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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 最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 ： 有 

    連結（新規） １社 （除外） －社   持分法（新規） －社 （除外） －社 
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19年３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                       （百万円未満切捨て） 

 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   ％

19年３月期第１四半期 168   8.4 △162   － △178   － △173   －

18年３月期第１四半期 155   － △319   － △308   － △308   －

(参考)18年３月期 1,526   － △615   － △716   － △677   －

 

 
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

19年３月期第１四半期 △833  06 － 

18年３月期第１四半期 △3,654  87 － 

(参考)18年３月期 △3,652  00 － 

 (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します。 
    
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報］ 

平成１9年３月期第１四半期の業績の概況は次のとおりとなっております。 

（信託事業） 
平成17年６月より開始した事業であり、著作権等の知的財産権をはじめとして、金銭、金銭債権、有価証券、

動産を対象とする信託業務を行っております。前期より、組成を行ってきた「シネマ信託」をはじめとする信

託商品のラインナップも、徐々に充実してきており、受託財産額は着実に積みあがってきております。    

信託業務においては、信託商品の新たな組成手数料の計上はなかったものの、受託期間に応じた信託報酬によ

り、売上高44,108千円を計上しております。反面、人件費及び経費の増加により営業損失21,273千円を計上し

ております。 

（兼業事業） 

従来から行っているデジタルコンテンツ・アレンジメント事業であり、ビジネスコーディネーション業務や

投資業務等が含まれます。ビジネスコーディネーション業務においては、コンテンツホルダーから権利を取得

した作品をブロードバンド配信業者に提供するコンテンツアグリゲーション業務の売上が主たるものでありま

すが、投資業務（TMF２、TMF３）などを含めて売上高123,536千円を計上しております。反面、人件費及び経費

の増加により営業損失78,557千円を計上しております。 

（その他の事業） 

連結子会社の株式会社バズスタイルの事業であるハードウェアセールス事業（デジタルAV家電の企画販売業

務）は、売上高1,068千円と業績が伸びず、営業損失は3,705千円となっております。兼業業務関連事業との相

乗効果を目指し、企画力を生かした形で事業の拡大を進めております。 
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以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高168,712千円、営業損失162,322千円、経常損失178,429千円、    

当第１四半期純損失は173,294千円となりました。 

 

事業別売上高 
                          （単位：百万円） 

 金額 構成比（％） 

信託事業 44 26.1 

兼業事業 123 73.2 

その他の事業 1 0.7 

    合計 168 100.0 

 
 
(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

19年３月期第１四半期 4,737 3,560 66.4 15,112  10 

18年３月期第１四半期 3,743 2,047 54.7 22,019  99 

(参考)18年３月期 5,681 3,736 58.4 15,947  26 

(注) 18年３月期第１四半期と18年３月期の純資産は、貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

を適用した金額を記載しております。 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期第１四半期 38 △28 △465 500 

18年３月期第１四半期 △418 △50 △37 657 

(参考)18年３月期 △382 △2,471 1,946 955 

 
  ［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

①総資産は、前連結会計年度に比べて944百万円減少し、4,737百万円になりました。これは主に、短期借入

金の返済によるものであります。 

②キャッシュ・フローの概況 

当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ455百万円減少し、500百万円とな

りました。当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの概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） 

    営業活動の結果、獲得した資金は38百万円となっております。これは主に、仕入債務が269百万円減少した

一方で、売上債権の回収により524百万円の増加があったためであります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果、使用した資金は28百万円となっております。これは主に、貸付の回収による収入280百万

円があった一方で、貸付による支出183百万円、投資有価証券の取得による支出71百万円等があったためで

あります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果、使用した資金は465百万円となっております。これは主に、短期借入金の返済460百万円

を反映したものであります。 
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３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日 ～ 平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中  間  期  714  7  7 

通     期 2,260 313 313 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 1,504円64銭 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

デジタルコンテンツ業界は、ブロードバンド配信の本格化、地上派デジタル放送の開始、大画面テレビや第

三世代携帯電話、携帯音楽プレーヤーの普及などにより、年々市場を拡大しております。多メディア化に対応

した、より付加価値を高めたデジタルコンテンツへのニーズが高まる一方で、良質なコンテンツの供給は追い

ついておらず、コンテンツ制作会社への資金供給環境を早急に整備することが求められています。 

このような状況の下、当社グループは、良質なコンテンツ制作会社への支援と新しいチャネルの開拓に取り

組んでまいりましたが、昨年６月より開始した信託業務を中核の事業として位置付け、従来から行ってきたデ

ジタルコンテンツ・アレンジメント事業とあわせて、積極的な事業展開を図っております。 

信託事業におきましては、「シネマ信託～シネカノンファンド第１号～」が約46億円の資金を集めて４月よ

り運用を開始したほか、「シネマ信託～製作者ファンド第１号～」は募集開始までこぎつけるなど、受託財産

額は着実に積みあがってきております。引き続き映画、アニメ、ゲーム等の著作権を運用対象とする信託商品

をはじめ、その他の分野も含めた新商品を開発していくとともに、大型案件の組成にも積極的に取り組んでま

いります。 

兼業部門におきましては、コンテンツアグリゲーション業務のニーズが順調に伸びており、当社の強みであ

るコンテンツホルダーとの人脈や著作権管理のノウハウが活かせる業務として、取組みを強化しております。 

当第１四半期の業績につきましては、概ね当初計画通りに推移しているため、連結・個別ともに平成19年３

月期の業績予想（中間・通期）の修正はありません。 

 

※業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきまして

は様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は予想値と異なる場合があります。 
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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 ＊1  657,201  620,991  1,075,968

2.受取手形及び売掛金   319,029  326,109  850,180

3.信託未収収益   －  22,575  －

4.営業投資有価証券   1,136,927  560,524  613,181

5.営業出資金   797  －  －

6.たな卸資産   337,884  238,940  236,895

7.短期貸付金   －  1,577,016  1,672,920

8.その他   69,237  190,162  105,647

貸倒引当金   △1,565  △1,600  △4,069

流動資産合計  2,519,512 67.3 3,534,720 74.6  4,550,724 80.1

Ⅱ 固定資産         

1.有形固定資産 ＊2 1,995 1,995 7,509 7,509 3,372 3,372

2.無形固定資産      

(1)ソフトウェア  185,677  550,343 537,781 

(2)その他  1,661 187,339 1,795 552,139 1,833 539,615

3.投資その他の資産       

 (1)投資有価証券  882,815   426,021 369,361 

 (2)出資金  42,878   97,964 94,807 

 (3)その他  109,061   117,519 119,718 

 貸倒引当金  △9,243 1,025,511  △9,243 632,261 △9,243 574,643

 固定資産合計  1,214,847 32.4 1,191,911 25.2  1,117,631 19.7

Ⅲ 繰延資産  9,435 0.3 11,314 0.2  13,517 0.2

 資産合計  3,743,794 100.0 4,737,945 100.0  5,681,873 100,0

     

－ ４ － 



 

  
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.買掛金   94,228  42,977   312,482

2.短期借入金 ＊3  900,000  690,000   1,150,000

3.１年以内返済予定長期 
  借入金 

  33,200  17,000   25,300

4.未払法人税等   1,762  2,622   9,243

5.組合出資預り金   162,338  51,514   51,647

6.その他   55,440  70,712   96,323

流動負債合計   1,246,970 33.3 874,826 18.5  1,645,002 29.0

Ⅱ 固定負債     

1.長期借入金   317,000 302,930   300,000

2.社債   132,000 －   －

3.新株予約権   － －   20,000

固定負債合計   449,000 12.0 302,930 6.4  320,000 5.6

負債合計   1,695,970 45.3 1,177,756 24.9  1,965,002 34.6

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   45 0.0 － －  399,473 7.0

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   1,454,018 38.8 － －  2,272,911 40.0

Ⅱ 資本剰余金   1,365,618 36.4 － －  2,184,511 38.4

Ⅲ 利益剰余金   △769,586 △20.5 － －  △1,137,653 △20.0

Ⅳ 
その他有価証券評価
差額金 

  △1,430 △0.0 － －  △333 △0.0

Ⅴ 自己株式   △842 △0.0 － －  △2,038 △0.0

 資本合計   2,047,778 54.7 － －  3,317,397 58.4

 
負債、少数株主持分及び
資本合計 

  3,743,794 100.0 － －  5,681,873 100.0

      
 

－ ５ － 



 

  
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   － － 2,272,911 48.0  － －

２ 資本剰余金   － － 2,184,511 46.1  － －

３ 利益剰余金   － － △1,310,948 △27.7  － －

４ 自己株式   － － △2,038 △0.0  － －

 株主資本合計   － － 3,144,435 66.4  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

 
その他有価証券評
価差額金 

  － － △772 △0.0  － －

 評価・換算差額等合計   － － △772 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,000 0.4  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 396,525 8.3  － －

 純資産合計   － － 3,560,188 75.1  － －

 負債純資産合計   － － 4,737,945 100.0  － －
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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   155,053 100.0 168,712 100.0  1,526,481 100.0

Ⅱ 売上原価 ＊1  279,993  180.6 120,744 71.5  1,484,650 97.3

 
売上総利益又は売上
総損失(△) 

  △124,939 △80.6 47,967 28.5  41,830 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊2  194,737 125.6 210,290 124.6  657,399 43.0

  営業損失   319,677 △206.2 162,322 △96.2  615,568 △40.3

Ⅳ 営業外収益     

 1.受取利息  495 1,028  4,889 

2.匿名組合損益分配額  19,695 428  － 

 3.その他  179 20,370 13.1 711 2,168 1.2 3,226 8,115 0.5

Ⅴ 営業外費用     

1.支払利息  6,092 7,513  27,770 

2.持分法投資損失  839 8,400  4,365 

3.新株発行費償却  751 1,176  7,713 

4.社債発行費償却  1,025 1,025  4,103 

5.匿名組合損益分配額  － －  32,855 

6.投資有価証券評価損  － －  5,956 

7.その他  939 9,648 6.2 159 18,275 10.8 25,840 108,604 7.1

 経常損失   308,955 △199.3 178,429 △105.8  716,057 △46.9

Ⅵ 特別利益     

1.貸倒引当金戻入益  － 2,469  － 

2.持分変動利益  － － － － 2,469 1.5 12,274 12,274 0.8

 
税金等調整前四半期 
（当期）純損失 

  308,955 199.3 175,960 △104.3  703,782 △46.1

 
法人税、住民税及び事 
業税 

 282 282  1,130 

 法人税等調整額  － 282 0.2 － 282 0.1 － 1,130 0.1

 少数株主損失   255 0.2 2,948 1.8  27,862 1.8

 四半期（当期）純損失   308,983 △199.3 173,294 △102.7  677,050 △44.4

      

－ ７ － 



（３）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書 

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  547,291  547,291

Ⅱ 資本剰余金増加高   

1.ストックオプション行使による  
新株の発行 

 4,327 6,365 

2.転換社債型新株予約権付社債の  
権利行使による新株の発行 

 814,000 880,000 

3.新株予約権行使による新株の 
発行 

 － 818,327 750,854 1,637,219

Ⅲ 
資本剰余金四半期末（期末）
残高 

 1,365,618  2,184,511

    

 （利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △460,603  △460,603

Ⅱ 利益剰余金減少高   

1.四半期（当期）純損失  308,983 308,983 677,050 677,050

Ⅲ 
利益剰余金四半期末（期末）
残高 

 △769,586  △1,137,653

   

－ ８ － 



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  

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18年３月31日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730

第１四半期連結会計期間

中の変動額 
  

第１四半期純利益(千円) － － △173,294 － △173,294

株主資本以外の項目の第

１四半期連結会計期間中

の変動額（純額）(千円) 

－ － － － －

第１四半期連結会計期間

中の変動額合計（千円） 
－ － △173,294 － △173,294

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △1,310,948 △2,038 3,144,435

 

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
△333 △333 20,000 399,473 3,736,871

第１四半期連結会計期間

中の変動額 
  

第１四半期純利益(千円) － － － － △173,294

株主資本以外の項目の第

１四半期連結会計期間中

の変動額（純額）(千円) 

△439 △439 － △2,948 △3,387

第１四半期連結会計期間

中の変動額合計（千円） 
△439 △439 － △2,948 △176,682

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
△772 △772 20,000 396,525 3,560,188

 

－ ９ － 



（４）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 

    

税金等調整前四半期
（当期）純損失 

 △308,983 △175,960 △703,782 

減価償却費  13,424 40,987 162,274 

持分法投資損失  839 8,400 4,365 

貸倒引当金の増減額 
（減少は△） 

 1,565 △2,469 4,069 

受取利息  △570 △1,028 △4,889 

支払利息  6,092 7,513 27,770 

投資有価証券評価損  － － 5,956 

持分法変動利益  － － △12,274 

売上債権の増減額 
（増加は△） 

 21,385 524,071 △509,765 

信託未収収益の増加額  － △22,575 － 

たな卸資産の増減額 
（増加は△） 

 49,562 △2,045 150,546 

営業投資有価証券及び
営業出資金の増減額
（増加は△） 

 △230,530 52,657 189,441 

仕入債務の増減額 
（減少は△） 

 △41,585 △269,505 176,668 

組合出資預り金の増減
額（減少は△） 

 43,960 △133 △66,730 

その他（減少は△）  37,851 △114,652 216,399 

小計  △407,827 45,261 △359,949 

利息及び配当金の受
取額 

 53 1,296 5,032 

利息の支払額  △7,788 △7,781 △27,439 

法人税等の支払額  △3,079 △180 △595 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △418,641 38,596 △382,951 

－ １０ － 



  

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 

 － － △120,000 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △1,324 △4,507 △3,527 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △301 △53,141 △500,601 

出資金による支出  △750 △8,108 － 

出資金の回収による収
入 

 2,699 4,951 － 

貸付による支出  △25,000 △183,500 △1,746,987 

貸付の回収による収入  7,140 280,850 72,140 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △7,524 △71,000 △226,950 

投資有価証券の分配に
よる収入 

 － 5,500 79,023 

保証金の差入による支
出 

 △25,000 － △25,000 

その他  － 751 312 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △50,060 △28,203 △2,471,589 
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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） 

（自 平成17年４月１日 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

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） 

Ⅲ  財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  
 

 

短期借入れによる増減額  △37,500 △460,000 212,500 

長期借入れによる収入  － 2,930 － 

長期借入金の返済による
支出 

 △8,300 △8,300 △33,200 

株式の発行による収入  8,653 － 1,514,439 

少数株主からの払込によ
る収入 

 － － 275,000 

手数料の支出  － － △25,790 

新株予約権発行による収
入 

 － － 5,879 

自己株式取得による支出  － － △2,002 

財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ
シュ・フロー 

 △37,146 △465,370 1,946,826 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額又は減少額（△） 

 △505,848 △454,976 △907,715 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 1,163,049 955,968 1,163,049 

Ⅶ 新規連結による現金および
現金同等物増加額 

 － － 700,633 

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半
期末（期末）残高 

＊１ 657,201 500,991 955,968 
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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） 

 

───── 

当社グループは、前々連結会計

年度529,881千円、前連結会計年度

615,568千円、当第１四半期連結会

計期間162,322千円と大幅な営業損

失を計上しております。また、

前々連結会計年度410,969千円、前

連結会計年度382,951千円と大幅な

営業キャッシュ・フローのマイナ

スとなっております。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大

に伴う人件費・経費の増加、匿名

組合等の出資に係る損失・評価損

の取込により生じたものでありま

す。 

当社グループは、当該状況を解

消すべく、前連結会計年度より開

始した信託業務を事業の中核とし

て積極的に推進しており、今後

は、信託業務及び関連事業による

収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を図っていく計画でありま

す。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を

前提として作成しており、このよう

な疑義の影響を四半期連結財務諸表

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529,881千円、当連結会計年度

615,568千円と大幅な営業損失を計

上し、また、前連結会計年度

410,969 千円、当連結会計年度

382,951千円と大幅な営業キャッ

シュ・フローのマイナスとなって

おります。当該状況により、継続

企業の前提に関する重要な疑義が

存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大

に伴う人件費・経費の増加、匿名

組合等の出資に係る損失・評価損

の取込により生じたものでありま

す。 

当社グループは、当該状況を解

消すべく、当連結会計年度より開

始した信託業務を事業の中核とし

て、信託スキームを活用した新た

な金融商品を開発し、信託スキー

ムのメリットをアピールすること

で受託財産額の積み上げを図り、

信託業務及び関連事業による収益

拡大により、利益計上体質への改

善を目指す計画であります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、このような

疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。 

－ １３ － 



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。 

（１）連結子会社の数 １社

（２）連結子会社の名称 

株式会社バズスタイル 

（３）投資事業組合等の連結

の範囲に関する取扱い 

当社が管理運営する投資

事業組合等に対する出資の

うち、当社の持分割合が過

半数を超える投資事業組合

が10ファンドありますが、

投資事業組合等の資産、負

債及び収益、費用は持分割

合に応じて各出資者に帰属

する為、投資事業組合等は

子会社として取扱っており

ません。 

（１）連結子会社の数 ５社 

主要な連結子会社の名称 

・株式会社バズスタイル 

・投資事業有限責任組合第２

東京マルチメディアファン

ド 

・ＴＭＦ３投資事業有限責任

組合中小企業コンテンツ制

作支援ファンド 

・ユビキャスト匿名組合事業

・日本デジタルリンク匿名組

合事業 

 日本デジタルリンク匿名組

合事業は、当四半期連結会計

年度において匿名組合出資を

行い、実質的に支配している

組合等と判断されるため、当

四半期連結会計期間より連結

の範囲に含めることにいたし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主要な非連結子会社の

名称 

・ケイジェイ・プロジェクト

匿名組合事業 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社７社は、いず

れも小規模会社等であり、合

計の総資産、売上高、四半期

連結純損益及び連結利益剰余

金（持分に見合う額）等は、

いずれも四半期連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

（１）連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社の名称 

・株式会社バズスタイル 

・投資事業有限責任組合第

２東京マルチメディア

ファンド 

・ＴＭＦ３投資事業有限責

任組合中小企業コンテン

ツ制作支援ファンド 

・ユビキャスト匿名組合事

業 

 従来、組合等については

その財産の持分相当額を出

資金、投資有価証券、営業

出資金及び営業投資有価証

券として計上し、組合等の

営業により獲得した損益の

持分相当額を当期の損益と

して計上しておりました

が、実質的に支配している

組合等についてファンド全

体の資産規模を明確にする

ことが、当社グループの経

営 成 績 、 財 政 状 態 及 び

キャッシュ・フローの状況

をより適切に開示すること

になるため、当連結会計年

度より連結の範囲に含める

ことにいたしました。な

お、当期純利益に影響はあ

りません。 

（２）主要な非連結子会社

の名称 

・ケイジェイ・プロジェク

ト匿名組合事業 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社７社は、い

ずれも小規模会社等であ

り、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び連結利

益剰余金（持分に見合う

額）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。 
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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）

２．持分法の適用に関する

事項 

関連会社はすべて持分法を

適用しております。 

（１）持分法適用の関連会

社の数 １社 

会社等の名称 

  株式会社九天社 

投資事業組合等の持分法の

適用に関する取扱い 

当社が管理運営する投資

事業組合等に対する出資の

うち、当社の割合が100分の

20以上、100分の50以下であ

る投資事業組合が5ファンド

ありますが、投資事業組合

等の資産、負債及び収益、

費用は持分割合に応じて各

出資者に帰属する為、投資

事業組合等は関連会社とし

て取扱っておりません。 

（１）持分法を適用した非連

結子会社の数 ４社 

持分法を適用した関連会社の

数 １社 

主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェクト

匿名組合 

・株式会社九天社 

（２）持分法を適用しない非

連結子会社のうち主要な会社

等の名称 

・株式会社日本デジタルリン

ク 

・ジェイトス匿名組合事業 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社３社は、

それぞれ四半期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても

重要性がないためでありま

す。 

  

（１）持分法を適用した非

連結子会社の数 ４社 

持分法を適用した関連会社

の数 １社 

主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェク

ト匿名組合 

・株式会社九天社 

（２）持分法を適用しない

非連結子会社のうち主要な

会社等の名称 

・株式会社日本デジタルリ

ンク 

・ジェイトス匿名組合事業 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社３社

は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため

であります。 

３．連結子会社の四半期決

算日等に関する事項 

連結子会社の四半期決算

日は、四半期連結決算日と

一致しております。 

連結子会社のうち、投資事

業有限責任組合第２東京マル

チメディアファンドの四半期

決算日は、３月31日でありま

す。四半期連結財務諸表の作

成にあたっては、同日現在の

四半期財務諸表を使用し、四

半期連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連

結に必要な調整を行っており

ます。 

 また、ユビキャスト匿名組

合事業の四半期決算日は９月

30日、日本デジタルリンク匿

名組合事業の四半期決算日は

12月31日であります。四半期

連結財務諸表の作成にあたっ

ては、四半期連結決算日にお

いて仮決算を行っておりま

す。 

連結子会社のうち、投資

事業有限責任組合第２東京

マルチメディアファンドの

決算日は、12月31日であり

ます。連結財務諸表の作成

にあたっては、同日現在の

財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っておりま

す。 

 また、ユビキャスト匿名

組合事業の決算日は６月30

日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては、連

結決算日において仮決算を

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）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)重要な減価償却資産の

減価償却 

 

 

 

 

①有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 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。 

なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

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

能な最近の決算書等を基礎

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。 

②たな卸資産 

 商品・仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

①有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

②無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。     

なお、自社利用のソフト

ウェアについては､社内にお

ける利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用して

おります。 

③長期前払費用 

 定額法を採用しておりま

す。 

 

 

①有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

四半期連結決算日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法

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たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

 

①有形固定資産 

同左 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

③長期前払費用 

同左 

 

 

 

①有価証券 

その他の有価証券 

 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）を採用して

おります。 

 時価のないもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

 

①有形固定資産 

同左 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

③長期前払費用 

同左 

 

 

－ １６ － 



 

 

項目 
前第１四半期連結会計期間

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 

 

 

 

 

 

（４）重要なリース取引の

処理方法 

 

 

 

 

（自 平成17年４月１日 

 

 

（５）ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えて、

一般債権については貸倒実

績率により計上しており、

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。 

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－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。 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては

特例処理の要件を満たして

おりますので特例処理を採

用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 （ヘッジ手段） 

   金利スワップ 

 （ヘッジ対象） 

   借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスク

を回避する目的で行なって

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たしているため､

有効性の判定を省略してお

ります。 

 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

－ １７ － 



 

 

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） 

 (６)その他の四半期連結財

務諸表（連結財務諸表）作

成のための基本となる重要

な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①投資事業組合等への出

資金に係る会計処理 

投資事業組合等への出

資金に係る会計処理は、

組合等の事業年度の財務

諸表及び事業年度の中間

会計期間に係る中間財務

諸表に基づいて、組合等

の資産、負債及び収益、

費用を当社の出資持分に

応じて計上しておりま

す。 

②消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①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 

 

－ １８ － 



 

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） 

 当第1四半期会計期間より、「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） 

 当第 1 四半期連結会計期間より、

「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」（企業会計基準摘要

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、3,143,663 千円であります。 

 

────── 

 

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) 

────── （四半期連結貸借対照表） 

「短期貸付金」は、前第 1 四半期連結会計期間末は、流

動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第

1 四半期連結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、前四半期連結会計期間末の「短期貸付金」の金額

は 50,000 千円であります。 

 

－ １９ － 



 

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．担保資産 ＊１ 担保資産 ＊１．担保資産 

───── 関連会社株式会社九天社の金融機関

からの借入金に対し、定期預金120,000

千円を担保として差し入れておりま

す。 

同左 

＊２．有形固定資産の減価償却累計額

は2,129千円です。 

 

＊２．有形固定資産の減価償却累計額

は3,205千円です。 

＊２．有形固定資産の減価償却累計額

は2,835千円です。 

＊３. 当社においては、運転資金の効

率的な調達を行なうため取引銀行４行

と当座借越契約を締結しております。 

これらの契約に基づく当第1四半期連

結会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 

 当座借越限度額  700,000千円 

 借入実行残高   700,000千円 

  差引額       － 千円 

＊３．同左 

 

 

 

 

 

 

当座借越限度額 500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 － 千円
 

＊３．当社においては、運転資金の効

率的な調達を行なうため取引銀行４行

と当座借越契約を締結しております。 

これらの契約に基づく当連結会計年

度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

 

当座借越限度額 1,000,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 100,000千円
 

 

（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．   ───── ＊１．売上原価には、営業投資有価証

券から生じた費用の金額が6,886千円含

まれております。 

＊１．売上原価には、営業投資有価証

券から生じた費用の金額が221,760千円

含まれております。 

＊２．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額はつぎの通りであり

ます。 

従業員給与手当 44,418千円 

支払手数料   65,025千円 

役員報酬    20,050千円 

業務委託料    6,151千円 

＊２．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次の通りでありま

す。 

支払手数料 28,685千円

従業員給与手当 44,209千円

役員報酬 17,550千円

減価償却費 27,923千円

広告宣伝費 34,734千円
 

＊２．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次の通りでありま

す。 

支払手数料 181,049千円

従業員給与手当 167,018千円

役員報酬 76,100千円

貸倒引当金繰入額 4,069千円
 

 

－ ２０ － 



 

（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に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数 

当第１四半期連結会計

期間増加株式数 

当第１四半期連結会計

期間減少株式数 

当第１四半期連結会計

期間期末株式数 

発行済株式 

普通株式（株） 
208,023 － － 208,023

自己株式 

普通株式（株） 
18.28 － － 18.28

合計 208,041.28 － － 208,041.28

 

２．新株予約権及び自己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） 

内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 
前連結会計年

度末株式数

当第１四半期

連結会計期間

増加株式数

当第１四半期

連結会計期間

減少株式数

当第１四半期

連結会計期間

期末株式数 

当第１四半

期連結会計

期間期末残

高（千円）

摘要

平成14年６月20日決議

ストックオプション 
普通株式 480 － － 480 －

平成15年６月19日決議

ストックオプション 
普通株式 1,090 － － 1,090 －

平成16年６月17日決議

ストックオプション 
普通株式 1,530 － 110 1,420 － 注１

平成17年６月23日決議

ストックオプション 
普通株式 1,510 － 180 1,330 － 注２

平成17年11月25日決議

第三者割当による新株

予約権 

普通株式 32,843 8,208 － 41,051 20,000
注３

注４

（注）１．平成16年６月17日決議ストックオプションの当期減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

２．平成17年６月23日決議ストックオプションの当期減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

３．平成17年11月25日決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数は、以下の算式により算出しま

した。 

新株予約権の個数（100個）×25,000,000円  
株式数＝ 

修正行使価額（行使決定日直前の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引におけ

る５連続取引日の終値の平均値の90％に相当する金額。但し、修正行使価額が60,900円を下

回る場合には、60,900円とする。） 

４．平成17年11月25日決議第三者割当による新株予約権の当期増加は、行使価額が76,122円から60,900円に

修正されたためであります。 

 

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

－ ２１ － 



 

（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四半期末残

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四半期

末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） （平成18年６月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 657,201千円 

現金及び現金同等物 657,201千円 
 

現金及び預金勘定 620,991千円 

拘束性預金 120,000千円

現金及び現金同等物 500,991千円 
 

現金及び預金勘定 1,075,968千円

拘束性預金 120,000千円

現金及び現金同等物 955,968千円
 

───── ───── ２．重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使 

  
 

新株予約権の行使による
資本金増加額 880,000千円

新株予約権の行使による
資本準備金増加額 880,000千円

新株予約権の行使による
新株予約権付社債減少額 1,760,000千円

 

－ ２２ － 



 

追加情報 

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） 

 

────── 

 

────── 

 当社は、平成18年５月25日開催の取

締役会において当社の従業員に対し、

会社法第236条、第238条及び第239条の

規定に基づきストックオプションとし

て新株予約権を付与することを平成18

年６月22日開催予定の定時株主総会の

議案とすることを決議しておりました

が、平成18年６月19日開催の取締役会

決議に基づき、当該議案を撤回致しま

した。 

 

（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） 

 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 

 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及び四半期末残高

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） 

四半期末
残高相当

額  
（千円） 

工 具 器
具備品 

28,339 11,750 16,589 

合計 28,339 11,750 16,589 

  

 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額 

（千円）

四半期末
残高相当

額  
（千円）

工 具 器
具備品 

10,281 4,762 5,518

合計 10,281 4,762 5,518

  

 

 
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 

16,093 9,814 6,278

合計 16,093 9,814 6,278

  
２．未経過リース料四半期末残高相当

額 

２．未経過リース料四半期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 
   １年内     6,001千円 

 （4,605千円） 

   １年超     10,951千円 

（4,605千円） 

合計    16,953千円 

       （9,211千円） 

 （注）上記の（ ）内書は、転貸

リースに係る未経過リース料四半期

末残高相当額であります。 
  

  
  １年内 8,852千円 

  

  １年超 6,655千円 

 

合計      15,508千円 

       

  
  １年内 8,995千円 

  

  １年超 8,894千円 

 

合計      17,889千円 

       

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 
 

支払リース料 1,773千円

減価償却費相当額 1,621千円

支払利息相当額 192千円
  

 
支払リース料 824千円

減価償却費相当額 760千円

支払利息相当額 54千円
  

 
支払リース料 3,721千円

減価償却費相当額 3,426千円

支払利息相当額 2,296千円
  

－ ２３ － 



 

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．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同左 同左 

 （貸主側） （貸主側） 

 未経過リース料四半期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

 1年以内 7,074千円

1年超 3,219千円

合計 10,293千円
 

1年以内 7,047千円

1年超 4,997千円

合計 12,044千円
 

 （注）上記はすべて転貸リース取引に

係る貸主側の未経過リース料四半期末

残高相当額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむ

ね同一の条件で第三者にリースしてい

るのでほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料四半期末残高相当額

に含まれております。 

（注）上記はすべて転貸リース取引に

係る貸主側の未経過リース料期末残高

相当額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむ

ね同一の条件で第三者にリースしてい

るのでほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料期末残高相当額に含

まれております。 

 

－ ２４ － 



 

（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） 

有価証券 

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） 

証券投資信託 5,150 3,720 △1,430 

合計 5,150 3,720 △1,430 

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） 

その他有価証券  

 非上場株式 20,300 

 匿名組合出資金 1,981,494 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 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） 

証券投資信託 5,150 4,378 △772 

合計 5,150 4,378 △772 

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） 

その他有価証券  

 非上場株式 154,900 

 匿名組合出資金 814,965 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 
 計上額（千円） 

差額（千円） 

証券投資信託 5,150 4,817 △333 

合計 5,150 4,817 △333 

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） 

その他有価証券  

 非上場株式 142,900 

 匿名組合出資金 760,812 

（デリバティブ取引関係） 

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） 

 該当事項はありません。 

      なお､金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記

の対象から除いております 

－ ２５ － 



 

 

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） 

 該当事項はありません。 

      なお､金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記

の対象から除いております 

 

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） 

 該当事項はありません。 

      なお､金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記

の対象から除いております 

 

（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） 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務（制作企画への投資、事業

化に対するビジネス構造の構築・流通・配信等の支援、著作権等の知的財産の管理・評価・資金調達の

スキーム作り）を主としたデジタルコンテンツ・アレンジメント事業の売上高及び営業利益（損失）の

金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益（損失）の金額の合計額に占める割合がいずれも

90％超であるため事業の種類別セグメントの記載を省略しております。 

     

    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） 

 
信託事業 
（千円） 

兼業事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 44,108 123,536 1,068 168,712 － 168,712

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

    －     －     －     －     －     －

計 44,108 123,536 1,068 168,712     － 168,712

営業費用 65,382 202,093 4,772 272,247 (58,788) 331,035

営業損失 △21,273 △78,557 △3,705 △103,535 (58,788) △162,323

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．前連結会計年度の区分を見直し、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテン

ツ・アレンジメント事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

３．各区分の主な事業内容 

(1) 信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とする信託業務を行って

おります。 

(2) 兼業事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。TMF２、

TMF３はデジタルコンテンツの製作プロジェクトに投資するファンドの運営、ユビキャスト及び日本

デジタルリンクは、ソフトウェア開発等の事業への匿名組合出資であります。 

(3)その他の事業 

連結子会社株式会社バズスタイルは、デジタルAV家電の企画・販売業務等のハードウェアセールス

事業を行っております。 

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（58,788千円）の主なものは、親会

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

－ ２６ － 



 

    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） 

 

デジタルコ
ンテンツ・
アレンジメ
ント事業 
（千円） 

信託事業 
（千円） 

その他の事
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 1,281,082 223,691 21,707 1,526,481 － 1,526,481

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 1,281,082 223,691 21,707 1,526,481 － 1,526,481

営業費用 1,874,925 131,766 42,660 2,049,351 (92,697) 2,142,049

営業利益又は営業損失（△） △593,843 91,925 △20,953 △522,870 (92,697) △615,568

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

(1）デジタルコンテンツ・アレンジメント事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。 

(2）信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭を対象とする信託業務を行っております。 

(3)その他の事業 

連結子会社株式会社バズスタイルは、デジタルAV家電の企画・販売業務等のハードウェアセールス

事業を行っております。 

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（92,697千円）の主なものは、親会

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

－ ２７ － 



 

【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） 

 該当事項はありません。 

 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､記載を省略しております。 

 

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） 

 該当事項はありません。 

 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､記載を省略しております。 

 

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） 

 該当事項はありません。 

 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､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） 

      該当事項はありません。 

      海外売上高がないため､記載を省略しております。 

  

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） 

      該当事項はありません。 

      海外売上高がないため､記載を省略しております。 

 

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） 

      該当事項はありません。 

      海外売上高がないため､記載を省略しております。 

 

（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 

22,019円 99銭

１株当たり四半期
純損失金額 

3,654円 87銭

   

１株当たり純資産
額 

15,112円 10銭

１株当たり四半期
純損失金額 

833円 06銭

 

１株当たり純資産
額 

15,947円 26銭

１株当たり当期純
損失金額 

3,652円 00銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、１株

当たり当第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。 

また、当社は平成17年11月18日付で

１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。 

  

－ ２８ － 



 

（注）１株当たり中間純損失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） 

四半期（当期）純損失 

（千円） 
308,983 173,294 677,050 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る四半期（当
期）純損失（千円） 

308,983 173,294 677,050 

期中平均株式数 84,540.30株 208,023.00株 185,391.50株 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

第３回新株予約権（ストック

オプション） 

平成14年６月20日定時株主総

会決議（予約権の数240個） 

 

第４回新株予約権（ストック

オプション） 

平成15年６月15日定時株主総

会決議（予約権の数685個） 

 

第５回新株予約権（ストック

オプション） 

平成16年６月17日定時株主総

会決議（予約権の数870個） 

 

第６回新株予約権（ストック

オプション） 

平成17年６月17日定時株主総

会決議（予約権の数845個） 

 

－ 

第３回新株予約権（ストック

オプション） 

平成14年６月20日定時株主総

会決議（予約権の数480個） 

 

第４回新株予約権（ストック

オプション） 

平成15年６月15日定時株主総

会決議(予約権の数1,090個) 

 

第５回新株予約権（ストック

オプション） 

平成16年６月17日定時株主総

会決議(予約権の数1,420個) 

 

第６回新株予約権（ストック

オプション） 

平成17年６月23日定時株主総

会決議(予約権の数1,330個) 

 

第三者割当による新株予約権 

平成17年11月25日取締役会決

議（予約権の数100個） 

第３回新株予約権（ストック

オプション） 

平成14年６月20日定時株主総

会決議（予約権の数480個） 

 

第４回新株予約権（ストック

オプション） 

平成15年６月19日定時株主総

会決議(予約権の数1,090個) 

 

第５回新株予約権（ストック

オプション） 

平成16年６月17日定時株主総

会決議(予約権の数1,530個) 

 

第６回新株予約権（ストック

オプション） 

平成17年６月23日定時株主総

会決議(予約権の数1,510個) 

 

第三者割当による新株予約権 

平成17年11月25日取締役会決

議（予約権の数100個） 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

－ ２９ － 



 

 
平成19年３月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 

  平成18年８月14日 

上場会社名 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社 （コード番号：4815 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.jdc.jp/ ）   

  代表者     代表取締役社長     土井 宏文 ＴＥＬ：（03）3434－5651       

    問合せ先責任者 常務取締役       宮田 清治 

 
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 最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19年３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                         （百万円未満切捨て） 

 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   ％

19年３月期第1四半期  171     25.7 △130      － △163   －  △161   －

18年３月期第1四半期 136  △5.5  △315   －  △304   － △304   －

(参考)18年３月期 1,498     23.5  △504   －  △652   －   △653   －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

19年３月期第1四半期   △775  25

18年３月期第1四半期 △3,601  82 

(参考)18年３月期 △3,523  74 

 (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します。 
 
(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

19年３月期第1四半期 4,702 3,238 68.5 15,470 35 

18年３月期第1四半期 3,785 2,090 55.2 22,484 57 

(参考)18年３月期 5,329 3,399 63.4 16,246  70 

(注) 18年３月期第１四半期と18年３月期の純資産は、貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
を適用した金額を記載しております。 
 
３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月1日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中  間  期 614 4 4 

通     期 2,010 295 295 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,417円 99銭 
 

※業績は、概ね予想通りに推移しており、業績予想の修正はありません。業績予想については、発表日現在におい

て入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、

実際の業績は予想値と異なる場合があります。 

－ ３０ － 

http://www.jdc.jp/


 

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 

平成18年３月期 0.00 0.00 0.00 

平成19年３月期（実績） － － － 

平成19年３月期（予想） 0.00 0.00 0.00 

 

－ ３１ － 



 

 【四半期財務諸表等】 

１．【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 ＊１ 639,789   222,229  430,606  

２ 売掛金  318,451   325,686  825,754  

３ 信託未収収益  －   22,575  －  

４ 営業投資有価証券  1,136,927   1,087,047  1,039,545  

５ 営業出資金  797   －  －  

６ 商品  4,770   37,288  37,288  

７ 仕掛品  332,445   200,976  198,911  

 ８ 前渡金  6,904            998  －  

 ９ 短期貸付金  50,000   1,428,420  1,515,920  

１０ 前払費用  6,696   19,526  20,124  

１１ その他 ＊２ 22,097   117,669  40,840  

 貸倒引当金  △1,565   △1,600  △4,069  

 流動資産合計  2,517,315 66.5 3,460,818 73.6  4,104,923 77.0

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ＊３ 1,995  0.0 3,179  0.1 3,372  0.0

２ 無形固定資産       

 (1)ソフトウェア  185,677  148,685  146,114  

 (2)その他  1,661  1,795  1,833  

 無形固定資産合計  187,339  4.9 150,481  3.2 147,948  2.8

３ 投資その他の資産        

 (1)投資有価証券  82,020   870,586  854,724  

 (2)出資金  887,445   97,964  94,807  

  (3)その他  108,791   117,425  119,716  

 貸倒引当金  △9,243   △9,243  △9,243  

 投資その他の資
産合計 

 1,069,013  28.3 1,076,732  22.9 1,060,007  19.9

 固定資産合計  1,258,347 33.2 1,230,393 26.2  1,211,328 22.7

Ⅲ 繰延資産  9,435 0.3 11,314 0.2  13,517 0.3

 資産合計  3,785,098 100.0 4,702,526 100.0  5,329,769 100.0

          

－ ３２ － 



 

  
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  94,228  42,977  312,482 

２短期借入金 ＊４ 900,000  990,000  1,150,000 

３
１年以内返済予定長
期借入金 

 33,200  17,000  25,300 

４未払金  37,785  36,091  45,057 

５未払法人税等  1,717  2,577  9,068 

６預り金  4,752  5,598  7,180 

７組合出資預り金  162,338  51,514  51,647 

８その他  11,091  18,578  29,135 

 流動負債合計   1,245,115 32.9 1,164,338 24.7  1,629,873 30.6

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金  317,000 300,000  300,000 

２ 社債  132,000 －  － 

３ 新株予約権  － －  20,000 

 固定負債合計   449,000 11.9 300,000 6.4  320,000 6.0

 負債合計   1,694,115 44.8 1,464,338 31.1  1,949,873 36.6

      

（資本の部）       

Ⅰ 資本金   1,454,018 38.4 － －  2,272,911 42.6

Ⅱ 資本剰余金     

 資本準備金  1,365,618 －  2,184,511 

 資本剰余金合計   1,365,618 36.1 － －  2,184,511 41.0

Ⅲ 利益剰余金     

 
四半期(当期)未処
理損失 

 726,382 －  1,075,155 

 利益剰余金合計   △726,382 △19.2 － －  △1,075,155 △20.2

Ⅳ 
その他有価証券評価 
差額金 

  △1,430 △0.0 － －  △333 △0.0

Ⅴ 自己株式   △842 △0.0 － －  △2,038 △0.0

 資本合計   2,090,983 55.2 － －  3,379,895 63.4

 負債及び資本合計   3,785,098 100.0 － －  5,329,769 100.0

      

 

－ ３３ － 



 

 

  
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   － － 2,272,911 48.3  － －

２ 資本剰余金     

 (1)資本準備金   － － 2,184,511 46.5  － －

 資本剰余金合計   － － 2,184,511 46.5  － －

３ 利益剰余金     

 (1)その他利益剰余金     

 繰越利益剰余金  － － － △1,236,424 △1,236,424 △26.3 － － －

 利益剰余金合計   － － △1,236,424 △26.3  － －

４ 自己株式   － － △2,038 △0.0  － －

 株主資本合計   － － 3,218,959 68.5  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ 
その他有価証券評価
差額金 

  － － △772 △0.0  － －

 評価・換算差額等合計   － － △772 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,000 0.4  － －

 純資産合計   － － 3,238,187 68.9  － －

 負債純資産合計   － － 4,702,526 100.0  － －

     

 

－ ３４ － 



 

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   136,845 100.0 171,756 100.0  1,498,265 100.0

Ⅱ 売上原価 ＊４  267,913 195.8 125,431 73.0  1,376,494 91.9

 売上総利益又は売上 
総損失（△） 

  △131,067 △95.8 46,324 27.0  121,770 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊４  184,830 135.1 177,178 103.2  626,121 41.8

  営業損失   315,897 △230.8 130,854 △76.2  504,350 △33.7

Ⅳ 営業外収益 ＊１  20,445 14.9 2,117 1.2  8,006 0.6

Ⅴ 営業外費用 ＊２  8,809 6.4 34,764 20.2  155,977 10.4

 経常損失   304,261 △222.3 163,501 △95.2  652,321 △43.5

Ⅵ 特別利益 ＊３  － － 2,469 1.4  － －

 税引前四半期(当期)純 
損失 

  304,261 △222.3 161,031 △93.8  652,321 △43.5

 
法人税、住民税及び 
事業税 

 237 237  950 

 法人税等調整額  － 237 0.2 － 237 0.1 － 950 0.1

 四半期(当期)純損失   304,498 △222.5 161,269 △93.9  653,271 △43.6

 前期繰越損失   421,883 －  421,883

 四半期(当期)未処理 
損失 

  726,382 －  1,075,155

      

 

－ ３５ － 



 

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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 
繰越利益剰

余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

第１四半期中の変動額    

第１四半期純利益 

（千円） 
－ － － △161,269 △161,269 － △161,269

株主資本以外の項目の

第１四半期会計期間中

の変動額(純額)(千円) 

－ － － － － － －

第１四半期会計期間中

の変動額合計（千円） 
－ － － △161,269 △161,269 － △161,269

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,236,424 △1,236,424 △2,038 3,218,959

 

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
△333 △333 20,000 3,399,895

第１四半期中の変動額  

第１四半期純利益 

（千円） 
－ － － △161,269

株主資本以外の項目の

第１四半期会計期間中

の変動額(純額)(千円) 

△439 △439 － △439

第１四半期会計期間中

の変動額合計 （千円） 
△439 △439 － △161,708

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
△772 △772 20,000 3,238,187

－ ３６ － 



 

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） 

 

───── 

当社は、前々期504,166千円、前

期504,350千円、当第１四半期会計

期間130,854千円と大幅な営業損失

を計上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

前期より開始した信託業務を事業の

中核として積極的に推進しており、

今後は、信託業務及び関連事業によ

る収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を図っていく計画でありま

す。 

 四半期財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、このような疑

義の影響を四半期財務諸表には反映

しておりません。 

当社は、前期504,166千円、当期

504,350千円と大幅な営業損失を計

上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

当期より開始した信託業務を事業の

中核として、信託スキームを活用し

た新たな金融商品を開発し、信託ス

キームのメリットをアピールするこ

とで受託財産額の積み上げを図り、

信託業務及び関連事業による収益拡

大により、利益計上体質への改善を

目指す計画であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として

作成しており、このような疑義の影

響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 

－ ３７ － 



 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
期  別 

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 

子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

その他の有価証券 

時価のあるもの 

四半期決算日の市場価格に

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。 

 

なお、投資事業有限責任組

合及びそ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

書等を基礎とし、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 

 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  

子会社株式及び関連会社株式

同左 

 

その他の有価証券 

時価のあるもの 

四半期決算日の市場価格に

基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理

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。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式

同左 

 

その他の有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格に基づく

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。 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

 (2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

(2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

(2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

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。 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基

づく定額法を採用しておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

－ ３８ － 



 

 

期  別 
 
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．引当金の計上基準 貸倒引当金 

  債権の貸倒れに備えて、一

般債権については貸倒実績率

により計上しており、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 

５．重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用し

ております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 （ヘッジ手段） 

 金利スワップ 

 （ヘッジ対象） 

 借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを

回避する目的でおこなってお

ります。 

④ヘッジ有効性評価 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしているため、有

効性の判定を省略しておりま

す。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価 

同左 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 

 

同左 

７．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 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 

－ ３９ － 



 

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） 

当第1四半期会計期間より、「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） 

 当第 1 四半期会計期間より、「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、3,218,187 千円であります。 

（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

用しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

 

 

 

 

追加情報 

前第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） 

 

────── 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当社は、平成18年5月25日開催の取

締役会において当社の従業員に対

し、会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づきストックオプ

ションとして新株予約権を付与する

ことを平成18年6月22日開催予定の定

時株主総会の議案とすることを決議

しておりましたが、平成18年6月19日

開催の取締役会決議に基づき、当該

議案を撤回致しました。 

 

 

－ ４０ － 



 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

項目 
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．担保資産 ────  関連会社（株）九天社の金

融機関からの借入金に対し、

定期預金120,000千円を担保と

して差し入れております。 

関連会社（株）九天社の金

融機関からの借入金に対し、

定期預金120,000千円を担保と

して差し入れております。 

 

＊２．消費税等の取扱

い 

仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ流動資産

の「その他」に含めて表示し

ております。 

 

同左 ──── 

＊３．有形固定資産の

減価償却累計額 

 

2,129千円 3,205千円 2,834千円 

＊４．当座借越契約 

 

 

 当社においては運転資金の

効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座借越契約を締

結しております。これらの契

約に基づく当四半期会計期間

末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

当座借越限度額 700,000千円

借入実行残高  700,000千円

   差引額          －  千円

同左 

 

 

 

 

 

 

当座借越限度額 500,000千円

借入実行残高  500,000千円

差引額          －  千円

当社においては運転資金の

効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座借越契約を締

結しております。これらの契

約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座借越限度額1,000,000千円

借入実行残高    900,000千円

 差引額        100,000千円

 

 

－ ４１ － 



 

（四半期損益計算書関係） 

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．営業外収益のうち主要なもの 

     受取利息 

匿名組合損益分配額 

 

570千円 

19,695千円 

 

1,406千円 

－ 

 

5,304千円 

－ 

＊２．営業外費用のうち主要なもの 

     支払利息 

     新株発行費償却 

     社債発行費償却 

     匿名組合損益分配額 

 

6,092千円 

751千円 

1,025千円 

－ 

 

7,990千円 

1,176千円 

1,025千円 

24,571千円 

 

27,509千円 

7,713千円 

4,103千円 

84,855千円 

＊３．特別利益のうち主要なもの 

    貸倒引当金戻入益 

 

－ 

 

2,469千円 

 

－ 

＊４．減価償却実施額 

有形固定資産 

無形固定資産 

 

209千円 

13,214千円 

 

635千円 

13,102千円 

 

1,063千円 

52,878千円 

 

（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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数

（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

期末株式数（株） 

普通株式 18.28 － － 18.28 

合  計 18.28 － － 18.28 

 

－ ４２ － 



 

（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） 

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 

 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四半期末 

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四半期末

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 

残高相当額 

工具器具備品 

取得価額相当額    28,339千円 

残高相当額 

          工具器具備品 

取得価額相当額    10,281千円 

相当額 

          工具器具備品 

取得価額相当額    16,093千円 

減価償却累計額相当額 11,750千円 

四半期末残高相当額  16,589千円 

減価償却累計額相当額  4,762千円 

四半期末残高相当額   5,518千円 

減価償却累計額相当額  9,814千円 

期末残高相当額     6,278千円 

 ２．未経過リース料四半期末残高相当額 ２．未経過リース料四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内  6,001千円 

    （4,605千円） 

１年超  10,951千円 

    （4,605千円） 

合計  16,953千円 

       （9,211千円） 

１年内  8,852千円 

     

１年超  6,655千円 

                  

合計  15,508千円 

１年内  8,995千円 

     

１年超  8,894千円 

                  

合計  17,889千円 

（注）上記の（ ）内書は、転貸リー

スに係る未経過リース料四半期末残高

相当額であります。 

                

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     1,773千円 

減価償却費相当額  1,621千円 

支払利息相当額   192千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料       824千円 

減価償却費相当額     760千円 

支払利息相当額      54千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料      3,721千円 

減価償却費相当額   3,426千円 

支払利息相当額     292千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同左 

 

 

（貸主側） 

同左 

 

 

（貸主側） 

 未経過リース料四半期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

 1年以内 7,074千円

1年超 3,219千円

合計 10,293千円
 

1年以内 7,047千円

1年超 4,997千円

合計 12,044千円
 

 （注）上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料四半期末残高

相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむね

同一の条件で第三者にリースしている

のでほぼ同額の残高が上記の借主側の

未経過リース料四半期末残高相当額に

含まれております。 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残高相当

額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむね

同一の条件で第三者にリースしているの

でほぼ同額の残高が上記の借主側の未経

過リース料期末残高相当額に含まれてお

ります。 

－ ４３ － 



 

（有価証券関係） 

  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）、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）及び前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）のいずれにおいても子会

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。 

 

（一株当たり情報） 

四半期連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 

２．【その他】 
該当事項はありません。 

－ ４４ － 



 

（参考）信託財産残高表 

（単位：千円） 

科 目 
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） 

貸出金 

有価証券 

信託受益権 

知的財産権・動産 

預金 

その他債権 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

73,500 

740,000 

406,140 

－ 

12,274,158 

674,472 

－ 

740,000  

53,865 

270,215 

7,553,121 

128,664 

資産合計 － 14,168,270 8,745,865 

金銭信託 

有価証券信託 

金銭信託以外の金銭の信託 

包括信託 

－ 

－ 

－ 

－ 

4,820,000 

773,819 

8,000,000 

574,451 

180,000 

740,000 

7,500,000 

325,865 

負債合計 － 14,168,270 8,745,865 

 

 

－ ４５ － 


	（１）四半期連結貸借対照表
	（３）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書
	（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	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

