合理的に見積もることが

可能となったため、償却方法の変更の決

定及び実施をしております。

　そのため、当中間連結会計期間におい

ては、変更後の基準によった場合に比べ、

営業損失、経常損失及び税金等調整前中

間純損失はそれぞれ117,883千円少なく

計上されております。

（映像コンテンツ）

　　映像コンテンツには、製作出資によ

る映像コンテンツの取得原価及び外部購

入による映像使用権の取得原価を含めて

おり、作品毎の取得原価の金額を過去の

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等に分類し、それぞ

れの権利行使による収益獲得時に一括償

却しております。ただし、自社でビデ

オ・DVDを販売する場合は、見積回収期

間(1年)にわたり、会社所定の償却率に

よって償却しております。

 （出版コンテンツ）

　出版コンテンツには、自社企画による

出版コンテンツの取得原価及び外部購入

による出版権の取得原価を含めており、

見積回収期間（3年）にわたり、会社所

定の償却率によって償却しております。

（出版コンテンツ）

　　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

 ②返品調整引当金

　一部の連結子会社は、製品の返品によ

る損失に備えるため、将来の返品見込額

の売買利益相当額を計上しておりま

す。

 （会計処理方法の変更）

　従来、返品調整引当金につきましては

期末の売掛債権を基礎として返品見込額

の売買利益相当額を計上しておりました

が、当連結会計年度より、各作品毎の返

品見込数量を見積もってその売買利益相

当額を計上する方法に変更いたしまし

た。

　この変更は、販売点数の増加及び販売

形態の多様化に伴い、売掛債権を基礎と

するよりも返品見込数量を基礎として引

当額を算定するほうがより適切に期間損

益を表示すると判断したことによるもの

であります。

　この変更により、従来と同様の方法に

よった場合と比べて、営業損失、経常損

失及び税金等調整前当期純損失は74,162

千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は

「セグメント情報」に記載しております。

②返品調整引当金

　一部の連結子会社は製品の返品による

損失に備えるため、将来の返品見込額の

売買利益相当額を計上しております。

 ③返品損失引当金

　一部の連結子会社は製品の返品による

損失に備えるため、将来の返品見込額の

全額を計上しております。

③返品損失引当金

　　　　　　　同左

 ④賞与引当金

　　　　　　　　―

④賞与引当金

　一部の連結子会社は従業員に対して支

給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき、連結会計年度負担

額を計上しております。

 ⑤退職給付引当金

　　　　　　　　―

③退職給付引当金

　一部の連結子会社は従業員の退職給付

に備えるため、当期末における退職給付

債務の見込額（期末自己都合退職による

要支額を計上する簡便法）に基づき、当

連結会計年度において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 ⑥役員退職慰労引当金

　　　　　　　　―

⑥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

の支出に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

(4）重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、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

(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

針

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理及び金利スワップにつ

いて特例処理の要件を満たしている場合

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

（ヘッジ手段）同左

（ヘッジ対象）同左

 ③ヘッジ方針

　金利変動リスクを回避するため、対象

債務の範囲内でヘッジを行っております。

③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評価しております。

　ただし、特例処理によっているスワッ

プについては、有効性の評価を省略して

おります。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作

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

　税抜方式によっております。

②任意組合に関する会計処理

　組合の最近の事業報告書又は中間事業

報告書の財産及び損益の状況に基づいて、

組合の資産・負債・収益・費用を当社の

持分割合に応じて計上しております。

①消費税等の会計処理

同左

②任意組合に関する会計処理

同左

 ③連結納税制度の適用

　　連結納税制度を適用しております。

③連結納税制度の適用

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、10年又

は20年間の均等償却を行っております。た

だし、少額なものは一括償却しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

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、連結会社の利益処

分又は損失処理について、連結会計年度中

に確定した利益処分又は損失処理に基づい

て作成しております。

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
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連結財務諸表作成のための基礎となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（映像使用権及び出版権等の計上区分の変更）

　従来、映像使用権及び出版権等の権利につきましては、

たな卸資産として計上しておりましたが、当連結会計年度

より、取得したコンテンツに係る権利については無形固定

資産として計上する方法に変更いたしました。

　この変更は、従来はビデオ化権や日本国内における出版

権等、コンテンツ固有の著作権から派生する権利を取得す

るケースがほとんどであり、権利の利用による売上の計上

と費用の認識との対応関係が比較的明確であったものが、

映像事業においては映像使用権の取得のみならず製作出資

や配給権、ビデオ化権及びテレビ放映権等を含んだオール

ライツの取得の推進、出版事業においては、出版権の取得

のみならず出版物の企画への取り組みを推進するとともに、

当該コンテンツが有する権利を複数の事業及び媒体で横断

的、有機的に利用する方針を明確化したことから、たな卸

資産として認識するよりも、無形固定資産として認識して

減価償却を通じて権利の利用に基づく売上の計上と対応さ

せることがより適切な処理であると判断したことによるも

のであります。

　この変更による損益への影響はありませんが、従来と同

様の方法によった場合と比べて、たな卸資産は408,508千円

減少し、無形固定資産は同額増加しております。また営業

キャッシュ・フローは529,922千円増加し、投資キャッ

シュ・フローは同額減少しております。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

　これにより税金等調整前当期純利益は1,590,474千円減少

しております。

　　　　　　　　　　　　－ 　（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、（「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年11月29日企業会計基準第

4号）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。

　　　　　　　　　　　　－ 　（退職給付に係る会計基準）

　当連結会計年度より、（「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（企業会計基準委員会　平成17年３月16日　企業

会計基準第3号）及び「退職給付に係る会計基準」の一部改

正に関する適用指針（企業会計基準委員会　平成17年３月

16日　企業会計基準適用指針第7号）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。

　　　　　　　　　　　　－ 　（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準）

　当連結会計年度より、（「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第8号）

を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は4,356,208千

円であります。
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前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 　なお、財務諸表等規則の改正により、当連結会計年度に

おける貸借対照表の「純資産の部」については、改正後の

連結財務諸表等規則により作成しております。　 

　　　　　　　　　　　　－ 　（自己株式及び準備金の額の減少に関する会計基準等）

　当連結会計年度より、改正後の（「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　

最終改正平成17年12月27日　企業会計基準第1号）及び「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用針」

（企業会計基準委員会　最終改正平成17年12月27日　企業

会計基準適用指針第2号）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。

　なお、連結財務諸表等規則の改正による連結貸借対照表

の表示に関する変更は以下のとおりであります。

　前連結会計年度において資本に対する控除項目として「資

本の部」の末尾に表示しておりました「自己株式」は、当

会計期間より「株主資本」に対する控除項目として、「株

主資本」の末尾に表示しております。

　　　　　　　　　　　　－ 　（連結株主等資本変動計算書に関する会計基準）

　当連結会計年度より、（「連結株主資本等変動計算書に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27

日　企業会計基準第6号）及び「連結株主資本等変動計算書

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平

成17年12月27日　企業会計基準適用指針第9号）を適用して

おります。

　連結財務諸表等規則の改正により、当連結会計年度より

連結損益計算書の末尾は当期純利益とされております。

　また、当連結会計年度から「連結株主資本等変動計算書」

を作成しております。

　なお、前連結会計年度まで作成しておりました「連結剰

余金計算書」は、本改正により廃止され、当事業年度から

は作成しておりません。 
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（連結貸借対照表）

１．「長期滞留債権等」は前連結会計年度まで、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が、

当連結会計年度において資産の総額の100分の5を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「長期滞留債権等」は12,705

千円であります。

２．「証券取引法等の一部を改正する法律」（第97号）

が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１日より

適用となったこと、及び「金融商品会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日

付で改正されたことに伴い、当連結会計年度末から投資

事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資を「投

資有価証券」に計上する方法に変更しております。

　なお、当連結会計年度末の「投資有価証券」に含まれ

る当該出資の額は199,984千円であります。

（連結貸借対照表）

１.「短期貸付金」は前連結会計年度まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度において金額的重要性が増したため区分掲記しまし

た。

　なお、前連結会計年度末の「短期貸付金」の金額は、

159,162千円であります。

２.「証券取引法等の一部を改正する法律」（第97号）が

平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１日より適

用となったこと、及び「金融商品会計に関する実務指針」

（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付で

改正されたことに伴い、当連結会計年度から投資事業有

限責任組合及びそれに類する組合への出資を「投資有価

証券」に計上する方法に変更しております。

　なお、当連結会計年度末の「投資有価証券」に含まれ

る当該出資の額は535,321千円であります。

（連結損益計算書）

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「金利

スワップ評価益」（当連結会計年度は2,402千円）は、営

業収益の総額の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。

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「社債

発行費」（当連結会計年度は3,300千円）は、営業外費用

の総額の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。

３．投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資の売却益は当連結会計年度より「投資有価証券売却益」

に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度の「投資有価証券売却益」に含

まれている当該出資金の売却益は30,000千円であります。

（連結損益計算書）

　　　　　　　　　　　　―

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動によるキャッシュ・フローの「出資金の払込

による支出」は、前連結会計年度は「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分

掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「出

資金の払込による支出」は1,000千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増加

額又は減少額（△）」は、前連結会計年度は「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増した

ため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「その他」に含まれている

「前受金の増加額又は減少額（△）」は7,721千円であり

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17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）  3,805千円 投資有価証券（株式） 1,758,281千円

※２　　　　　　　　　　－ ※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

（イ）担保に供している資産

預金 220,004千円

建物 111,064千円

土地 1,464,827千円

　　計 1,805,897千円

（ロ）上記に対応する債務
一年内長期借入金 448,050千円

長期借入金 62,600千円

　　計 510,650千円

※３　当社の発行済株式総数は普通株式21,550株であり

　　ます。

※３　当社の発行済株式総数は普通株式138,680株であり

ます。

※４　　　　　　　　　　－ ※４ 土地につきましては、銀行借入金377,250千円に対

する根抵当権（極度額594,000千円）が設定されてお

ります。

５　　　　　　　　　　－ ５　次の第三者の賃料について、債務保証を行ってお　

　ります。

 

 

SAEKI CAPITAL㈱ 月額       5,909千円

合計      5,909千円

６　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２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

　当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

６（１）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２行と当座貸越契約を締結してお

ります。

　当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

当座貸越極度額の総額  400,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 400,000千円

当座貸越極度額の総額      110,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額       10,000千円

　　　　　　　　　　　　－ 　（２）当社関連会社（Antiquorum S.A）においては、

運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しております。当該

業務における当座貸越契約及び貸出コミットメントに

係る貸出未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
　$10,000,000 

 貸出実行残高 － 

 差引額 　$10,000,000 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１　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。

※１　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。

貸倒引当金繰入額 8,262千円

販売手数料 30,902千円

給与手当 166,074千円

役員報酬 99,980千円

業務委託費 129,565千円 

貸倒引当金繰入額      242,360千円

給与手当       373,150千円

役員報酬      185,458千円

役員退職慰労引当金繰入額       13,408千円

賞与引当金繰入額        9,105千円 

広告宣伝費 328,509千円 

業務委託費       420,831千円 

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 1,431千円

工具器具備品 518千円

建物      108,515千円

工具器具備品    2,153千円

 ※３　事業構造改善損の内訳は次のとおりであります。

たな卸資産評価損 602,055千円

貸倒引当金繰入額 241,422千円

返品損失引当金繰入額 137,926千円

連結調整勘定償却額 326,219千円

※３　　　　　　　　　　－

 ※４　事業撤退損失の内訳は次のとおりであります。

前渡金評価損 46,301千円

貸倒引当金繰入額 223,537千円

※４　　　　　　　　　　－

 ※５　　　　　　　　　　　－ ※５　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類  金額（千円）

本社 ゲームコンテンツ  ソフトウエア   521,850  

本社 コンテンツ事業関連  のれん    789,923  

本社 流通事業関連     のれん      278,701

　  　当社グループは、投資先（関係会社）ごとに資産を

グルーピングしております。グルーピングの単位であ

る各投資先のうち、㈱アーティストハウスパブリッ

シャーズ、㈱Ｆｏｕ及び㈱ツートップにおいては、現

状では黒字化の見通しが立っておらず、営業活動から

生ずる損益及びキャッシュ・フローが継続してマイナ

スとなる見込であるため、これらの事業に使用してい

るソフトウエア及び「のれん」について帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額（1,590,474千円）

を減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売却可能価額及び使用価

値により測定しており、使用価値については、将来

キャッシュ・フローを年率５％で割り引いて算定して

おります。
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  （連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 21,550 117,130 － 138,680

合計 21,550 117,130 － 138,680

 (注) 普通株式の発行済株式総数の増加117,130.63株は下記による増加であります。

 　　１．　㈱ツートップ株式交換による760株

 　　２．　株式分割による67,281株

 　　３．　第三者割当増資による10,000株

 　　４．　㈱ジーワン株式交換による3,840株

 　　５．　㈱FOU株式交換による2,400株

 　　６．　㈱ワンネーション新株引受権による30株

 　　７．　第１回新株予約権行使による40株

 　　８．　第２回新株予約権行使による102株

 　　９．　第３回新株予約権行使による22株

 　　10．　第４回新株予約権行使による609株

 　　11．　第５回新株予約権行使による102株

 　　12．　第６回新株予約権行使による1,572株

 　　13．　第７回新株予約権行使による7,360株

 　　14．　第８回新株予約権行使による3,239株

 　　15．　第11回新株予約権行使による19,773株
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当連結会計年度
（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

 ２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

 

 新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計

年度末残

高

(千円)

 

前連結会計

年度末

当連結会計

年度末増

加 

当連結会計

年度末減

少 

当連結会計

年度末 

 提出会社 平成12年2月25日新株引受権  普通株式 30 － 30 － －

　(親会社) 第１回新株予約権  普通株式 345 915 40 1,220 －

　 第２回新株予約権  普通株式 92 174 102 164 －

　 第３回新株予約権  普通株式 27 75 22 80 －

　 第４回新株予約権  普通株式 450 1,323 609 1,164 －

　 第５回新株予約権  普通株式 150 444 102 492 －

　 第６回新株予約権  普通株式 2,000 6,000 1,572 6,428 32,943

　 第７回新株予約権  普通株式 － 7,360 7,360 － －

　 第８回新株予約権  普通株式 － 6,700 6,700 － －

　 第９回新株予約権  普通株式 － 4,326 4,326 － －

　 第11回新株予約権  普通株式 － 30,234 19,773 10,461 14,178

　 第12回新株予約権  普通株式 － 4,330 － 4,330 －

 連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － － 47,121

 

 

 

 (注) １．平成12年２月25日新株引受権の当連結会計年度減少は、新株引受権の行使によるものであります。

 　   ２．第１回～第６回新株予約権の当連結会計年度増加は、平成17年９月30日付で当社株式１株を４株に分割した

　　　　　ことに伴い新株予約権の目的となる株式の数が調整されたものであります。

 　   ３．第１回～第６回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 　   ４．第７回新株予約権の当連結会計年度増加のうち、5,192株は新株予約権の発行によるもの、2,168株は行使価

　　　　　額の修正に伴い新株予約権の目的となる株式の数が調整されたものであります。

 　   ５．第７回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 　   ６．第８回新株予約権の当連結会計年度増加のうち、4,326株は新株予約権の発行によるもの、2,373株は行使価

　　　　　額の修正に伴い新株予約権の目的となる株式の数が調整されたものであります。

 　   ７．第８回新株予約権の当連結会計年度減少のうち、3,239株は新株予約権の行使によるもの、3,461株は新株予

　　　　　約権の権利放棄によるものであります。

 　   ８．第９回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 　   ９．第９回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の権利放棄によるものであります。

 　   10．第10回新株予約権は発行決議後に発行を中止しております。

  　  11．第11回新株予約権の当連結会計年度増加のうち、15,384株は新株予約権の発行によるもの、14,849株は行使

　　　　　価額の修正に伴い新株予約権の目的となる株式の数が調整されたものであります。

  　  12．第11回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

  　  13．第11回新株予約権の当連結会計年度末残高は、行使価額の修正に伴う新株予約権の目的となる株式の数の調

　　　　　整後の株式数を記載しております。

  　  14．第12回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

　　　　　また、新株予約権ついては平成19年２月７日より権利行使が可能となります。

  　  15．上表の新株予約権のうち、第11回新株予約権まですべて権利行使が可能なものであります。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,324,585千円

現金及び現金同等物 2,324,585千円

現金及び預金勘定 2,353,392千円

預入期間が3ヶ月を越える定期預金 △230,004千円

現金及び現金同等物 2,123,388千円

※２　合併により引き継いだ資産及び負債の主な内訳

子会社である㈱クロスワープと当連結会計年度に合

併した㈱ネットアークより引き継いだ資産及び負債の

主な内訳は次のとおりであります。また、合併により

増加した資本金及び資本準備金はありません。

(1) ㈱ネットアーク  

流動資産 14,531千円

固定資産 7,796千円

　資産合計 22,327千円

流動負債 4,271千円

固定負債 －千円

　負債合計 4,271千円

※２　 株式交換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㈱ツートップ、㈱Fou、及

び㈱ジーワンを連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに株式の取得価格と株式取得の為

の支出(純額)との関係は次のとおりであります。 

流動資産 719,085千円 

固定資産 101,249千円 

連結調整勘定 2,144,565千円 

資産計 2,964,900千円 

流動負債 459,389千円 

固定負債 94,999千円 

負債計 554,388千円 

株式交換による資本金

及び資本準備金の増加
2,410,512千円 

持分の取得価格 0千円 

現金及び現金同等物 298,000千円 

株式取得による収入  298,000千円 

  　　 (注)上記の金額は３社の合計額です。 

※３　　　　　　　　　　―

 

※３　持分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　　　　　　　　　　　

持分の取得により新たに㈱ミュージックランドを連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに㈱ミュージックランド持分の取得価格と㈱ミュー

ジックランド取得の為の支出(純額)との関係は次のと

おりであります。

流動資産 637,978千円  

固定資産 2,011,776千円  

連結調整勘定 84,026千円  

資産計 2,733,781千円  

流動負債 539,757千円  

固定負債 1,440,430千円  

負債計 1,980,187千円  

少数株主持分 △162,150千円  

期首利益剰余金の修正 △173,073千円  

持分の取得価格 418,370千円  

現金及び現金同等物 119,978千円  

取得による支出 298,391千円  
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前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※４　　　　　　　　　　―             

 

※４　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の売却により当期連結会計年度において連結子

会社でなくなった㈱クロスワープ及び㈱ワイズポリ

シーの株式売却時の資産及び負債の主な内訳との関係

は次のとおりであります。

流動資産 543,175千円 

固定資産 155,349千円 

　資産計 698,524千円 

流動負債 380,889千円 

固定負債 50,335千円 

　負債計 431,225千円 

少数株主持分 △3,816千円 

株式売却益 103,358千円 

持分の売却価額 191,730千円 

現金及び現金同等物 75,409千円 

売却による収入  112,504千円 

 

 

 　　 (注)上記の金額は２社の合計額です。 
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　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

　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）

工具器具備品 2,851 712 2,138

車両運搬具 5,607 5,211 396

合計 8,458 5,924 2,534

 
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）

工具器具備品 8,286 4,918 3,368

車両運搬具 － － －

合計 8,286 4,918 3,368

(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 966千円

１年超 1,672千円

合　計 2,639千円

１年内    1,687千円

１年超      1,752千円

合　計      3,439千円

(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 3,269千円

減価償却費相当額 2,878千円

支払利息相当額 373千円

支払リース料 1,259千円

減価償却費相当額      1,201千円

支払利息相当額    47千円

(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て、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

　利息相当額の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
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②　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

（平成17年５月31日）
当連結会計年度

（平成18年５月31日）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

種類
取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）
取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）

(1）株式 32,365 38,879 6,513 37,560 79,448 41,888

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 32,365 38,879 6,513 37,560 79,448 41,888

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

種類
取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）
取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）

(1）株式 － － － 648,790 596,729 △52,060

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 648,790 596,729 △52,060

合計 32,365 38,879 6,513 686,350 676,177 △10,172

      ２　連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

902,983 64,018 1,248 442,097 8,196 －

３　その他有価証券で時価評価されていない主な有価証券

前連結会計年度
（平成17年５月31日）

当連結会計年度
（平成18年５月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

 　非上場株式（店頭登録銘柄を除く） 112,000 1,037,930

 　投資事業組合 199,984 229,260

 　新株予約権 － 3,000
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(1）取引の内容

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、金利関連では金利スワップ取引を行って

おります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替・金利変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを

回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、また金利関

連では借入金利等の将来の金利市場における金利変動リ

スクを回避することを目的としております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

①　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

①　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

②　ヘッジ方針

金利変動リスクを回避するため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。

②　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ有効性の評価方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と、

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較

し、その変動額の比率によって有効性を評価してお

ります。ただし、特例処理によっているスワップに

ついては、有効性の評価を省略しております。

③　ヘッジ有効性の評価方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は為替相場の変動リスクを、金利スワッ

プ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

　なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国

内の銀行であるため、相手先の契約不履行による信用リ

スクはほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の実行・管理については、社内管理

規定に従い、資金担当部門が行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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２．取引の時価等に関する事項

 （1）通貨関連

区分 種類

前連結会計年度（平成17年５月31日） 当連結会計年度（平成18年５月31日）

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）

市場取

引以外

の取引

為替予約取引

　買建
        

　　米ドル － － － － － － － －

合計 － － － － － － － －

　（注）１．時価の算定方法

期末の時価は先物相場を使用しております。

２．へッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

（2）金利関連

区分 種類

前連結会計年度（平成17年５月31日） 当連結会計年度（平成18年５月31日）

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）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引         

変動受取

固定支払
－ － － － 584,500 584,500 △7,152 △7,152

合計 － － － － 584,500 584,500 △7,152 △7,152

　（注）１．時価の算定方法

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．へッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

④　退職給付

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

　当社グループは、退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

　一部の連結子会社は従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額（期末自己都合退

職による要支額を計上する簡便法）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。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31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(流動)

繰越欠損金 1,324,407千円

貸倒引当金繰入限度超過額 6,931千円

未払事業税 6,083千円

たな卸資産評価損 57,567千円

返品調整引当金 30,179千円

返品損失引当金 56,127千円

その他 2,254千円

小計 1,483,550千円

評価性引当額 △1,483,550千円

合計 －千円

繰延税金資産(固定)

貸倒引当金繰入限度超過額 74,591千円

小計 74,591千円

評価性引当額 △74,591千円

合計 －千円

繰延税金負債(固定) 

その他有価証券評価差額金 2,727千円

合計 2,727千円

繰延税金負債の純額 2,727千円

繰延税金資産(流動)

繰越欠損金   2,348,535千円

貸倒引当金繰入限度超過額      420,334千円

たな卸資産評価損       18,823千円

その他      39,482千円

小計    2,827,175千円

評価性引当額 △2,827,175千円

合計 －千円

繰延税金資産(固定)

貸倒引当金繰入限度超過額      781,751千円

投資有価証券評価損 1,540,891千円

その他      360,260千円

小計 2,682,902千円

評価性引当額 △2,682,902千円

合計 －千円

繰延税金負債(固定) 

土地評価差額 357,070千円

建物評価差額 3,820千円

その他有価証券評価差額金 66,333千円

合計 427,224千円

繰延税金負債の純額      427,224千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

いるため、記載しておりません。

 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

いるため、記載しておりません。
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

 
映像事業
（千円）

出版事業
（千円）

Ｅコマース
事業
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び

営業損益
       

売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
2,424,209 615,099 520,372 39,192 3,598,873 － 3,598,873

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 293,463 25,139 － 318,602 (318,602) －

計 2,424,209 908,562 545,511 39,192 3,917,475 (318,602) 3,598,873

営業費用 2,895,937 1,144,686 534,928 94,748 4,670,300 （58,631) 4,611,669

営業利益又は

営業損失(△)
△471,727 △236,124 10,583 △55,556 △752,825 (259,971) △1,012,796

Ⅱ　資産、減価償却費及

び資本的支出
       

資産 3,125,994 856,502 173,997 767,080 4,923,574 1,134,373 6,057,948

減価償却費 261,087 48,280 12,916 524 322,810 5,613 328,424

資本的支出 646,369 70,982 11,139 33,897 762,388 14,043 776,431

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1）映像事業…………………ビデオ・DVDの仕入・製造・販売、洋画配給、邦画製作及び国際映画製作

(2）出版事業…………………書籍の製作・出版・販売

(3）Ｅコマース事業…………ネット通販サイトの構築・運営、デジタルメディアによるPR・マーケティング

事業、携帯端末向けへのコンテンツ配信サービス事業

(4）その他事業………………ＣＤの制作・販売、キャラクター開発及び関連商品のライセンス販売、金融投

資事業等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は264,408千円であり、その主なものは管理

部門の費用及び全社経費等であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,896,161千円であり、その主なものは現金及び

預金並びに事務所の保証金等であります。

５．事業区分の変更

　　　事業区分につきましては、従来「映像事業」、「出版事業」、「音楽事業」、「Eコマース事業」及び「版

権事業」の５つの区分にしておりましたが、当連結会計年度より、「映像事業」、「出版事業」、「Eコマー

ス事業」及び「その他」に変更しております。

　　　この変更は「音楽事業」及び「版権開発事業」の事業撤退に伴い、金額はが僅少となったためであります。

　　　なお、当連結会計年度における「音楽事業」の売上高は36,906千円、営業損失△53,009千円であり、「版

権開発事業」の売上高及び営業利益は該当ありません。
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６．会計処理の変更

 (返品調整引当金)

　　　「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」に記載のとおり、返品調整引当金については、

従来、期末の売掛債権を基礎として返品見込額の売買利益相当額を計上しておりましたが、当連結会計年度

より、各作品毎の返品見込数を見積もってその売買利益相当額を計上する方法に変更いたしました。

　　　この変更は、販売点数の増加及び販売形態の多様化に伴い、売上債権を基礎とするよりも返品見込数量を

基礎として引当額を算定するほうがより適切に期間損益を表示すると判断したことによるものであります。

　　　この変更により、従来と同様の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の出版事業の営業損失は74,162

千円増加しております。

（映像使用権の償却方法)

　　　映像使用権につきましては、当連結会計年度より、24ヶ月の定額法による償却方法から、見積回収期間

（1年）にわたり、会社所定の償却率によって償却する方法に変更しております。

　　　この変更により、従来と同様の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の映像事業の営業損失は45,954

千円減少しております。

（映像使用権及び出版権等の計上区分の変更）

 　　　映像使用権及び出版権等の権利につきましては、従来たな卸資産として計上しておりましたが、当連結会

計年度より、取得したコンテンツに係る権利については無形固定資産として計上する方法に変更しておりま

す。

 　　　この変更により、従来と同様の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の減価償却費は映像事業で

260,712千円増加し、出版事業は48,131千円増加しております。

 　　　また、当連結会計年度の資本的支出は映像事業で646,369千円増加し、出版事業は70,982千円増加してお

ります。
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当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

 
コンテンツ

事業
（千円）

流通事業
（千円）

ＩＴ事業
（千円）

ファイナン
ス事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び

営業損益
       

売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
3,412,951 4,285,724 55,709 － 7,754,384 － 7,754,384

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

10,163 － 52,919 － 63,083 (63,083) －

計 3,423,114 4,285,724 108,628 － 7,817,467 (63,083) 7,754,384

営業費用 3,661,685 3,924,230 93,211 48,495 7,727,623 811,804 8,539,428

営業利益又は

営業損失(△)
△238,571 361,493 15,417 △48,495 89,843 (874,887) △785,043

Ⅱ　資産、減価償却費及

び資本的支出
       

資産 2,182,267 2,019,516 86,316 1,274,365 5,562,464 5,590,047 11,513,404

減価償却費 12,084 19,405 372 15 31,879 79,673 111,553

減損損失 521,850 － － － － 1,068,624 1,590,474

資本的支出 442,395 8,861 2,453 200 453,910 474,981 928,891

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1）コンテンツ事業………………書籍の製作・出版・販売、ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、映画制

　　　　　　　　　作・出資及び映像企画製作、音楽コンテンツのデジタル配信及び音楽企

　　　　　　　　　画制作

(2）ファイナンス事業………投資事業組合への出資を通じた株式売買及び有価証券の売買、その他金融・投

資事業等

(3）流通事業………………楽器販売、映像パッケージ等の二次流通等

(4）IT事業……………eコマース、Web開発・マーケティング、及びソフトウェアの開発・製造・販売等

 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は874,887千円であり、その主なものは管理

部門の費用及び全社経費等であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,712,773千円であり、その主なものは現金及び

預金、関係会社株式並びに事務所の保証金等であります。

５．事業区分の変更

　　　事業区分につきましては、従来「映像事業」、「出版事業」、「Ｅコマース事業」及び「その他」の４事

業に区分しておりましたが、当連結会計年度より「コンテンツ事業」、「流通事業」、「ファイナンス事業」

及び「ＩＴ事業」の４区分に変更しております。

　　　この変更は当社グループが前連結会計年度に子会社の売却等不採算事業の整理を実施するとともに、当連

結会計年度より株式会社ツートップ、株式会社ミュージックランド、株式会社アーティストハウスソリュー

ションズ、Artist　House　Investment　Asia　Limited、株式会社ジーワン、株式会社Ｆｏｕ、株式会社アー

ティストハウスエンタテインメント、株式会社アンティコルムジャパンの８社が当社グループに加わったこ

とにより、事業構造が大きく転換したことを契機に、各事業の実態及び収益構造を適切に開示し、事業の種

類別セグメント情報の有効性をより高めるために行ったものであります。
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前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

 
コンテンツ

事業
（千円）

流通事業
（千円）

ファイナン
ス事業事業
（千円）

ＩＴ事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び

営業損益
       

売上高        

(1）外部顧客に対す

る売上高
3,078,501 － － 520,372 3,598,873 － 3,598,873

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

3,013 － － 25,139 28,152 (28,152) －

計 3,081,514 － － 545,511 3,627,025 (28,152) 3,598,873

営業費用 3,840,090 － 4,832 534,928 4,379,851 231,818  4,611,669

営業利益又は

営業損失(△)
△758,575 － △4,832 10,583 △752,825 (259,971) △1,012,796

Ⅱ　資産、減価償却費及

び資本的支出
       

資産 4,305,773 － 443,803 173,997 4,923,574 1,134,373 6,057,948

減価償却費 309,893 － － 12,916 322,810 5,613 328,424

資本的支出 751,248 － － 11,139 762,388 14,043 776,431

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の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16年６月１日　至平成17年５月31日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年６月１日　至平成17年５月31日）

（１）役員及び個人主要株主等

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（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上
の関係

役員 楠部 孝 － －

当社代表

取締役社

長

（被所有）

直接

 0.7％

－ －
資金の貸付

（※１）
2,000  － －

役員及びその近親

者が議決権の過半

数を有している会

社（当該会社の子

会社を含む）

㈱プラネット

ワークス

東京都

千代田区
10,000

コンテン

ツ事業
－ －  －

資金の貸付

（※２）
65,023

短期貸

付金
65,023

役員及びその近親

者が議決権の過半

数を有している会

社（当該会社の子

会社を含む）

㈱未来総研
東京都

千代田区
30,000 不動産業 － 役員１名 － 

映画への製

作出資につ

き地位の譲

り受け

（※３）

101,300  － －

役員及びその近親

者が議決権の過半

数を有している会

社（当該会社の子

会社を含む） 

㈱ルイージ
東京都

千代田区
20,000

コンサル

ティング

業

－ －  －

コンサル

ティング報

酬

（※４）

6,000  － －

役員及びその近親

者が議決権の過半

数を有している会

社（当該会社の子

会社を含む）

プライベートエ

クイティジャパ

ン㈱

東京都

千代田区
445,000

コンサル

ティング

業

（被所有）

直接

 15.5％

役員１名  －

コンサル

ティング報

酬

（※５）

1,800  － －

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

（※１）社内規程に基づき貸付を行っております。

（※２）特定の取引につき、使途を限定した上で貸付を行っています。支払条件・利息等は当社と関連を有し

ない他の当事者と同様の条件によっております。

（※３）海外映画への製作出資につき㈱未来総研が有する地位を平成16年11月に譲り受けております。取引条

件については出資額を基準に実質価額を考慮して適正に決定されております。

（※４）第三者割当増資に際してのコンサルタント報酬の支払をしております。当該会社との取引価格・取引

条件については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

（※５）平成16年６月に経営改革のためのコンサル報酬を支払っております。当該会社との取引価格・取引条

件については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

３．㈱プラネットワークスはプライベートエクイティジャパン㈱が100％出資する会社であります。

４．㈱未来総研は、当社取締役馬場和明及びその近親者が100％出資する会社であります。

５．㈱ルイージは未来総研が100％出資する会社であります。

６．プライベートエクイティジャパン㈱は、当社取締役馬場和明及びその近親者が100％出資する会社であります。
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当連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

（１）役員及び個人主要株主等

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（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上
の関係

役員 榊原　正人 － －
当社　　

監査役

 

－

 

－ －
資金の貸付

（※）
 －  未収入金 10,000

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

（※）所定の社内手続きに基づき貸付を行っております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 64,625.33円

１株当たり当期純損失 288,959.83円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
－円

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額        32,799.88円

１株当たり当期純損失        86,418.26円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
－円

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

（注）　１株当たり当期純損益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失(△）   

当期純損失(千円) △3,764,568 △9,496,927

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） △3,764,568 △9,496,927

期中平均株式数（株） 普通株式 13,028 普通株式 109,898

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

新株予約権６種類（新株予約権個

数3,064個）及び新株引受権１種類

（新株予約権の目的となる株式数

30株）。

新株予約権８種類（新株予約権個

数7,047個）及び新株引受権１種類

（新株予約権の目的となる株式数

19,701株）。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．当社は平成17年４月26日開催の取締役会決議に基づき、

映像等パッケージソフト二次流通事業への参入するべく、

当該卸売事業を展開する㈱ツートップを平成17年６月１

日付にて株式交換し、同社を完全子会社といたしました。

この株式交換に伴い当社普通株式760株を新規発行し、

㈱ツートップの株主に割当てを行いました。株式交換比

率は同社株1株につき当社株3.8株であります。なお、こ

の新株発行による当社の資本金の増加はありません。

１. 当社は平成18年６月12日開催の取締役会決議に基づき、

㈱ＢＢＭＣの主な事業であります音楽レーベルの企画・

運営事業に更に力を注いで行くために平成18年６月30日

付にて株式譲渡契約を締結いたしました。

　この株式譲渡契約に伴い㈱ＢＢＭＣは当社の完全子会社

となりました。

２．当社は平成17年６月29日開催の取締役会決議に基づ

き、音楽関連事業の拡大を計るべく、楽器販売事業を

行う㈱ミュージックランドの普通株式48,600株（発行

済株式総数72,000株）を平成17年７月５日に416,250千

円にて取得し、同社を子会社といたしました。

２. 当社は会社法第346条第４項及び第６項の規定に基づ

き平成18年６月27日開催の監査役会決議でアスカ監査

法人を一時会計監査人の職務を行うべき者（仮会計監

査人）に選任し、現在に至っております。

３．当社は平成17年７月11日開催の取締役会において、

株式の流動性の向上及び株主数の増加、個人投資家に

よる資本参加及び株式市場の活性化のため、平成17年

９月30日(金曜日)付をもって、次のとおり株式分割に

よる新株式を発行することを決議しております。

(1）分割により増加する株式数

　普通株式として、平成17年８月11日(木曜日)最終の

発行済株式数に３を乗じた株式数となります。

(2）分割の方法

　平成17年８月11日(木曜日)最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載又は記録された株主、並びに端株原簿

に記載又は記憶された端株主の所有株式数を１株につ

き４株の割合をもって分割いたします。

(3）効力発生日

 　　　平成17年９月30日(金曜日)

(4）配当起算日

　　　 平成17年６月１日(水曜日)

(5）その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取

締役会において決定いたいます。
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前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

 －

前連結会計年度 当連結会計年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

40,823円56銭 16,156円33銭

 １株当たり当期純利益金額  １株当たり当期純利益金額

988円60銭 △72,239円96銭

 潜在株式調整後1株当た

 り当期純利益金額

 潜在株式調整後1株当たり 

 当期純利益金額

935円89銭 －

４．当社は平成17年７月25日開催の取締役会において、

子会社である㈱ワイズポリシーについて、当社が所有

する同社株式及び同社に対する債権を譲渡することを

決議し、平成17年７月29日付で沖田敦氏に譲渡いたし

ました。

 

５. 当社は平成17年７月25日開催の取締役会において、

子会社である㈱クロスワープについて、当社が所有す

る同社株式を譲渡することを決議し、平成17年７月29

日付でピナクル匿名組合ロックポイント(営業者ピナク

ル株式会社)に譲渡いたしました。
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５．仕入、生産及び販売の状況

　当連結会計年度から、事業の種類別セグメントの区分を変更したため、前年同期比較にあたっては、前連結会計年度

分を変更後の区分に組替えて行っております。

(1）仕入実績

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

前期比

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

コンテンツ事業 26,212 100.0 2,587,108 46.6 2,019,438 7,804.2

流通事業 － － 2,969,961 53.4 2,969,961 100.0

ＩＴ事業 － － － － － －

金融 － － － － － －

合計 26,212 100.0 5,557,069 100.0 4,989,399 19,134.8

(2）販売実績

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

前期比

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

コンテンツ事業 3,039,308 81.8 3,412,951 44.0 373,643 112.3

流通事業 － － 4,285,724 55.3 4,285,724 100.0

ＩＴ事業 520,372 17.1 55,709 0.7 △464,663 △10.7

その他事業 39,192 1.1 － － △39,192 △100.0

合計 3,598,873 100.0 7,754,384 100.0 4,155,512 215.47

(3）主な相手先の販売実績

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

㈱スタイルジャム － － 1,561,359 20.1

㈱メディアファクトリー － － 811,754 10.5

㈱ハピネット 486,881 13.5 49,211 0.6

㈱レントラックジャッパン 154,664 4.3 95,167 1.2

㈱角川書店 15,800 0.4 － －
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