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平成18年９月期第１四半期財務・業績の概況（連結） 
平成18年８月11日 

上場会社名  イーディーコントライブ株式会社  （コード番号  ７８５３ 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.ed-contrive.co.jp/ ） 

問 合 せ 先  代表者役職・氏名 代表取締役社長        小椋 量友紀 

        責任者役職・氏名 取締役経営支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘ-ﾀﾞ- 松本 幸男           

ＴＥＬ：06-6150-6780（代表） 

 

１. 四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

 ① 四半期連結財務諸表の作成基準           ： 中間連結財務諸表作成基準 

 ② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ： 無 

 ④ 会計監査人の関与                 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基

準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

２．平成18年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日 ～ 平成18年６月30日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18年９月期第１四半期 543 △22.3  △60   - △66   - △73   -

18年３月期第１四半期 700   18.8 △33   - △40   - △67   -

(参考)18年３月期 2,330 △9.3  △275   - △324      - △573   -

 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

18年９月期第１四半期  △514   42 －    －

18年３月期第１四半期 △539    61 －    －

(参考)17年３月期 △4,522    12 －    －

 (注１) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 

（注２）平成18年６月27日開催の定時株主総会での定款変更の承認決議（事業年度の末日の変更）に基づき、平成18

年９月期は平成18年４月１日～９月30日の６ヶ月間となります。 
 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当社グループでは、創業以来、ソフトウェアの著作権保護を目的とするセキュリティ技術の研究・開発を行って

きたことを背景に、「情報セキュリティ技術」を活用した商材や包括的なサービスの開発に取り組んでおります。 

 また、当社グループは経営構造の刷新を行うため、平成18年10月１日付で純粋持株会社体制へ移行するとともに、

株式会社YAMATOへと商号変更する予定であります。 

 当期におきましては、持株会社体制への移行を控え、 

 ①プロジェクトの統廃合による事業の再構築 

 ②コスト全般の見直し 

に着手し、事業収益力の向上を目的とする基盤整備を早急に進めてまいりました。 

 ①につきましては、不採算プロジェクトの整理、および効率化を目的にプロジェクト統合を行い、これまでの13

プロジェクトから８プロジェクトへと削減し、事業基盤の強化を行いました。 

 ②につきましては、役員報酬や人件費を含めたコスト全般の見直しを図り、前年同期と比較して、24百万円の販

売費および一般管理費の削減を達成いたしました。 

 当第１四半期における売上高は、情報セキュリティ商材の納期遅れ、コンテンツ制作事業の伸び悩み等があった
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ものの、アウトソーシングサービスの売上が拡大し、543百万円（前年同期比77.7％）となりました。また、上記

のコスト削減効果に加え、音楽エンターテイメント事業の事業計画見直しに伴うコスト低減により、経常損失66百

万円（前年同期経常損失40百万円）、当期純損失73百万円（前年同期当期純損失67百万円）と予想よりも改善する

結果となりました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間における事業別業績の概況は以下のとおりです。 

 

【事業別売上高、構成比、対前年同期比】 

 平成18年3月期第1四半期 平成18年9月期第1四半期 前期(通期) 

 金  額 構成比 金  額 構成比 
対前年同期比

金  額 構成比

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

コ ン ピ ュ ー タ 

メ デ ィ ア 事 業 
439 62.7 482 88.7 109.9 1,754 75.3 

コ ン テ ン ツ 

制 作 事 業 
259 37.0 61 11.3 23.6 515 22.1 

システム開発事業 1 0.3 － － － 60 2.6 

合    計 700 100.0 543 100.0 77.7 2,330 100.0 

(注１)  記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。なお、子会社イーエコワークス株式会社の実績はコ

ンピュータメディア事業に含まれております。 

(注２) セキュリティ商材の開発強化を目的とするプロジェクト統合により、システム開発事業はコンピュータメ

ディア事業に含めて記載しております。 

 

コンピュータメディア事業 

 情報セキュリティプロダクトの主力商品『Safatey Disclosure Container』を中心に販売を推進いたしました。

当第１四半期におきましては、製薬会社や大手商社への導入が決定し、さらに企業内推奨USBとして認定されるな

ど、実績を積み上げることができました。また、256Mや512Mだけでなく、高単価の1Gタイプの売れ行きも好調に推

移しております。 

 このほか、当第１四半期におきましては、『Safety Disclosure Find Winny』をはじめ３商材を市場投下し、

「Safety Disclosure」のポータルサイトもオープンするなど、商品ラインナップの充実に努めてまいりました。 

 いくつかの大型案件が進行中であるものの、商品リードタイムの関係で納期が遅れる傾向にあり、一部見込んで

いた売上が第２四半期へと期ずれしております。 

 一方、アウトソーシングサービスでは、大型案件や新作タイトルの受注が順調であったことから、全社収益に大

きく寄与いたしました。また、営業部門と工場部門のプロジェクト統合を行った結果、生産物流拠点OPL

（Ondemand Partnership Logistics）での製造工程ごとの原価コントロールが十分に機能し、利益率の高い保管案

件の受注も好調で、堅調に推移しております。 

 

 以上の結果、当第１四半期におけるコンピュータメディア事業の売上高は482百万円（前年同期比109.9％）とな

りました。 

 

コンテンツ制作事業 

 新規事業SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）サイトの立ち上げに人的リソースを集中させている

ことから、既存のカスタム音楽ＣＤプレスの受注量減少に加え、ＤＶＤ製作の営業体制の立ち上げ遅れにより、収

益が減少する結果となりました。 

 また、ライブハウス運営事業では、事業計画見直しに伴い、現在、 小限のコストによる事業の立て直しを図っ

ております。 

 

 以上の結果、当第１四半期におけるコンテンツ制作事業の売上高は61百万円（前年同期比23.6％）となりました。
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(2) 連結財政状態の変動状況 

 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９月期第１四半期 2,292 1,208 52.7 8,474    10

18年３月期第１四半期 3,132 1,471 47.0 11,672    40

(参考)18年３月期 2,491 1,300 52.2 9,114    17

 
(3) 連結キャッシュ・フロ－の状況 

 営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロ－

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロ－

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロ－ 

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９月期第１四半期 △79 △37 △106 227

18年３月期第１四半期 △10 △48 △98 384

(参考)18年３月期 △162 △30 101 450

 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、仕入債務の増加額43百万円等の増加

要因がありましたが、主に税金等調整前第1四半期純損失72百万円、売上債権の増加額27百万円、固定資産の取得

による支出23百万円、長期借入金の返済による支出56百万円、社債の償還による支出50百万円等により、前期末に

比べ223百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末には227百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況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） 

    当連結会計期間における営業活動で使用した資金は79百万円となりました。これは主に税金等調整前第1四

半期純損失72百万円、売上債権の増加額27百万円、仕入債務の増加額43百万円、未払金の減少額27百万円等に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当連結会計期間における投資活動で使用した資金は37百万円となりました。これは主に、定期預金預入によ

る支出３百万円、固定資産の取得による支出23百万円、保証金の差し入れによる支出８百万円等によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

    当連結会計期間における財務活動で使用した資金は106百万円となりました。これは、長期借入金の返済に

よる支出56百万円、社債の償還による支出50百万円によるものであります。
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３．平成18年９月期の連結業績予想（平成18年４月１日 ～ 平成18年９月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 1,095 △103 △105

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △736円12銭 

（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。 
平成18年６月27日開催の定時株主総会での定款変更の承認決議（事業年度の末日の変更）に基づき、平成
18年９月期は平成18年４月１日～９月30日の６ヶ月間となります。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

コンピュータメディア事業におきましては、引き続き、強制暗号化セキュリティUSB（『Safatey Disclosure 

Container』）の販売強化を行ってまいります。当社独自ルートでの営業展開に加え、SIベンダーや販売代理店の

協力のもと、販売戦略を推進し、特にグループ企業全体での推奨USBとしての導入を目指してまいります。 

また、USBメモリのハードウェア改良により、コスト削減および調達期間の短縮が可能となり、商品リードタイ

ムの問題は改善されつつあります。第１四半期から継続して進捗中の案件を確実に獲得するとともに、クライアン

トとの納期調整による収益確保に努めてまいります。 

アウトソーシングサービスでは、受注状況は堅調に推移しており、ほぼ予想通りの進捗となる見込みであります。

第２四半期におきましては、ウェブサイトの充実やキャンペーンの実施により、積極的な新規顧客開拓に努めてま

いります。また、OPLにおける徹底的な原価管理・品質管理にも継続的に取り組んでまいります。 

コンテンツ制作事業では、SNSサイトが正式にオープンする予定であり、当面は会員数拡大のための広告宣伝や

キャンペーン活動等の施策によりコストが先行する見込みでありますが、既存のCD/DVD制作事業での価格改定によ

る競争力の向上やSNSサイト経由での受注拡大に努めることにより、収益確保を図ってまいります。 

 

以上の点から、平成18年９月期の通期業績予測につきましては、５月15日発表のとおり、連結売上高は1,095百

万円、経常損失103百万円、当期純損失は105百万円を見込んでおります。また、単体での通期見通しは、売上高

1,082百万円、経常損失103百万円、当期純損失105百万円を見込んでおります。 

 

（注記）上記の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含

んでおります。実際の業績は、さまざまな要素により、これら業績予想は大きく異なる結果となりうるこ

とをご承知おきください。 
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４．四半期連結財務諸表 

①【四半期連結貸借対照表】 

 

  
前第1四半期連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当第1四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※2  629,592 414,975  635,541

２．受取手形及び売掛
金 

  733,520 476,939  442,637

３．たな卸資産   37,693 29,166  31,063

４．その他 ※3  118,904 35,286  31,923

貸倒引当金   △6,398 △6,111  △5,833

流動資産合計   1,513,312 48.3 950,257 41.4  1,135,332 45.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1   

(1）土地 ※2 40,787 256,859 256,859 

(2）その他  70,643 111,431 3.5 69,041 325,901 14.2 67,387 324,247 13.0

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  168,007 67,363 64,805 

(2）その他  15,569 183,577 5.9 26,004 93,368 4.1 18,322 83,127 3.3

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  1,155,144 781,669 812,001 

(2）その他  187,473 191,162 190,856 

貸倒引当金  △42,647 1,299,971 41.5 △57,852 914,979 39.9 △64,818 938,039 37.7

固定資産合計   1,594,979 50.9 1,334,249 58.2  1,345,414 54.0

Ⅲ 繰延資産    

１．社債発行費   24,122 8,088  10,784

繰延資産合計   24,122 0.8 8,088 0.4  10,784 0.4

資産合計   3,132,414 100.0 2,292,594 100.0  2,491,531 100.0
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前第1四半期連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当第1四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛
金 

  379,961 318,982  275,917

２．１年内償還予定の
社債 

  100,000 100,000  100,000

３．１年内返済予定の
長期借入金 

※2  291,024 105,819  139,827

４．その他 ※3  100,478 73,697  102,737

流動負債合計   871,464 27.8 598,499 26.1  618,482 24.8

Ⅱ 固定負債    

１．社債   200,000 100,000  150,000

２．長期借入金 ※2  220,029 99,510  122,283

３．預り保証金   － 20,000  20,000

４．繰延税金負債   365,485 238,249  250,652

５．その他   3,685 27,590  30,068

固定負債合計   789,199 25.2 485,350 21.2  573,004 23.0

負債合計   1,660,664 53.0 1,083,849 47.3  1,191,486 47.8

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   － － － －  － －

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   943,623 30.1 － －  1,193,612 47.9

Ⅱ 資本剰余金   490,307 15.7 － －  740,296 29.7

Ⅲ 利益剰余金   △494,926 △15.8 － －  △1,000,599 △40.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  532,513 17.0 － －  365,201 14.7

Ⅴ 為替換算調整勘定   348 0.0 － －  1,648 0.1

Ⅵ 自己株式   △114 △0.0 － －  △114 △0.0

資本合計   1,471,750 47.0 － －  1,300,045 52.2

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  3,132,414 100.0 － －  2,491,531 100.0
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前第1四半期連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当第1四半期連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１. 資本金   － － 1,193,612 52.1  － －

２. 資本剰余金    － － － －   － －

３. 利益剰余金   － － △333,678 △14.6  － －

４. 自己株式   － － △114 △0.0  － －

株主資本合計   － － 859,818 37.5  － －

 Ⅱ 評価・換算差額等    

１. その他有価証券 
評価差額金 

  － － 347,130 15.1  － －

２. 為替換算調整勘定   － － 1,796 0.1  － －

評価・換算差額等合計   － － 348,926 15.2  － －

 Ⅲ 少数株主持分   － － － －  － －

純資産合計   － － 1,208,745 52.7  － －

負債、少数株主持分
及び純資産合計 

  － － 2,292,594 100.0  － －

           

 

 



－  － 
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②【四半期連結損益計算書】 

  
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ  売上高   700,061 100.0 543,638 100.0  2,330,591 100.0

Ⅱ  売上原価   503,030 71.9 397,878 73.2  1,694,578 72.7

売上総利益   197,030 28.1 145,759 26.8  636,013 27.3

Ⅲ  販売費及び一般管理
費 

※1  230,583 32.9 206,447 38.0  911,347 39.1

営業損失   33,552 △4.8 60,687 △11.2  275,334 △11.8

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  19 5 178 

２．受取配当金  145 87 432 

３．保険解約益  1,793 123 2,247 

４．受取賃貸料  － － 8,332 

５．その他  154 2,112 0.3 277 493 0.1 1,187 12,378 0.5

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  2,270 1,452 12,596 

２．新株発行費  － － 3,664 

３．棚卸評価損  － － 3,499 

４．社債発行費償却  4,446 2,696 17,784 

５. 支払保証料  1,292 901 4,339 

６．貸倒引当金繰入額  － － 15,165 

７．その他  710 8,719 1.2 820 5,870 1.1 4,123 61,172 2.6

経常損失   40,160 △5.7 66,064 △12.2  324,128 △13.9

Ⅵ 特別利益 ※2   

１．投資有価証券売却
益 

 55,431 － 298,975 

２．プロジェクト売却
益 

 49,916 105,347 15.0 － － － 298,975 12.8

Ⅶ 特別損失 ※3   

１．有形固定資産除却
損 

 － － 9,563 

２．ソフトウエア除却
損 

 － 3,068 43,088 

３．投資有価証券評価
損 

 － － 40,727 

４．投資有価証券売却
損 

 － － 12,263 

５．移転関連費用  6,525 － 7,820 

６. 固定資産減損損失 ※4 125,834 － 282,092 

７．システム開発損害
金 

 － － 149,483 

８. 訴訟関連費用  － 132,359 18.9 3,601 6,669 1.2 － 545.039 23.4

税金等調整前第1
四半期（当期）純
損失 

  67,172 △9.6 72,734 △13.4  570,191 △24.5

法人税、住民税及
び事業税 

 512 642 3,166 

法人税等調整額  － 512 0.1 － 642 0.1 － 3,166 0.1

少数株主利益   － － － －  － －

第1四半期（当
期）純損失 

  67,685 △9.7 73,376 △13.5  573,357 △24.6

           



－  － 
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③【四半期連結株主資本等変動計算書】 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 評価・換算差額等 純資産合計

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
繰越利益 

剰余金 

自己株式
株主資本

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

算差額等

合計 

 

平成18年３月31日残高 1,193,612 740,296 △1,000,599 △114 933,195 365,201 1,648 366,849 1,300,045

当第１四半期の変動額     

 資本準備金取崩  △740,296 740,296 －   －

 四半期純損失   △73,376 △73,376   △73,376

株主資本以外の項目の当

四半期の変動額（純額） 
  △18,070 147 △17,923 △17,923

当第１四半期の変動額 

合計 
 △740,296 666,920 △73,376 △18,070 147 △17,923 △91,299

平成18年６月30日残高 1,193,612 － △333,678 △114 859,818 347,130 1,796 348,926 1,208,745

 

④【四半期連結剰余金計算書】 

  
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前 連 結 会 計 年 度 の 

要約連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  474,227 474,227

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．新株予約権の行使に
よる増加 

 － － 266,069 266,069

Ⅲ 資本剰余金第１四半期
末（期末）残高 

 474,227 740,296

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △427,241 △427,241

Ⅱ 利益剰余金減少高  

１．第１四半期(当期)純
損失 

 67,685 67,685 573,357 573,357

Ⅲ 利益剰余金第１四半期
末（期末）残高 

 △494,926 △1,000,599

  

 

 

 



－  － 
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⑤【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前第1四半期連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日）

当第1四半期連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

 
前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

   
 

税金等調整前第1四
半期（当期）純損失

 △67,172 △72,734 △570,191 

減価償却費  14,713 8,715 72,036 

貸倒引当金の増減額  11,241 △6,688 32,848 

受取利息及び受取配
当金 

 △164 △92 △610 

支払利息  2,270 1,452 12,596 

ソフトウエア除却損  － 3,068 43,088 

投資有価証券売却益  △55,431 － △298,975 

投資有価証券評価損  － － 40,727 

固定資産減損損失  125,834 － 282,092 

移転関連費用  6,525 － 7,820 

システム開発損害金  － － 149,483 

売上債権の増減額  45,809 △27,064 346,806 

仕入債務の増減額  △9,849 43,065 △113,893 

たな卸資産の増減額  △2,709 1,896 3,920 

プロジェクト売却益  △49,916 － － 

その他  △18,829 △23,711 9,346 

小計  2,322 △72,092 17,094 

利息及び配当金の受
取額 

 177 111 621 

利息の支払額  △3,001 △1,711 △12,654 

移転関連費用の支払
額 

 △1,303 － △7,820 

システム開発損害金
の支払額 

 － － △149,483 

法人税等の支払額  △9,022 △6,206 △10,279 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △10,827 △79,899 △162,522 

     

 



－  － 
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前第1四半期連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日）

当第1四半期連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

 
前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の預入によ
る支出 

 △3,153 △3,152 △12,632 

定期預金の払戻しに
よる収入 

 － － 70,076 

投資有価証券の取得
による支出 

 △54,913 － △356,368 

投資有価証券の売却
による収入 

 71,902 － 626,172 

有形固定資産の取得
による支出 

 △47,599 △2,672 △318,486 

無形固定資産の取得
による支出 

 △7,355 △20,763 △40,975 

保証金の差入による
支出 

 △8,034 △8,681 △8,110 

保証金の戻入による
収入 

 20 224 6,878 

保険の解約による収
入 

 67 － 2,361 

その他  401 △2,000 465 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △48,664 △37,046 △30,619 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入れによる収
入 

 － － 250,000 

短期借入金の返済に
よる支出 

 － － △250,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △80,981 △56,781 △329,924 

社債の償還による支
出 

 △50,000 △50,000 △100,000 

株式の発行による収
入 

 32,159 － 531,262 

新株予約権付社債の
発行による収入 

 － － 531,262 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △98,821 △106,781 101,338 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 25 7 61 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

 △158,287 △223,718 △91,741 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 542,664 450,923 542,664 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
第1四半期期末（期
末）残高 

※１ 384,376 227,204 450,923 

     



－  － 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社は、全て連結しておりま

す。 

連結子会社の数 

2社 

連結子会社の名称 

ED-CONTRIVE Korea Co.,

Ltd. 

イ－エコワ－クス（株）

   なお、イーエコワ－クス 

（株）については、新たに株

式を取得したことから当第一

四半期連結会計期間より連結

の範囲に含めております。 

子会社は、全て連結しておりま

す。 

連結子会社の数 

2社 

連結子会社の名称 

ED-CONTRIVE Korea Co.,

Ltd. 

イ－エコワ－クス（株） 

子会社は、全て連結しておりま

す。 

連結子会社の数 

2社 

連結子会社の名称 

ED-CONTRIVE Korea 

Co., Ltd. 

イ－エコワ－クス（株）

なお、イーエコワ－クス 

（株）については、新たに株

式を取得したことから当連結

会計年度より連結の範囲に含

めております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 関連会社はありません。な

お、従来、持分法を適用していた

Neorigin Co., Ltd．は、第三者

割当増資による持分比率の低下及

び役員の兼任の解消により営業又

は事業の方針の決定に対しての影

響力が低下したため、前連結会計

年度より同社を持分法の適用範囲

から除外しております。 

 

関連会社はありません。 関連会社はありません。 

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項 

連結子会社であるED-CONTRIVE 

Korea Co., Ltd.は、第1四半期決

算日が3月31日であり第1四半期連

結決算日と異なっているため、四

半期連結財務諸表の作成に当たっ

ては、第1四半期決算日現在の四

半期財務諸表を使用しておりま

す。 

同左 連結子会社であるED-CONTRIVE 

Korea Co., Ltd.は、決算日が12

月31日であり連結決算日と異なっ

ているため、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、１月１日から連結決算日３月

31日までの期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 
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

時価のあるもの 

第1四半期連結決算日の

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)を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております。

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定)を採用し

ております。 

 

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ ②     ── ② デリバティブ 

 時価法を採用しております。  時価法を採用しております。 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 商品・製品・原材料 

総平均法による原価法を

採用しております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

同左 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 

主として定率法を採用してお

ります。 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 

3～22年 

機械及び装置 

12～17年 

工具、器具及び備品 

3～10年 

① 有形固定資産 

主として定率法を採用してお

ります。 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 

3～40年 

工具、器具及び備品 

4～8年 

① 有形固定資産 

主として定率法を採用してお

ります。 

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 

3～40年 

工具、器具及び備品 

3～10年 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間

( 長5年)に基づく定額法に

よっております。 

市場販売目的のソフトウェア 

残存有効期間( 長3年)に

おける販売見込数量を基準に

償却しております。 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

 均等償却を採用しておりま

す。 

同左 同左 

 



－  － 
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項目 
前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備

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。 

  貸倒引当金 

同左 

 

  貸倒引当金 

同左 

 

(4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準 

外貨建金銭債権債務は、第1

四半期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。 

なお、在外子会社等の資産

及び負債は、第1四半期決算日

の直物為替相場により円換算

し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分及び資

本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上しておりま

す。 

在外子会社等の資産及び負

債は、第1四半期決算日の直物

為替相場により円換算し、収

益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めて計上して

おります。 

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。 

なお、在外子会社等の資産

及び負債は、決算日の直物為

替相場により円換算し、収益

及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

少数株主持分及び資本の部に

おける為替換算調整勘定に含

めて計上しております。 

(5）重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 

(6）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繰延資産の処理方法 

── 

 

 

    社債発行費 

    商法施行規則に規定する

長期間（3年）で均等償

却しております。 

②消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜

方式を採用しております。 

①繰延資産の処理方法 

── 

 

 

社債発行費 

同左 

 

 

②消費税等の会計処理 

同左 

①繰延資産の処理方法 

新株発行費 

    支出時に全額費用として

    処理しております。 

社債発行費 

同左 

 

 

②消費税等の会計処理 

同左 

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 同左 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

── ── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「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

会計基準委員会 平成15年10月31日企業会計

基準適用指針第６号）を適用しています。

これにより、税引当期純利益は282,092千円

減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき当該各資産の

金額から直接控除しております。 

── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準) 

 当第１四半期連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９

日)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

準適用指針第８号 平成17年12月９日)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

1,208,745千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当第１四半期連結会計期間における四

半期連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間連結財務諸表規則により

作成しております。 

── 

 

 

表示方法の変更 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

 前第1四半期連結会計期間に営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「支払保証料」は、営業外

費用の総額10/100を超えたため、区分掲載しました。 

 なお、前第1四半期連結会計期間における「支払保証

料」の金額は67千円であります。 

── 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第1四半期連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  45,632千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 53,983千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  52,664千円 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 
 

定期預金 125,094千円 

土地 40,787千円 

合計 165,881千円 
 

 

定期預金 95,042千円

土地 40,787千円

合計 135,829千円
 

 

定期預金 95,039千円

土地 40,787千円

合計 135,826千円
 

  上記の担保付債務   上記の担保付債務   上記の担保付債務 

１年内返済予定の長期借入金 107,580千円 

長期借入金 117,504千円 

合計 225,084千円 
 

１年内返済予定の長期借入金 51,612千円

長期借入金 51,192千円

合計 102,804千円
 

１年内返済予定の長期借入金 53,070千円

長期借入金 63,609千円

合計 116,679千円
 

 上記の他、１年内返済予定の長期借入金

8,700千円について、総財産担保留保条項が

付されております。 

上記の他、１年内返済予定の長期借入金

17,000千円について、総財産担保留保条項

が付されております。 

※３．仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、当該金額 4,226千円を流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

※３．仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、当該金額2,801千円を流動資産の

「その他」に含めて表示しております。 

※３．      ── 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりです。 

貸倒引当金繰入    11,331千円 

給料及び手当      83,759千円 

支払手数料        34,459千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりです。 

貸倒引当金繰入    1,184千円 

給料及び手当     80,482千円 

支払手数料       33,302千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は、次のとおりです。 

貸倒引当金繰入    17,705千円 

給料及び手当     354,121千円 

支払手数料       140,320千円 

※２．特別利益のうち主要な費目及び金額 

は、次のとおりです。 

投資有価証券売却益 55,431千円 

プロジェクト売却益 49,916千円 

※２．      ── ※２．特別利益のうち主要な費目及び金額 

は、次のとおりです。 

投資有価証券売却益 298,975千円

 

※３．特別損失のうち主要な費目及び金額 

は、次のとおりです。 

    固定資産減損損失 125,834千円 

    移転関連費用    6,525千円 

※３．特別損失のうち主要な費目及び金額 

は、次のとおりです。 

   ソフトウエア除却損 3,068千円

   訴訟関連費用    3,601千円  

※３. 特別損失のうち主要な費目及び金額 

は、次のとおりです。 

     固定資産減損損失  282,092千円

   システム開発損害金 149,483千円
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前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４. 減損損失 

当第１四半期会計期間において、以下の

資産について減損損失を計上しておりま

す。 

場所 用途 種類 

大阪府 

枚方市 

遊休 

（当初社宅

用地として

取得） 

土地 

原則としてプロジェクトごとに、また遊休

資産については物件ごとにグルーピングを実

施しております。 

 遊休資産である上記物件については、近年

の継続的な地価の下落により、回収可能価額

が著しく下落したため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（125,834千円）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価額により

測定しており、近隣の取引事例を基準として

算定しております。 

※４．      ── ※４. 減損損失 

当連結会計年度において、以下の資産について

減損損失を計上しております。 

場所 主な用途 種類 
減損損失

（千円）

本社 

(大阪市)
事務所 

建物、工器具

備品、ソフト

ウエア、リー

ス資産等 

63,324 

東京支社

(千葉市)
物流設備 

建物、機械装

置、工器具備

品、リース資

産等 

50,012 

東京営業所 

(東京都新

宿区) 

事務所 

建物、工器具

備品、ソフト

ウエア、リー

ス資産 

18,389 

幕張営業所 

(千葉市)
事務所 

建物、工器具

備品、ソフト

ウエア 

24,531 

大阪府枚方市

  遊休 

(当初社宅

用地として

取得)  

土地  125,834 

 原則としてプロジェクトごとに、また遊休

資産については物件ごとにグル－ピングを実

施しております。 

競争の激化等により予想以上に収益性の低下

しているTAP・DNA・M:I・OPL・システム開発

プロジェクト及び全社共用資産における本

社、東京支社、東京営業所及び幕張営業所に

係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額

ま で 減 額 し 、 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失

（156,257千円）として特別損失に計上して

おります。 

遊休資産である上記物件については、近年

の継続的な地価の下落により、回収可能価額

が著しく下落したため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を固定資産減損

損失（125,834千円）として特別損失に計上

しております。 

 その内訳は、建物29,848千円、機械装置及

び運搬具6,886千円、土地125,834千円、有形

固定資産その他21,930千円、ソフトウエア

50,202千円、無形固定資産その他1,356千

円、投資その他の資産その他16,133千円、

リース資産29,898千円であります。 

 遊休資産の回収可能価額は、土地の正味売

却価額により測定しており、正味売却価額は

近隣の取引事例を基準として測定しておりま

す。 

その他の資産の回収可能価額は、使用価値

により測定しており、将来キャッシュフロ－

は6.9％で割り引いて算出しております。 

 



－  － 

 

 

18

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

 当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当第１四半期連結会計

期間増加株式数(株) 

当第１四半期連結会計

期間減少株式数(株) 

当第１四半期連結会計

期間末株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 142,640 － － 142,640 

合計 142,640 － － 142,640 

自己株式     

普通株式 3.16 － － 3.16 

合計 3.16 － － 3.16 

 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

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 
前連結会計

年度末 

当第1四半

期連結会計

期間増加 

当第1四半

期連結会計

期間減少 

当第1四半

期連結会計

期間末 

当第１四半

期連結会計

期間末残高

(千円) 

平成14年６月新株予約権 普通株式 560 － － 560 － 

平成15年６月新株予約権 普通株式 840 － － 840 － 提出会社 

平成16年６月新株予約権 普通株式 160 － － 160 － 

合計 － 1,560 － － 1,560 － 

(注) 上表の新株予約権はすべて権利行使可能なものであります。 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１.現金及び現金同等物の第１四半期残高 

と四半期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第１四半期残高

と四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

※１.現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成17年６月30日現在） 

現金及び預金勘定       629,592千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金     △245,216千円 

現金及び現金同等物     384,376千円 

（平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定      414,975千円 

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金    △187,771千円 

現金及び現金同等物    227,204千円 

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定        635,541千円

預入期間が３ヶ月 

を超える定期預金      △184,618千円

現金及び現金同等物      450,923千円

２.営業譲渡により減少した資産及び負債

の主な内訳 

── ── 

  流動資産     13,691千円 

固定資産        1,684千円 

資産合計    15,376千円 

 

流動負債       292千円 

負債合計      292千円 
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（リース取引関係） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第１四半期末残高

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、減損損失累計額相当

額及び第１四半期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失相当額及び

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)

第１四
半期末
残高相
当額 
(千円) 

機械及び装置 15,700 2,990 12,709 

工具、器具及
び備品 

6,347 2,561 3,785 

ソフトウェア 2,291 1,680 611 

合計 24,338 7,232 17,106 

  

  

 

取得

価額

相当

額 

(千円)

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

減損損

失累計

額相当

額 

(千円)

第１四

半期末

残高相

当額 

(千円)

機械及び装置 20,580 6,461 14,118 －

工具、器具及

び備品 
13,026 6,314 6,712 －

ソフトウェア 2,291 2,024 267 －

合計 35,898 14,800 21,097 －

  

  

 

取得

価額

相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円) 

減損損

失累計

額相当

額 

(千円)

期末残

高相当

額 

(千円)

機械及び装置 15,700 4,672 11,027 －

工具、器具及

び備品 
6,347 3,355 2,992 －

ソフトウェア 2,291 2,024 267 －

合計 24,338 10,052 14,286 －

  
(2）未経過リース料第１四半期末残高相当

額 

１年内 3,577千円 

１年超 14,194千円 

合計 17,772千円 
 

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当

額 

１年内 5,268千円

１年超 15,872千円

合計 21,141千円

リース資産減損勘定

の残高 

19,636千円

 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 3,254千円

１年超 11,854千円

合計 15,109千円

リース資産減損勘定

の残高 

14,286千円

 
(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 
  

支払リース料 1,131千円

減価償却費相当額 939千円

支払利息相当額 270千円

  
支払リース料 1,727千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

1,461千円

減価償却費相当額 1,464千円

支払利息相当額 312千円

  
支払リース料 4,527千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

－

減価償却費相当額 3,759千円

支払利息相当額 1,002千円

減損損失 14,286千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法に

よっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同  左 

(5）利息相当額の算定方法 

同  左 
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（有価証券関係） 

前第1四半期連結会計期間末（平成17年６月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
第１四半期連結貸借対照

表計上額（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 94,505 992,493 897,988 

（2）債券 1,661 1,671 10 

合計 96,166 994,164 897,998 

(注)減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行ってお

ります。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 125,550 

投資事業有限責任組合等に対する出資 3,000 

合計 128,550 

 

 

当第1四半期連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
第1四半期連結貸借対照
表計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 92,942 679,106 586,164 

(2）投資信託受益証券 10,300 9,516 △784 

合計 103,242 688,622 585,380 

(注)減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行ってお

ります。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第1四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 89,046 

投資事業有限責任組合等に対する出資 3,000 

社債 1,000 

合計 93,046 
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 92,942 708,562 615,619 

(2) 投資信託受益証券 10,300 10,534 234 

合計 103,242 719,096 615,853 

(注)その他有価証券で時価のある株式について前連結会計年度1,260千円減損処理を行っております。なお､減損処理

にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行っております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 88,905 

投資事業有限責任組合等に対する出資 3,000 

社債 1,000 

合計 92,905 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第1四半期連結会計期間末（平成17年６月30日現在） 

１．取引の状況に関する事項 

(1)取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関連に係る金利オプション取引であります。 

(2)取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利上昇リスクの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。 

(3)取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、変動金利の借入金について将来の金利上昇リスクを回避する目的で

利用しております。 

(4)取引に係るリスクの内容 

金利関連のデリバティブ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、取

引相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

当社のデリバティブ取引の執行、管理については、社内ルールに従い、経営支援プロジェク

トが決裁権限者の承認を得て行っております。 

(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、また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。 
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２．デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 
オプション取引 
キャップ 

90,000 4 △6 

合計 90,000 4 △6 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

     デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）  

１．取引の状況に関する事項 

(1)取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関連に係る金利オプション取引であります。 

(2)取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利上昇リスクの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。 

(3)取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は、変動金利の借入金について将来の金利上昇リスクを回避する目的で

利用しております。 

(4)取引に係るリスクの内容 

金利関連のデリバティブ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、取

引相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。 

(5)取引に係るリスク管理体制 

当社のデリバティブ取引の執行、管理については、社内ルールに従い、経営支援プロジェク

トが決裁権限者の承認を得て行っております。 

(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、また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。 

 

２．デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 
オプション取引 
キャップ 

－ － － 

合計 － － － 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第1四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日） 

 
コンピュータ
メディア事業 
（千円） 

コンテンツ
制作事業 
（千円） 

システム開発
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売
上高 

439,041 259,231 1,788 700,061 － 700,061

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

193 1,108 7 1,308 △1,308 －

計 439,235 260,339 1,795 701,370 △1,308 700,061

営業費用 462,971 208,482 7,367 678,822 54,791 733,613

営業利益（又は営業損失） △23,736 51,856 △5,571 22,547 △56,100 △33,552

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に関する主な事業内容 

コンピュータメディア事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

コンテンツ制作事業 コンテンツの企画・制作・販売 

システム開発事業 インターネットビジネス等に関連するシステム開発 

３．営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用 

  
前第1四半期連結会計期間 

（千円） 
主な内容 

 

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 

56,100 
提出会社の総務・経理部門等の
管理部門に係る費用でありま
す。 
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当第1四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

 
コンピュータメ
ディア事業 
（千円） 

コンテンツ 
制作事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売
上高 

482,376 61,261 543,638 － 543,638

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

876 1,509 2,386 △2,386 －

計 483,253 62,770 546,024 △2,386 543,638

営業費用 453,213 95,663 548,876 55,449 604,326

営業利益（又は営業損失） 30,040 △32,892 △2,852 △57,835 △60,687

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に関する主な事業内容 

コンピュータメディア事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

コンテンツ制作事業 コンテンツの企画・制作・販売 

３．営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用 

  
当第1四半期連結会計期間 

（千円） 
主な内容 

 

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 

57,835 
提出会社の総務・経理部門等の
管理部門に係る費用でありま
す。 

 

 

    ４．記載対象セグメントの変更  

 システム開発事業については、従来区分掲記しておりましたが、当第一四半期連結会計期間より事業統

合に伴い、「システム開発事業」セグメントを廃止することにいたしました。 

 なお、当該変更により事業の種類別セグメント情報に与える影響は軽微であります。 
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前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
コンピュータ
メディア事業
（千円） 

コンテンツ制
作事業 
（千円） 

システム開発
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 1,754,134 515,672 60,784 2,330,591 － 2,330,591

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 1,848 4,719 77 6,644 △6,644 －

計 1,755,983 520,392 60,861 2,337,236 △6,644 2,330,591

営業費用 1,800,694 495,245 83,785 2,379,725 226,200 2,605,925

営業利益（又は営業損失） △44,711 25,147 △22,924 △42,489 △232,845 △275,334

 （注）１．事業区分は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に関する主な事業内容 

コンピュータメディア事業 コンピュータメディア不正コピー防止技術の導入・販売、ソフ

トハウス向けアウトソーシングサービスの開発・提供 

コンテンツ制作事業 コンテンツの企画・制作・販売 

システム開発事業 インターネットビジネス等に関連するシステム開発 

３．営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用 

  
当連結会計年度 

（千円） 
主な内容 

 

 
消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 

232,845 
提出会社の総務・経理部門等の
管理部門に係る費用でありま
す。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第1四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日）、当第1四半期連結会計期間

（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日）および前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平

成18年３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。 

 

【海外売上高】 

前第1四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年６月30日）、当第1四半期連結会計期間

（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日）および前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平

成18年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 11,672円40銭

１株当たり第１四半期純損
失金額 

539円61銭

  

 
１株当たり純資産額 8,474円10銭

１株当たり第１四半期純損
失金額 

514円42銭

  

 
１株当たり純資産額 9,114円17銭

１株当たり当期純損失金額 4,522円12銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり第1

四半期純利益金額については、１株当た

り第1四半期純損失が計上されているた

め、記載しておりません。 

 

同左 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、当期純損失が計

上されているため、記載しておりませ

ん。 

 （注） １株当たり第1四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第1四半期連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日）

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１株当たり第1四半期（当期）純損失金額    

第1四半期（当期）純損失（千円） 67,685 73,376 573,537 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る第1四半期（当期）純損失

（千円） 
67,685 73,376 573,357 

期中平均株式数（株） 125,432.99 142,640.00 126,789.59 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり第1四半期（当期）純利益金額の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

新株引受権  30,124株 

新株予約権   1,280個 

新株引受権  13,616株 

新株予約権    860個 

新株引受権  13,616株 

新株予約権    860個 
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（重要な後発事象） 

前第1四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

── 1.第三者割当増資について 

当社は、平成18年８月11日開催の取締役

会において、下記のとおり第三者割当によ

る新株式発行に関する決議をいたしまし

た。 

 １.発行新株式数 普通株式 22,366株 

 ２.募集方法  第三者割当 

 ３.発行価額  １株につき 17,398円 

 ４.発行価額の総額   389,123,668円 

 ５.資本組入額 １株につき  8,699円 

 ６.資本組入額の総額  194,561,834円 

 ７.申込期日      平成18年８月28日 

 ８.払込期日      平成18年８月28日 

 ９.割当先及び株数 

        鮎川 純太  20,000株 

        野水 清志    575株 

        中野 信治    345株 

        谷間 真     300株 

        吉田 光良    300株 

谷間 高     300株 

森下 雄一郎   200株 

        柳野 隆生    172株 

        角 祐一郎    60株 

        西峯 義之    30株 

 小椋 量友紀   29株 

 山本 泰功    25株 

 長岡 大輔    20株 

        安田 澪帆    10株 

 10.資金の使途 

会社分割の計画に基づき、平成18年10

月1日付で新設する子会社2社（イ－ディ

－コントライブ株式会社及びリムジン エ

ンタ－テイメント株式会社）への出資金

として150,000,000円、および会社分割の

準備に関連する運転資金として

50,000,000円、ならびに会社分割後の当

社グル－プ全体の事業を推進するための

運転資金として残額の189,123,668円を充

当する予定であります。 

 

── 

 

 

 



平成18年9月期第１四半期財務・業績の概況（個別） 
 平成18年８月11日 

上場会社名 イーディーコントライブ株式会社 （コード番号：７８５３ 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.ed-contrive.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長        小椋 量友紀 
責任者役職・氏名 取締役経営支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 松本 幸男 

ＴＥＬ：06-6150-6780（代表） 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

 四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関
する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく
意見表明のための手続きを受けております。 
 
２．平成18年9月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日 ～ 平成18年６月30日） 
(1) 経営成績の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18年９月期第１四半期 540 △22.1 △59   - △64   - △72   -

18年３月期第１四半期 694  17.8 △33   - △40   - △67   -

(参考)18年３月期 2,309  △10.1  △275   - △324      - △573   -

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

18年９月期第１四半期 △506   34

18年３月期第１四半期 △539  23

(参考)18年３月期 △4,526    88

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 
(2) 財政状態の変動状況 

 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９月期第１四半期 2,293 1,213 52.9 8,506    31

18年３月期第１四半期 3,130 1,477 47.2 11,715  99

(参考)18年３月期 2,491 1,303 52.3 9,139    34

 
３．平成18年9月期の業績予想（平成18年４月１日 ～ 平成18年9月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通     期 1,082 △103 △105

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △736円 12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。 
また、平成18年６月27日開催の定時株主総会での定款変更の承認決議（事業年度の末日の変更）に基づき、平成18年９月期は平
成18年４月１日～９月30日の６ヶ月間となります。 

 
４. 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年3月期 － － － 

18年9月期（実績） 

18年9月期（予想） 
－ － － 

－  － 
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５．四半期財務諸表 

(1)【四半期貸借対照表】 

  
前第1四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※1 618,242 404,094 624,721 

２．受取手形  165,307 41,900 29,625 

３．売掛金  563,806 433,731 410,699 

４．たな卸資産  37,693 27,428 29,324 

５．その他 ※3 118,758 37,001 33,977 

貸倒引当金  △6,398 △6,089 △5,833 

流動資産合計   1,497,408 47.8 938,067 40.9  1,122,514 45.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※2   

(1）土地 ※1 40,787 256,859 256,859 

(2）その他  70,245 68,804 67,150 

有形固定資産合計  111,033 3.6 325,664 14.2 324,010 13.0

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  168,007 67,363 64,805 

(2）その他  14,262 25,006 17,258 

無形固定資産合計  182,269 5.8 92,370 4.0 82,063 3.3

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  1,122,714 775,710 806,183 

(2）関係会社株式  48,427 19,953 19,953 

(3）その他  187,317 191,006 190,700 

貸倒引当金  △42,647 △57,852 △64,818 

投資その他の資産
合計 

 1,315,812 42.0 928,817 40.5 952,018 38.2

固定資産合計   1,609,115 51.4 1,346,852 58.7  1,358,092 54.5

Ⅲ 繰延資産   24,122 0.8 8,088 0.4  10,784 0.4

資産合計   3,130,646 100.0 2,293,008 100.0  2,491,391 100.0

    

 

 

－  － 
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前第1四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  377,995 318,846 276,320 

２．１年内償還予定の
社債 

 100,000 100,000 100,000 

３．１年内返済予定の
長期借入金 

※1 289,824 104,619 138,627 

４．未払金  61,617 56,077 83,313 

５．その他 ※3 38,017 16,874 18,891 

流動負債合計   867,454 27.7 596,418 26.0  617,152 24.8

Ⅱ 固定負債    

１．社債  200,000 100,000 150,000 

２．長期借入金 ※1 216,729 97,410 119,883 

３．繰延税金負債  365,485 238,249 250,652 

４．その他  3,685 47,590 50,068 

固定負債合計   785,899 25.1 483,250 21.1  570,604 22.9

負債合計   1,653,354 52.8 1,079,668 47.1  1,187,756 47.7

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   943,623 30.1 － －  1,193,612 47.9

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  490,307 － 740,296 

資本剰余金合計   490,307 15.7 － －  740,296 29.7

Ⅲ 利益剰余金    

１．第1四半期（当
期）未処理損失 

 489,037 － 995,361 

利益剰余金合計   △489,037 △15.6 － －  △995,361 △40.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  532,513 17.0 － －  365,201 14.7

Ⅴ 自己株式   △114 △0.0 － －  △114 △0.0

資本合計   1,477,292 47.2 － －  1,303,634 52.3

負債資本合計   3,130,646 100.0 － －  2,491,391 100.0

    

－  － 

 

3



 

  
前第1四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１. 資本金   － － 1,193,612 52.1  － －

２. 資本剰余金    

（1）資本準備金  － － － 

資本剰余金合計   － － － －  － －

３. 利益剰余金    

（1）繰越利益剰余金  － △327,288 － 

利益剰余金合計   － － △327,288 △14.3  － －

４. 自己株式   － － △114 △0.0  － －

株主資本合計   － － 866,209 37.8  － －

 Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券評価
差額金 

  － 347,130  －

評価・換算差額等合計   － － 347,130 15.1  － －

純資産合計   － － 1,213,340 52.9  － －

負債、純資産合計    － － 2,293,008 100.0   － －

           

 

 

－  － 
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(2)【四半期損益計算書】 

  
前第1四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   694,319 100.0 540,758 100.0  2,309,705 100.0

Ⅱ 売上原価   502,273 72.3 397,830 73.6  1,692,153 73.3

売上総利益   192,046 27.7 142,927 26.4  617,551 26.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  225,579 32.5 202,478 37.4  893,062 38.6

営業損失   33,532 △4.8 59,550 △11.0  275,511 △11.9

Ⅳ 営業外収益 ※1  2,111 0.3 487 0.1  12,377 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※2  8,690 1.3 5,848 1.0  61,068 2.6

経常損失   40,111 △5.8 64,911 △12.0  324,202 △14.0

Ⅵ 特別利益 ※3  105,347 15.2 － －  298,975 12.9

Ⅶ 特別損失 ※4  132,359 19.1 6,669 1.2  545,638 23.6

税引前第1四半期
（当期）純損失 

  67,124 △9.7 71,581 △13.2  570,865 △24.7

法人税、住民税及
び事業税 

※5 512 642 3,096 

法人税等調整額  － 512 0.0 － 642 0.1 － 3,096 0.1

第1四半期（当
期）純損失 

  67,636 △9.7 72,223 △13.3  573,961 △24.8

前期繰越損失   421,400 －  421,400

第1四半期（当
期）未処理損失 

  489,037 －  995,361

           
 

 

 

(3)【四半期株主資本等変動計算書】 

当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 
評価・換算差

額等 

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
繰越利益 

剰余金 

自己株式 株主資本合計 
その他有価証

券評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高

（千円） 
1,193,612 740,296 △995,361 △114 938,433 365,201 1,303,634

当第１四半期の変動額    

 資本準備金取崩  △740,296 740,296 －  －

 四半期純損失  △72,223 △72,223  △72,223

株主資本以外の項目の当

四半期の変動額（純額） 
  △18,070 △18,070

当第１四半期の変動額 

合計（千円） 
 △740,296 668,073 △72,223 △18,070 △90,294

平成18年６月30日残高

（千円） 
1,193,612 － △327,288 △114 866,209 347,130 1,213,340

 

 

－  － 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第1四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

  移動平均法による原価法を採

用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式 

同    左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同    左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定)を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

その他有価証券 

同  左 

 

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)を

採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 (2）デリバティブ 

時価法を採用しております。 

（2）   ───── (2）デリバティブ 

時価法を採用しております。 

 (3）たな卸資産 

商品、製品、原材料 

総平均法による原価法を採用

しております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用し

ております。 

(3）たな卸資産 

同  左 

 

(3）たな卸資産 

同  左 

 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 

3～22年 

機械及び装置 

12～17年 

工具、器具及び備品 

3～10年 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 

3～40年 

工具、器具及び備品 

4～8年 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 

3～40年 

工具、器具及び備品 

3～10年 

 (2）無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間

( 長5年)に基づく定額法に

よっております。 

市場販売目的のソフトウェア 

残存有効期間( 長3年)にお

ける販売見込数量を基準に償

却しております。 

(2）無形固定資産 

同  左 

(2）無形固定資産 

同  左 

 (3）長期前払費用 

均等償却を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同  左 

(3）長期前払費用 

同  左 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備

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。

貸倒引当金 

同  左 

貸倒引当金 

同  左 

－  － 
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項目 
前第1四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、四半期

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。 

─────  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

同  左 

 

同  左 

 

６．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

（1）繰延資産の処理方法 

新株発行費 

  支出時に全額費用として処理

しております。 

社債発行費 

  商法施行規則に規定する 長

期間(3年)で均等償却しており

ます。 

(2）消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。

(1）繰延資産の処理方法 

───── 

 

 

社債発行費 

同左 

 

 

(2）消費税等の会計処理 

同左 

（1）繰延資産の処理方法 

新株発行費 

  支出時に全額費用として処理

しております。 

社債発行費 

同左 

 

 

(2）消費税等の会計処理 

同左 

 

－  － 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第1四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 

第６号 平成15年10月31日）が平成17年４

月１日以降開始する事業年度に係る財務諸

表から適用されることに伴い、当第１四半

期会計期間から同会計基準及び適用指針に

よっております。これにより、税引前第１

四半期純利益は125,834千円減少しており

ます。 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「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

会計基準委員会 平成15年10月31日企業会計

基準適用指針第６号）を適用しています。

これにより、税引当期純利益は282,092千円

減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき当該各資産の

金額から直接控除しております。 

 

───── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準) 

 当第１四半期会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第５号 平成17年12月９日)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」(企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日)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

1,213,982千円であります。 

なお、中間財務諸表規則の改正により、当

第１四半期会計期間における四半期貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中

間財務諸表規則により作成しております。 

───── 

 

 

表示方法の変更 

前第1四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

（四半期貸借対照表） 

前第１四半期会計期間において固定負債の「その他」に含めて表示

しておりました「繰延税金負債」（前第１四半期会計期間5,960千

円）については、負債及び資本の合計額の100分の５超となったた

め、当第１四半期会計期間より区分掲記しております。 

───── 

 

－  － 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第1四半期会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 

 定期預金 125,094千円   定期預金 95,042千円  定期預金 95,039千円

 土地 40,787千円   土地 40,787千円  土地 40,787千円

 合計 165,881千円   合計 135,829千円  合計 135,826千円

上記の担保付債務 上記の担保付債務 上記の担保付債務 

 1年内返済予定の長期借入金 107,580千円   1年内返済予定の長期借入金 51,612千円  1年内返済予定の長期借入金 53,070千円

 長期借入金 117,504千円   長期借入金 51,192千円  長期借入金 63,609千円

 合計 225,084千円   合計 102,804千円  合計 116,679千円

 上記の他、１年内返済予定の長期借入金

8,700千円について、総財産担保留保条項が

付されております。 

上記の他、１年内返済予定の長期借入金

17,000千円について、総財産担保留保条項

が付されております。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 

45,632千円 53,983千円 52,664千円 

※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３.      ───── 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、当該金額4,021千円を流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、当該金額2,678千円を流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの 

受取利息        19千円 受取利息        5千円 

受取配当金       87千円 

受取利息        178千円 

※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの 

支払利息       2,028千円 

社債利息         212千円 

支払利息      1,263千円 

社債利息        167千円 

支払利息      11,707千円 

社債利息        783千円 

※３．特別利益の主なもの ※３．   ────── ※３．特別利益の主なもの 

投資有価証券売却益   55,431千円 

プロジェクト売却益   49,916千円 

 投資有価証券売却益  298,975千円

※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの ※４．特別損失の主なもの 

固定資産減損損失  125,834千円 ソフトウエア除却損 3,068千円 

訴訟関連費用    3,601千円 

固定資産除却損    9,563千円 

ソフトウエア除却損 43,088千円 

投資有価証券評価損 12,852千円 

投資有価証券売却損 12,263千円 

固定資産減損損失  282,092千円 

移転関連費用         7,820千円 

システム開発損害金 149,483千円 

子会社株式評価損  28,474千円 

※５．税金費用については、簡便法により

計算しているため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事業税」に含め

て表示しております。 

※５． 

同  左 

※５． 

同  左 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 

有形固定資産     3,571千円 

無形固定資産    11,175千円 

有形固定資産    1,319千円 

無形固定資産    7,387千円 

有形固定資産    18,529千円 

無形固定資産    53,346千円 

－  － 

 

 

9



 

前第1四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．減損損失 

当第１四半期会計期間において、以下の

資産について減損損失を計上しておりま

す。 

場所 用途 種類 

大阪府 

枚方市 

遊休 

（当初社宅

用地として

取得） 

土地 

原則としてプロジェクトごとに、また遊休

資産については物件ごとにグルーピングを実

施しております。 

 遊休資産である上記物件については、近年

の継続的な地価の下落により、回収可能価額

が著しく下落したため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を固定資産減損

損失（125,834千円）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価額によ

り測定しており、近隣の取引事例を基準と

して算定しております。 

７.      ───── ７.減損損失 

当連結会計年度において、以下の資産に

ついて減損損失を計上しております。 

場所 主な用途 種類 
減損損失

（千円）

本社 

(大阪市)
事務所 

建物、工器具

備品、ソフト

ウエア、リー

ス資産等 

63,324 

東京支社

(千葉市)
物流設備 

建物、機械装

置、工器具備

品、リース資

産等 

50,012 

東京営業所

(東京都新

宿区) 

事務所 

建物、工器具

備品、ソフト

ウエア、リー

ス資産 

18,389 

幕張営業所

(千葉市)
事務所 

建物、工器具

備品、ソフト

ウエア 

24,531 

大阪府枚方市

  遊休 

(当初社宅

用地として

取得)  

土地  125,834 

 原則としてプロジェクトごとに、また遊

休資産については物件ごとにグル－ピング

を実施しております。 

競争の激化等により予想以上に収益性の低

下しているTAP・DNA・M:I・OPL・システム

開発プロジェクト及び全社共用資産におけ

る本社、東京支社、東京営業所及び幕張営

業所に係る資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（156,257千円）として特別損失に計上し

ております。 

遊休資産である上記物件については、近

年の継続的な地価の下落により、回収可能

価額が著しく下落したため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を固定

資産減損損失（125,834千円）として特別損

失に計上しております。 

 その内訳は、建物29,848千円、機械及び

装置6,499千円、車両及び運搬具386千円、

工具器具及び備品21,930千円、土地125,834

千円、ソフトウエア50,202千円、ソフトウ

エア仮勘定1,356千円、長期前払費用16,133

千円、リース資産29,898千円であります。 

 遊休資産の回収可能価額は、土地の正味

売却価額により測定しており、正味売却価

額は近隣の取引事例を基準として測定して

おります。 

その他の資産の回収可能価額は、使用価

値により測定しており、将来キャッシュフ

ロ－は6.9％で割り引いて算出しておりま

す。 

－  － 

 

 

10



（四半期株主資本等変動計算書関係） 

 当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

 １ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前会計年度末株式数

(株)

当第１四半期会計期

間増加株式数(株) 

当第１四半期会計期

間減少株式数(株) 

当第１四半期会計期

間末株式数(株) 

自己株式     

普通株式 3.16 － － 3.16 

合計 3.16 － － 3.16 

 

（リース取引関係） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第１四半期末残高

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、減損損失累計額相当

額及び第１四半期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失相当額及び

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)

第１四
半期末
残高相
当額 
(千円) 

機械及び装置 15,700 2,990 12,709 

工具、器具及
び備品 

6,347 2,561 3,785 

ソフトウェア 2,291 1,680 611 

合計 24,338 7,232 17,106 

  

  

 

取得

価額

相当

額 

(千円)

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

減損損

失累計

額相当

額 

(千円)

第１四

半期末

残高相

当額 

(千円)

機械及び装置 20,580 6,461 14,118 －

工具、器具及

び備品 
13,026 6,314 6,712 －

ソフトウェア 2,291 2,024 267 －

合計 35,898 14,800 21,097 －

  

  

 

取得

価額

相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

額相当

額 

(千円) 

減損損

失累計

額相当

額 

(千円)

期末残

高相当

額 

(千円)

機械及び装置 15,700 4,672 11,027 －

工具、器具及

び備品 
6,347 3,355 2,992 －

ソフトウェア 2,291 2,024 267 －

合計 24,338 10,052 14,286 －

  
(2）未経過リース料第１四半期末残高相当

額 

１年内 3,577千円 

１年超 14,194千円 

合計 17,772千円 
 

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当

額 

１年内 5,268千円

１年超 15,872千円

合計 21,141千円

リース資産減損勘定

の残高 

19,636千円

 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 3,254千円

１年超 11,854千円

合計 15,109千円

リース資産減損勘定

の残高 

14,286千円

 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 
  

支払リース料 1,131千円

減価償却費相当額 939千円

支払利息相当額 270千円

  
支払リース料 1,727千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

1,461千円

減価償却費相当額 1,464千円

支払利息相当額 312千円

  
支払リース料 4,527千円

リース資産減損勘定

の取崩額 

－

減価償却費相当額 3,759千円

支払利息相当額 1,002千円

減損損失 14,286千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法に

よっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同  左 

(5）利息相当額の算定方法 

同  左 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（１株当たり情報） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 11,715円99銭

１株当たり第１四半期純損
失金額 

539円23銭

  

 
１株当たり純資産額 8,506円31銭

１株当たり第１四半期純損
失金額 

506円34銭

  

 
１株当たり純資産額 9,139円34銭

１株当たり当期純損失金額 4,526円88銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり第１四

半期純利益金額については、１株当たり第

１四半期純損失が計上されているため、記

載しておりません。 

同  左 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、１株当たり当期純損

失が計上されているため、記載しておりま

せん。 

 （注）１株当たり第１四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第1四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日）

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１株当たり第1四半期（当期）純損失金額    

第１四半期（当期）純損失（千円） 67,636 72,223 573,961 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る第１四半期（当期）純損失
（千円） 

67,636 72,223 573,961 

期中平均株式数（株） 125,432.99 142,640.00 126,789.59 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

新株引受権 30,124株 

新株予約権  1,280個 

 

新株引受権 13,616株 

新株予約権   860個 

 

新株引受権 13,616株 

新株予約権  860個 

 

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前第1四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ────── 1.第三者割当増資について 

当社は、平成18年８月11日開催の取締役

会において、下記のとおり第三者割当によ

る新株式発行に関する決議をいたしまし

た。 

 １.発行新株式数 普通株式 22,366株 

 ２.募集方法  第三者割当 

 ３.発行価額  １株につき 17,398円 

 ４.発行価額の総額   389,123,668円 

 ５.資本組入額 １株につき  8,699円 

 ６.資本組入額の総額  194,561,834円 

 ７.申込期日      平成18年８月28日 

 ８.払込期日      平成18年８月28日 

 ９.割当先及び株数 

        鮎川 純太  20,000株 

        野水 清志    575株 

        中野 信治    345株 

        谷間 真     300株 

        吉田 光良    300株 

谷間 高     300株 

森下 雄一郎   200株 

        柳野 隆生    172株 

        角 祐一郎    60株 

        西峯 義之    30株 

 小椋 量友紀   29株 

 山本 泰功    25株 

 長岡 大輔    20株 

        安田 澪帆    10株 

 10.資金の使途 

会社分割の計画に基づき、平成18年10

月1日付で新設する子会社2社（イ－ディ－

コントライブ株式会社及びリムジン エン

タ－テイメント株式会社）への出資金とし

て150,000,000円、および会社分割の準備

に関連する運転資金として50,000,000円、

ならびに会社分割後の当社グル－プ全体の

事業を推進するための運転資金として残額

の189,123,668円を充当する予定でありま

す。 

1.会社分割による持株会社移行および商号 

変更 

当社は、平成18年４月27日開催の取締役会

及び平成18年６月27日開催の定時株主総会の

決議に基づき、平成18年10月１日を期して会

社分割により当社の全ての営業を新会社へ承

継させ、純粋持株会社へ移行することになり

ます。 

本分割後、当社は商号を本年10月１日に

「株式会社YAMATO」へと変更し、引き続き上

場会社となる予定であります。 

（会社分割(新設分割)の目的) 

持株会社制移行により、市場環境の変化に

機動的に対応できる組織体制を構築すること

でコア事業の競争力を高め、「グループ企業

価値」の 大化を目指します。新たな持株会

社制においては、機能特性に応じて分社され

た各事業会社が自ら属する市場において、市

場環境、お客様のニーズの変化に対してス

ピーディーに対応することができるよう、明

確な権限と責任の下、自主独立経営を徹底し

てまいります。 

 （新設会社が承継する権利義務） 

（新）イーディーコントライブ株式会社 

リムジンエンターテイメント株式会社が承継

する営業および投資業以外の営業に関する資

産および負債ならびにこれに付帯する一切の

権利義務（一定のものを除く） 

 リムジンエンターテイメント株式会社 

ライブハウスの運営・音楽レーベル事業の営

業に関する資産および負債ならびにこれに付

帯する一切の権利義務（一定のものを除く）

（承継させる資産、負債の項目及び金額） 

(新)イーディーコントライブ株式会社(単位:千円)

資  産 負  債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額

流動資産 590,506 流動負債 348,889

固定資産 201,889 固定負債 50,068

合計  792,395 合計  398,958

リムジンエンターテイメント株式会社(単位:千円）

資  産 負  債 

項 目 帳簿価額 項 目 帳簿価額

流動資産 60,038 流動負債 2,105

固定資産 1,962 固定負債 －

合計 62,000 合計  2,105

 

 

 

 

－  － 
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