
 
平成18年５月期 個別財務諸表の概要 平成18年７月28日

上場会社名 株式会社アーティストハウスホールディングス 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 3716 本社所在都道府県 東京都 

(URL　http://www.artisthouse.co.jp)
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決算取締役会開催日 平成18年７月28日 中間配当制度の有無 　有

配当支払開始予定日 　　　－ 単元株制度採用の有無　無

定時株主総会開催日 平成18年８月30日   

１．平成18年５月期の業績（平成17年６月１日～平成18年５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 ％

18年５月期 228 57.8 △593 － △508 －

17年５月期 394 38.2 △171 － △232 －

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 △8,051 － △73,260 74 － － △288.2 △18.1 △223.1

17年５月期 △3,260 － △250,288 21 － － △231.5 △5.7 △58.8

（注）①期中平均株式数 18年５月期 　　　109,898株　　 17年５月期 13,028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、対前期増減率であります。

(2）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 8,320 3,959 47.6 28,214 34

17年５月期 3,995 1,673 41.9 77,671 60

（注）①期末発行済株式数 18年５月期   138,681株 17年５月期 21,550株

②期末自己株式数 18年５月期 7株 17年５月期 －株

２．平成19年５月期の業績予想（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 155 △140 △160

通　期 310 △150 △180

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△1,356円64銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

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

事項は添付資料の７ページを参照してください。

３．配当状況

配当状況・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年５月期 － － － － － － － － －

18年５月期 － － － － － － － － －

－ 1 －



配当状況・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

19年5月期（予想） － － － － － －    

－ 2 －



６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成17年５月31日）

当事業年度
（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   1,294,416   1,348,194  2,642,610

２　売掛金 ※２  124,313   58,732  △183,046

３　前渡金   126,680   20,000  △106,680

４　前払費用   12,850   13,849  999

５　短期貸付金   68,746   3,722  △65,024

６　関係会社短期貸付金   2,629,600   4,389,745  1,760,145

　７　その他   64,726   168,207  103,481

貸倒引当金   △1,462,521   △1,624,983  △3,087,504

流動資産合計   2,858,811 71.5  4,377,468 52.6 1,518,656

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  14,715   50,057    

減価償却累計額  5,059 9,656  3,014 47,043  37,387

(2）車両運搬具  2,165   2,165    

減価償却累計額  1,823 341  1,932 232  △109

(3）工具器具備品  19,085   33,244    

減価償却累計額  10,291 8,794  7,864 25,380  16,586

有形固定資産合計   18,792 0.5  72,656 0.9 53,863

２　無形固定資産         

(1）ソフトウェア   8,390   10,425  2,035

(2）映像コンテンツ   5,500   －  5,500

(3）その他   283   283  －

無形固定資産合計   14,173 0.4  10,709 0.1 △3,464

－ 3 －



 
 

前事業年度
（平成17年５月31日）

当事業年度
（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  70,600   2,797,504  2,686,104

(2）関係会社株式   700,700   907,772  1,608,472

(3) 出資金   221,657   1,000  △222,657

(4）長期滞留債権等   207,657   374,268  581,925

(5）長期前払費用   13,403   20,515  33,918

(6）敷金保証金   53,663   87,100  140,763

貸倒引当金   △163,704   △328,216  △491,920

投資その他の資産合
計

  1,103,976 27.6  3,859,945 46.4 2,755,968

固定資産合計   1,136,943 28.5  3,943,311 47.4 2,806,368

資産合計   3,995,754 100.0  8,320,779 100.0 4,325,025

         

－ 4 －



 
 

前事業年度
（平成17年５月31日）

当事業年度
（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   43,952   43,952  －

２　短期借入金   230,000   2,600,000  2,370,000

３　一年内返済予定長期
借入金

  647,640   134,500  △488,140

４　一年内償還予定社債   364,000   322,000  △2,000

５　未払金   61,040   745,846  684,805

６　未払費用   6,441   13,424  6,982

７　未払法人税等   11,632   46,268  34,636

８　前受金   143,640   －  143,640

９　預り金   15,778   454,698  438,920

10　新株予約権   41,000   －  41,000

11　その他   3   400  397

流動負債合計   1,565,128 39.2  4,361,090 52.4 2,795,962

Ⅱ　固定負債         

１　社債   622,000   －  622,000

２　長期借入金   134,500   －  134,500

３　繰延税金負債   303   －  303

固定負債合計   756,803 18.9  －  △756,803

負債合計   2,321,931 58.1  4,361,090 52.4 2,039,158

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  2,590,247 64.8  － － △2,590,247

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  2,069,037   －   △2,069,037

　 ２　その他資本剰余金         

　　(1)資本準備金減少差益  274,846   －   △274,846

資本剰余金合計   2,343,883 58.7  － － △2,343,883

Ⅲ　利益剰余金         

1　当期未処理損失  3,260,754   －   △3,260,754

利益剰余金合計   △3,260,754 △81.6  － － 3,260,754

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  446 0.0  － － △446

資本合計   1,673,822 41.9  － － △1,673,822

負債資本合計   3,995,754 100.0  － － △3,995,754

         

－ 5 －



 
 

前事業年度
（平成17年５月31日）

当事業年度
（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   － －  6,710,786 80.7 6,710,786

　２　資本剰余金         

　　(1)資本準備金  －   5,258,100   5,258,100

資本剰余金合計   － －  5,258,100 63.2 5,258,100

　３　利益剰余金         

 (1)その他利益剰余金         

 　 繰越利益剰余金  －   △8,051,217   △8,051,217

利益剰余金合計   － －  △8,051,217 △96.8 △8,051,217

　４　自己株式   － －  △1,877 △0.0 △1,877

株主資本合計   － －  3,915,792 47.1 3,915,792

Ⅱ　評価・換算差額等         

　１　その他有価証券評
　　　価差額金

  － －  △3,225 △0.0 △3,225

評価・換算差額等合計   － －  △3,225 △0.0 △3,225

Ⅲ　新株予約権   － －  47,121 0.5 47,121

純資産合計   － －  3,959,689 47.6 3,959,689

負債純資産合計   － －  8,320,779 100.0 8,320,779

－ 6 －



(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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 ※１        

１　映像事業売上  56,815   －   56,815

２　音楽事業売上  414   －   414

３　Eコマース事業売上  15,930   －   15,930

４　関係会社業務受託売
上

 321,179 394,339 100.0 228,010 228,010 100.0 △166,329

Ⅱ　売上原価         

１　映像事業原価  143,570   －   143,570

２　Eコマース事業原価  4,700   －   4,700

３　関係会社業務受託原
価

 144,515 292,786 74.2 351,499 351,499 154.2 58,713

売上総利益   101,553 25.8  △123,489 △54.2 △225,042

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  272,771 69.2  470,410 260.3 197,639

営業損失   171,218 △43.4  593,900 △260.5 422,682

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※１ 84,595   10,380   △74,214

２　受取配当金  70   36   △34

４　投資有価証券売却益  25,979   2,100   △23,878

５ アドバイザリー業務収
入

 －   240,000   240,000

６　その他  1,991 112,637 28.6 227 252,745 110.8 140,108

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  38,285   47,421   9,135

２　社債利息  6,486   4,991   △1,495

３　新株発行費  15,299   67,736   52,437

４　コミットメント関連
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  80,020   24,370   △55,649

７　その他  11,259 173,454 44.0 8,374 167,494 73.4 △5,960

経常損失   232,036 △58.8  508,649 △223.1 276,613

－ 7 －



  
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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　貸倒引当金戻入益  739   88,682   87,943

　２　関係会社株式売却　
　　　　　益　

 －   31,730   31,730

３　その他  － 739 0.2 13,295 133,707 58.6 132,968

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※３ 1,873   11,203   9,330

３　貸倒引当金繰入額  2,176,464   1,088,920   
△

1,087,544

４　関係会社株式評価損  480,299   2,173,066   1,692,767

５　出資金売却損  1,697   70,000   68,303

６　映像使用権の償却方
法変更等に伴う前期
損益修正損

 79,723   －   △79,723

７　事業撤退損失 ※４ 230,839   －   △230,839

８　投資有価証券評価損  －   789,186   789,186

９　貸倒損失  －   22,506   22,506

10　匿名組合出資金評価
損

 －   99,497   99,497

11　投資案件に係る支払
報酬

 －   3,169,028   3,169,028

13　業務改善に係る支出  －   314,250   314,250

14　その他  － 2,970,896 753.4 6,687 7,744,346 3,396.5 4,773,450

税引前当期純損失   3,202,193 △812.0  8,119,288 △3,560.9 △4,917,095

法人税、住民税及び
事業税

 △263   △68,071    

法人税等調整額  58,824 58,561 14.9 － △68,071 29.9 △126,632

当期純損失   3,260,754 △826.9  8,051,217 △3,531.1 △4,790,462

前期繰越損失   －   －  －

当期未処理損失   3,260,754   －  －

         

－ 8 －



映像事業原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

製品製作費  6,654  －  △6,654

期首仕掛品たな卸高  1,855  －  △1,855

合計  8,509  －  △8,509

期末仕掛品たな卸高  －  －  －

映画製作原価  8,509 5.9 － － △8,509

他勘定振替高 ※1 1,855 △1.3 － － △1,855

映像使用権償却額  108,644 75.7 － － △108,644

映画配給原価  13,256 9.2 － － △13,256

映像分配金  1,896 1.3 － － △1,896

映画制作販売原価  3,119 2.2 － － △3,119

その他映像事業原価  10,000 7.0 － － △10,000

当期映像事業原価合計  143,570 100.0 － － △143,570

       

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算制度を
採用しております。

 

※1 　他勘定への振替高の内訳は次のとおりであります。 ― 

販売費及び一般管理費 1,855千円

－ 9 －



Eコマース事業原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

外注費  4,700 100.0 － － △4,700

当期Eコマース事業原価合
計

 4,700 100.0 － － △4,700

関係会社業務受託事業原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

人件費  27,494 19.0 50,277 14.3 22,782

経費  117,021 81.0 301,222 85.7 184,201

当期関係会社業務受託事業
原価合計

 144,515 100.0 351,499 100.0 206,984

－ 10 －



(3）損失処理計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日）
（平成17年８月26日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（その他資本剰余金の処分)    

Ⅰ　その他資本剰余金   274,846

Ⅱ　その他資本剰余金処分額    

１　利益剰余金への振替額  274,846 274,846

Ⅲ　その他資本剰余金次期繰
越額

  －

（当期未処理損失の処理）    

Ⅰ　当期未処理損失   3,260,754

Ⅱ　損失処理額    

１　その他資本剰余金から
の振替額

 274,846  

２　資本準備金取崩額  2,069,037 2,343,883

Ⅲ　次期繰越損失   916,870

    

－ 11 －



(4) 株主資本等変動計算書

当事業年度（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
 

資本準備金
 その他資本

剰余金

その他利益

剰余金 

 
繰越利益

剰余金 

平成17年５月31日残高

（千円）
2,590,247 2,069,037 274,846 △3,260,754 － 1,673,376

事業年度中の変動額       

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

　株式交換による増加 － 220,690 － － － 220,690

　減資 △916,870 － － 916,870 － －

  欠損金填補 － △2,069,037 △274,846 2,343,883 － －

  自己株式の取得 － － － － △1,877 △1,877

　当期純損失 － － － △8,051,217 － △8,051,217

　株主資本以外の項目

  の事業年度中の

  変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計

（千円）
4,120,538 3,189,063 △274,846 △4,790,462 △1,877 2,242,416

平成18年５月31日残高

(千円)
6,710,786 5,258,100 － △8,051,217 △1,877 3,915,792

 
評価・換算

差額等
新株予約権 純資産合計

 
その他有価証

券評価差額金

平成17年５月31日残高

（千円）
446 41,000 1,714,822

事業年度中の変動額    

　新株の発行 － － 10,074,819

  株式交換による増加 － － 220,690

  減資 － － －

  欠損金填補 － － －

  自己株式の取得 － － △1,877

　当期純損失 － － △8,051,217

　株主資本以外の項目

  の事業年度中の

  変動額（純額）

△3,671 6,121 2,450

事業年度中の変動額合計

（千円）
△3,671 6,121 2,244,866

平成18年５月31日残高

（千円）
△3,225 47,121 3,959,689
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　当社は、当事業年度において3,260,754千円と多額の

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。

　当事業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、出版事業子会社のリストラ

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伴う投資の評価減及び

債権に対する貸倒引当金の計上等による一時的なもので

あります。

　当社は、当該状況を解消すべく、財務体質強化のため

当事業年度において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日には

株式交換により株式会社ツートップを、平成17年７月５

日には株式取得により株式会社ミュージックランドを子

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。

　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当財務諸表には反映してお

りません。

　当社は、前事業年度において3,260,754千円、当事業

年度において8,051,217千円と多額の当期純損失を計上

しております。また、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。

 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。

　当期末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期末財務諸表には反

映しておりません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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

移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

(2）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

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基準

及び評価方法

（1）デリバティブ

時価法

（1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

 

(1）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、当事業年度か

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。

　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79,723千円を特別損失

として計上し、営業損失及び経常損

失はそれぞれ51,185千円減少し、税

引前当期純損失は28,537千円増加し

ております。

(2）映像使用権

 　　　　　　―
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項目
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　なお、当中間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29,299千

円多く、税引前中間純損失は50,423

千円少なく計上されております。

 

 (3）仕掛品

個別法による原価法

(3）仕掛品

―

４．固定資産の減価償却の

　　方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。なお、主

な耐用年数は次のとおりであります。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。なお、主

な耐用年数は次のとおりであります。

 建物　　　　　　８～10年

車両運搬具　　　４～６年

工具器具備品　　４～15年

建物　　　　　　８～10年

車両運搬具　　　６年

工具器具備品　　５～８年

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

（ソフトウェア）

　自社利用のソフトウエアについては

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

　定額法によっております。

（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。

（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。
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項目
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 　なお、当中間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、下半期においてより合理的に見

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。

　よって、当中間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、経常損失及び税引前中間純損

失は99,916千円少なく計上されており

ます。

 

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

 (2）社債発行費

　　　支出時に全額費用処理しております。

(2）社債発行費

　　　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

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

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

ヘッジ会計の特例処理の要件を満た

す金利スワップについては、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

　　 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）ヘッジの有効性評価の方法

特例処理を採用しているため、有効

性の評価を省略しております。

（4）ヘッジの有効性評価の方法

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

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

税抜方式によっております。

（2）任意組合（映画投資組合）の会計処理

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（映画投資組合）の会計処理

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
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会計処理の変更 

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　（映像使用権等の計上区分の変更）

　従来、映像使用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、当事業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、権利の利用による売上の計上と費用の認識

の対応関係が比較的明確であったものが、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を推進をするとともに、

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5,500千円減

少し、無形固定資産は同額増加しております。

　（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、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。

　これによる損益に与える影響はありません。

　　　　　　　　　　　　－ 　（役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、（「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）

　当事業年度より、（「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。

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

　当事業年度より、（「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3,912,567千

円であります。

　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「純資産の部」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。　 
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前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

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

　当事業年度より、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指針」

（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、財務諸表等規則の改正による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。

　前事業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。

　　　　　　　　　　　　－ 　（株主資本等変動計算書に関する会計基準）

　当事業年度より、（「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「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。

　財務諸表等規則の改正により、当会計期間より損益計算

書の末尾は当期純利益とされております。

　また、当事業年度から「株主資本等変動計算書」を作成

しております。

　なお、前事業年度まで作成しておりました「利益処分計

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。 

 表示方法の変更

 

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（貸借対照表）

１. 前期まで区分掲記しておりました「立替金」（当期

末残高4,735千円）は、総資産額の100分の１以下となっ

たため、流動資産の「その他」に含めて表示することに

しました。

２．前期まで区分掲記しておりました「未収入金」（当

期末残高37,239千円）は、総資産額の100分の１以下と

なったため、流動資産の「その他」に含めて表示するこ

とにしました。

（貸借対照表）

１. 「投資有価証券」は、前期までは投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当会計期

間末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲

記しました。

　なお、前会計期間末の「投資有価証券」の金額は、

79,399千円であります。　

（損益計算書）

　前期まで区分掲記しておりました「社債発行費」は、

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」に含めて表示することにしました。

　なお、当期における「社債発行費」は3,300千円であ

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17年５月31日）

当事業年度
（平成18年５月31日）

※１　授権株式数及び発行済株式数 ※１　　　　　　　　　　　－

授権株式数 普通株式 35,600株

発行済株式総数 普通株式 21,550株

 　　　　     

      

※２　関係会社

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

※２　関係会社

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

売掛金 82,866千円 売掛金      58,732千円

※３　

　　　　　　　　　　－

※３　投資有価証券の額に含まれるアンティコルムＳ．Ａ

株につきましては、すべて株式会社クロニクルに対

する借入2,000,000千円の担保に供しております。

  株式数  1,050株 

  評価額 1,754,881千円 

４　偶発債務

　次の関係会社について、金融機関からの借入及び

権利購入に対し債務保証を行っております。

４　偶発債務

（１）　次の関係会社について、金融機関からの借入

及び権利購入に対し債務保証を行っております。

㈱アーティストフィルム 247,000千円

合計 247,000千円

㈱アーティストフィルム       300,000千円

合計        300,000千円

 

 

（２）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

５　準備金による欠損てん補

（１）平成14年8月29日開催の定時株主総会において

下記の欠損てん補を行っております。

５　　　　　　　　　　　　－

 

 資本準備金 185,491千円   

 （２）平成16年2月17日開催の臨時株主総会において

下記の欠損てん補を行っております。

 資本準備金 129,697千円

 

  

６　資本欠損

　資本欠損の額は2,985,908千円であります。

６　　　　　　　　　　　　－

　

７　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446千円で

あります。

７　　　　　　　　　　　　－
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前事業年度
（平成17年５月31日）

当事業年度
（平成18年５月31日）

８　　　　　　　　 　　　－ ８　

（１）当社連結子会社（アーティストフィルム他１０

社）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
12,800,000千円 

 貸出実行残高 4,389,745千円 

 差引額 8,410,255千円 

５　　　　　　　　 　　　－ 　（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 

９　当社は、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。

 当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

９　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しております。

 当事業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 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    100,000千円 

 借入実行残高 100,000千円 

 差引額 － 
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社への売上高 337,001千円

関係会社からの受取利息 83,447千円

関係会社への売上高      224,142千円

関係会社からの受取利息       5,873千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は2.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は97.4％であ

ります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２　販売費に属する費用のおおよその割は   10.1％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は 89.9％

であります。主要な費目及び金額は次のとおりであり

ます。

役員報酬 40,807千円

業務委託費 58,296千円

給与手当 18,165千円

減価償却費 6,338千円

地代家賃 13,982千円

支払報酬 57,057千円

貸倒引当金繰入額 34千円

役員報酬       47,204千円

業務委託費       72,852千円

給与手当       5,950千円

減価償却費      2,761千円

地代家賃       13,126千円

支払報酬     107,999千円

貸倒引当金繰入額   25,822千円

支払手数料   38,581千円

租税公課   30,146千円

旅費交通費   25,123千円

事業税   25,134千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　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 441千円

建物     9,156千円

工具器具備品    2,046千円

 ※４　事業撤退損失の内訳は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額

前渡金評価損

223,537千円

 7,301千円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
(株) 

当期増加株式数
(株)

 当期減少株式数
(株)

当期末株式数 
(株)

 　自己株式     

 　　　普通株式（注） － 7 － 7

 　　　　　合計 － 7 － 7

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加　８株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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

 －

(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

                    

 －  

(2）未経過リース料期末残高相当額  

 －  

(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 262千円

減価償却費相当額 226千円

支払利息相当額 35千円

  

   

  

(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。

 

 

(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。

 

 

②　有価証券

　前事業年度（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）及び当事業年度（自　平成17年６月１日　至　平

成18年５月31日）における子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

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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 551,387千円

貸倒引当金繰入限度超過額 595,151千円

未払事業税  4,241千円

事業清算損失 910千円

一括償却資産損金算入限度超過額 91千円

繰延税金資産（流動）小計 1,151,781千円

評価性引当額 △1,151,781千円

繰延税金資産（流動）合計 －千円

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額  66,617千円

子会社株式評価損 195,450千円

繰延税金資産（固定）小計 262,068千円

評価性引当額 △262,068千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 303千円

繰延税金負債合計 303千円

繰延税金負債の純額 303千円

繰延税金資産（流動）

繰越欠損金  1,716,538千円

貸倒引当金繰入限度超過額  661,368千円

未収利息   39,913千円

その他   1,592千円

繰延税金資産（流動）小計   2,419,412千円

評価性引当額 △2,419,412千円

繰延税金資産（流動）合計 －千円

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金繰入限度超過額 133,583千円

投資有価証券評価損 1,535,948千円

子会社株式評価損 170,201千円

その他  130,204千円

繰延税金資産（固定）小計   1,969,937千円

評価性引当額  △1,969,937千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

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

  当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。

  当事業年度は税引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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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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 77,671.60円

１株当たり当期純損失 250,288.21円

１株当たり純資産額 28,214.34円

１株当たり当期純損失    71,262.88円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

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。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

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株当たり当期純損失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16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当期純損失(千円) 3,260,754 8,051,217

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） 3,260,754 8,051,217

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（新株予約権の

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（新株予約権の

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）。

－ 25 －



（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（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)
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前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

当事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31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。

　　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における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事業年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

 １株当たり純資産額  1株当たり純資産額

33,781円13銭 19,417円90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

△883円15銭 △62,572円05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

－ －

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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７．役員の異動

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

－ 28 －


