
ファイル名：平成 19年３月期 第１四半期短信(連結)開示用更新日時：8/15/2006 12:34:00 PM 印刷日時： 最終印刷日時：8/15/2006 12:45:00 PM 

― 1 ― 

 
 
 

平成19年３月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 
平成18年８月15日 

上 場 会 社 名 株式会社 ＧＤＨ （コード番号：3755  東証マザーズ） 

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

問 合 せ 先 

 

代表者役職名 代表取締役社長    氏 名 石川 真一郎 

責任者役職名 ファイナンス部門長  氏 名 後藤 文明   TEL (03)5358-1923 

 
 

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） 

 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 ％

平成19年３月期第１四半期 2,526 96.5 △191 － △212 － △151 －

平成18年３月期第１四半期 1,285 4.5 32 △76.4 56 △59.1 25 △38.6

（参考） 平成18年３月期 7,247 15.1 412 △16.8 429 △7.9 254 △19.3

 

 
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

平成19年３月期第１四半期 △3,024 03 － －

平成18年３月期第１四半期 529 17 516 17

（参考） 平成18年３月期 5,151 67 4,708 35

(注)１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。 
２．期中平均株式数(連結)は下記のとおりです。 

19年３月期第１四半期 50,119株   18年３月期第１四半期 48,995株   18年３月期 49,450株 
３．当第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、新株予約権は存在するものの、１株当たり四半

期純損失を計上しているため、記載しておりません。 
４．当社は平成17年５月20日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

なお、平成18年３月期における１株当たり第１四半期（当期）純利益及び、潜在株式調整後１株当たり第１
四半期（当期）純利益は、平成18年３月期期首に分割が行われたものとして算出しております。 
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[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国経済の減速懸念があるもの

の、企業収益の改善や個人消費の増加などにより、景気が回復基調で推移する状況でありました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、ＧＯＮＺＯブランドを核とした、コンテンツの企画・

制作・販売並びにプロデュース機能の強化、海外向け事業の推進、ビデオグラム事業の強化、オンライ

ンゲーム事業の立ち上げなどに積極的に取り組んでまいりました。また、昨今の投資事業組合を取り巻

く情勢変化に鑑み、投資事業組合に関する情報開示の要請が高まるなか、その運営状況の透明性を高め

る趣旨で監査法人と協議した結果、５月に組成したコンテンツファンドの営業者である有限会社イズミ

プロジェクトについて、当第１四半期連結会計期間末での出資金の払い込み状況を考慮し連結子会社と

いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,526百万円(前年同期比96.5%増)、経常利益は△

212百万円、第１四半期純利益は△151百万円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、事業区分について、製品種類の類似性等を勘案した事業区分（制作事業、ライツ事業、その他

事業）を採用しておりましたが、当社グループの事業領域の拡大に伴い、セグメント情報をより明瞭に

表示することを目的として、当連結会計年度より、コンテンツ（制作）事業、コンテンツ（ライツ）事

業、メディア事業、その他事業の４事業に区分いたしました。具体的には、前連結会計年度までその他

事業に含めておりました、メディア事業を独立させた区分となっております。 

 

（コンテンツ（制作）事業） 

当第１四半期連結会計期間におきましては、「ガラスの艦隊」、「ウイッチブレイド」、「ＮＨＫ

にようこそ」、「吉宗」、「Ｇ．Ｉ．ＪＯＥ ＳＩＧＭＡ６」といったテレビ向けアニメ作品、並びに

劇場向けアニメ作品として「ブレイブストーリー」の制作を中心に業務を行いました。 

その結果、当事業の売上高は1,636百万円(前年同期比71.9%増)、営業利益は86百万円(前年同期比

44.0%減)となりました。 

 

（コンテンツ（ライツ）事業） 

「ＢＬＡＣＫ ＣＡＴ」、「ＳＡＭＵＲＡＩ７」、「トリニティ・ブラッド」、「マジカノ」を中心

とした、アニメ作品のビデオグラム化・海外番組販売などの版権収入や印税収入が計画通りに推移い

たしました。 

また、ビデオグラム発売元事業におきましては、「ＢＬＡＣＫ ＣＡＴ」、「スピードグラファー」、

「バジリスク～甲賀忍法帖～」の収益が計画通りに推移いたしました。 

その結果、当事業の売上高は713百万円(前年同期比136.5%増)、営業利益は68百万円(前年同期比

31.1%増)となりました。 

 

（メディア事業） 

当該セグメントにつきましては、オンラインゲームの企画・運営事業及びモバイルサイトの企画・

運営事業等について分類しております。 

オンラインゲームの企画・運営事業につきましては、ＭＭＯＲＰＧ(Massively Multiplayer Online 
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Role Playing Game＝ 多人数参加型オンラインロールプレイングゲーム）作品「ナイトオンライン」

が会員数及び顧客単価ともに堅調に推移し、また新規タイトルとして、オンラインゲーム作品

「Master of Epic ～The ResonanceAge Universe」の運営を開始し、収益に貢献いたしましたが、の

れんの償却が費用として計上されております。 

モバイルサイトの企画・運営事業につきましては、アニメ専門誌「月刊Newtype」(株式会社角川書

店)のモバイルサイト及びＧＯＮＺＯが手掛けるアニメ作品の情報を提供するモバイルサイト「深夜ア

ニメＧＯＮＺＯ」のサービス充実に取り組みましたが、競合他社のモバイルサイト数の増加にともな

い、競争が激化している状況となっております。 

その結果、当事業の売上高は162百万円(前年同期比464.7%増)、営業利益は6百万円(前年同期比

37.0%減)となりました。 

 

（その他事業） 

当該セグメントにつきましては、上記の３区分に分類されないファンドの組成・運営事業等につい

て分類しております。 

当第１四半期におきましては、ＳＰＣの運営手数料の収益を計上いたしました。 

その結果、当事業の売上高は13百万円(前年同期比380.1%増)となりましたが、セグメント間での内

部売上高の増加により部門損益が増加したため、営業利益は55百万円(前年同期比1,290.9%増)となり

ました。 

 

（2）連結財政状態の変動状況                        （百万円未満切捨） 

 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

平成19年３月期第１四半期 12,109 2,883 23.8 57,386 46

平成18年３月期第１四半期 7,310 2,745 37.6 55,634 56

（参考） 平成18年３月期 12,375 3,030 24.5 60,631 34

(注) 期末発行済株式数 19年３月期第１四半期 50,152株 18年３月期第１四半期 49,350株 18年３月期 49,984株 

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況                     （百万円未満切捨） 

 
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 

平成19年３月期第１四半期 △381 △540 812 1,512 

平成18年３月期第１四半期 △116 △243 14 1,277 

（参考） 平成18年３月期 45 △4,479 4,429 1,620 

 
 

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高(以下「資金」という)は、1,512

百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次の

とおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果支出した資金は、381百万円となりました。これ
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は主に、税金等調整前第１四半期純利益が△213百万円であったことと、劇場用アニメ作品の納品等に

より前受金が816百万円減少したこと及び法人税等の支払額が122百万円あったことによるものであり

ます。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、540百万円となりました。これ

は主に、コンテンツ版権に対する投資447百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は、812百万円となりました。これ

は主に、短期借入金の増加が300百万円及び長期借入金による収入が752百万円あったことによるもの

であります。 

 

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） 

（1）連結業績予想 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 5,700 320 184 

通   期 11,000 602 345 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   6,902円21銭 
 

[業績予想に関する定性的情報等] 

日本製アニメーションがグローバルに通用するコンテンツとして世界中から注目を集めていることか

ら、アニメーション業界を取り巻く環境については今後も拡大を続けると思われるものの、アニメ業界

に対する注目度の高さゆえ、更なる競争激化が見込まれております。 

このような事業環境のもと、当第１四半期の業績は、ホビー向けアニメーション事業、キッズ向けア

ニメーション事業及び劇場向けアニメーション事業等については、５月に組成したコンテンツファンド

の営業者である有限会社イズミプロジェクトからの売上を連結したことを除いては、概ね計画通りに推

移いたしました。 

また、オンラインゲーム事業につきましては、ＭＭＯＲＰＧ作品「ナイトオンライン」の収益が堅調

に推移する中、新たにＭＭＯＲＰＧ作品「Master of Epic ～The ResonanceAge Universe」を投入し、

取り扱いタイトル数を拡充することで収益の拡大を図ってまいりました。 

以上の結果、平成18年５月15日に開示しました、平成19年３月期の連結業績予測に変更はありません。 

しかしながら、ビデオグラム市場全体の低迷に伴い、当社作品のビデオグラム売上が軟調であった場

合や、現在公開中の劇場用長編アニメ作品「ブレイブストーリー」の興行収入の成績及び有限会社イズ

ミプロジェクトの連結の取扱いによっては、当期連結業績予想に影響を与える可能性があります。 

なお、当社グループの業績につきましては、テレビ向けアニメ作品の放映が４～９月又は10～３月の

期間に多く、アニメ作品の受注が当該放映時期の１年前になることが多々あること、海外ライセンシー

の許諾を放映開始又は放映終了に併せて行っていることなどから、例年の傾向として、売上高並びに利

益の計上が第２四半期及び第４四半期に集中し、第１四半期及び第３四半期は相対的に低い水準となる

傾向にあります。 

※ 上記業績予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な
要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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４ 四半期連結財務諸表等 

（1）四半期連結貸借対照表 

  
前第１四半期 

連結会計期間末 

当第１四半期 

連結会計期間末 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成17年６月30日) (平成18年６月30日) (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   1,277,060 1,512,865  1,620,324 

 ２ 受取手形及び売掛金   1,612,595 1,578,678  1,787,290 

 ３ たな卸資産   1,661,525 1,849,311  2,458,146 

 ４ その他   304,852 1,010,719  748,018 

 ５ 貸倒引当金   △118 △138  △38 

   流動資産合計   4,855,915 66.4 5,951,435 49.1  6,613,742 53.4

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※1  100,757 1.4 125,217 1.1  130,815 1.1

 ２ 無形固定資産     

  (1) コンテンツ版権   772,665 1,402,559  902,634 

    (2) コンテンツ版権 

        仮勘定 
  666,260 1,245,580  1,436,984 

  (3) 連結調整勘定   － －  2,067,712 

  (4) のれん   － 2,032,115  － 

  (5) その他 ※2  116,404 117,044  112,016 

   無形固定資産合計   1,555,329 21.3 4,797,299 39.6  4,519,348 36.5

 ３ 投資その他の資産 ※3  798,812 10.9 1,235,441 10.2  1,111,521 9.0

   固定資産合計   2,454,900 33.6 6,157,959 50.9  5,761,685 46.6

   資産合計   7,310,815 100.0 12,109,395 100.0  12,375,427 100.0
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前第１四半期 

連結会計期間末 

当第１四半期 

連結会計期間末 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成17年６月30日) (平成18年６月30日) (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   534,878 567,395  711,714 

 ２ 短期借入金   360,000 2,800,000  2,500,000 

 ３ 一年以内返済予定 

    長期借入金 
※２  387,900 825,160  868,260 

 ４ 一年以内償還予定社債   120,000 60,000  60,000 

 ５ 未払金   464,534 582,293  524,160 

 ６ 未払法人税等   25,034 70,591  150,553 

 ７ 前受金   2,015,015 1,284,070  2,100,442 

 ８ その他   304,592 223,910  162,124 

   流動負債合計   4,211,955 57.6 6,413,422 53.0  7,077,256 57.2

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債   60,000 －  － 

 ２ 長期借入金 ※２  76,400 2,603,520  2,058,660 

 ３ その他   216,894 208,914  208,914 

   固定負債合計   353,294 4.8 2,812,434 23.2  2,267,574 18.3

   負債合計   4,565,250 62.4 9,225,856 76.2  9,344,830 75.5

     

   (少数株主持分)     

  少数株主持分   － － － －  － －

     

    (資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,337,439 18.3 － －  1,353,948 10.9

Ⅱ 資本剰余金   1,378,589 18.9 － －  1,395,098 11.3

Ⅲ 利益剰余金   49,544 0.7 － －  278,368 2.3

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  △20,008 △0.3 － －  2,931 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定   － － － －  250 0.0

   資本合計   2,745,565 37.6 － －  3,030,596 24.5

   負債、少数株主持分 

      及び資本合計 
  7,310,815 100.0 － －  12,375,427 100.0

     

    (純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   － － 1,359,313 11.2  － －

 ２ 資本剰余金   － － 1,400,463 11.7  － －

 ３ 利益剰余金   － － 126,748 1.0  － －

株主資本合計   － － 2,886,526 23.9  － －
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前第１四半期 

連結会計期間末 

当第１四半期 

連結会計期間末 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成17年６月30日) (平成18年６月30日) (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

(％)

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券 

評価差額金 
  － － △8,930 △0.1  － －

 ２ 為替換算調整勘定   － － 450 0.0  － －

評価・換算差額等合計   － － △8,480 △0.1  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 2,492 0.0  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 3,000 0.0  － －

純資産合計   － － 2,883,538 23.8  － －

負債及び純資産合計   － － 12,109,395 100.0  － －
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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 

当第１四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

  
(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

(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 

 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   1,285,639 100.0 2,526,615 100.0  7,247,150 100.0

Ⅱ 売上原価   948,480 73.8 2,180,423 86.3  5,365,936 74.0

   売上総利益   337,158 26.2 346,191 13.7  1,881,213 26.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  304,495 23.7 537,395 21.3  1,468,686 20.3

   営業利益又は 

営業損失(△) 
  32,663 2.5 △191,204 △7.6  412,527 5.7

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  19 5 622  

２ 受取配当金  － 1,000 3,487  

３ 補助金収入  24,519 － 24,519  

４ 保険解約返戻金  － 295 7,507  

５ その他  6,555 31,094 2.4 2,258 3,560 0.1 30,143 66,280 0.9

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  4,153 20,196 37,485  

２ 持分法による投資損失  1,871 4,225 6,535  

３  その他  894 6,919 0.5 529 24,951 0.9 5,125 49,146 0.7

   経常利益又は 

経常損失(△) 
  56,837 4.4 △212,595 △8.4  429,660 5.9

Ⅵ 特別利益   － － － －  － －

Ⅶ 特別損失 ※2  － － 512 0.0  4,933 0.1

   税金等調整前 

第１四半期(当期) 

純利益又は純損失(△) 

  56,837 4.4 △213,108 △8.4  424,727 5.8

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 24,320 34,591 229,134  

   法人税等調整額  6,590 30,911 2.4 △96,138 △61,547 △2.4 △59,158 169,976 2.3

   第１四半期(当期) 

      純利益又は純損失(△) 
  25,926 2.0 △151,561 △6.0  254,750 3.5
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（3）四半期連結株主資本等変動計算書及び四半期連結剰余金計算書 

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） 

（単位 千円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 1,353,948 1,395,098 278,368 3,027,415

当四半期中の変動額  

新株予約権の権利行使 5,365 5,365  10,730

連結子会社の増加に伴う剰余金

減少高 
△57 △57

四半期純利益 △151,561 △151,561

株主資本以外の項目の当四半期

中の変動額（純 額） 
 －

当四半期中の変動額合計 5,365 5,365 △151,619 △140,889

平成18年６月30日残高 1,359,313 1,400,463 126,748 2,886,526

 

 評価・換算差額等 

 
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 

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 2,931 250 3,181 2,492 － 3,033,089

当四半期中の変動額    

新株予約権の権利行使   －  10,730

連結子会社の増加に伴う剰余金

減少高 
  －  △57

四半期純利益   －  △151,561

株主資本以外の項目の当四半期

中の変動額（純 額） 
△11,862 200 △11,662 3,000 △8,662

当四半期中の変動額合計 △11,862 200 △11,662 － 3,000 △149,551

平成18年６月30日残高 △8,930 450 △8,480 2,492 3,000 2,883,538
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四半期連結剰余金計算書 

  
前第１四半期 

連結会計期間 
前連結会計年度 

  
(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日)

(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  1,363,722 1,363,722 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 新株引受権及び新株予約権の 

権利行使 
 14,867 14,867 31,376 31,376 

Ⅲ 資本剰余金 

第１四半期末(期末)残高 
1,378,589 1,395,098 

 

 

 
 

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  23,617

 

 

23,617 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 第１四半期（当期）純利益  25,926 25,926 254,750 254,750 

Ⅲ 利益剰余金 

  第１四半期末(期末)残高 
 49,544 278,368 
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（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 

当第１四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度 

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17年６月30日)

(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 

 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)純利益 
 56,837 △213,108 424,727

    減価償却費  178,512 93,380 773,247

   連結調整勘定償却額  － － 71,300

   のれん償却額  － 35,597 －

    コンテンツ版権原価  － 29,818 207,427

    貸倒引当金の増加額(△減少額)  30 100 △50

    受取利息及び受取配当金  △19 △1,005 △4,110

    支払利息  4,153 20,196 37,485

     新株発行費  877 157 1,779

    為替差損(△益)  △1,642 △4,380 2,408

    固定資産除却損  － 512 4,933

    匿名組合損益  4,833 △37,992 △73,798

    持分法による投資損失  1,871 4,225 6,535

    売上債権の減少額(△増加額)  137,874 208,612 28,467

    たな卸資産の減少額(△増加額)  △210,977 608,835 △1,007,599

    仕入債務の増加額(△減少額)  72,307 △144,318 238,521

      未払金の増加額(△減少額)  △37,174 55,816 134,486

      前受金の増加額(△減少額)  △144,423 △816,372 △58,995

      預り金の増加額（△減少額）  33,627 12,059 △115,084

      立替金の減少額(△増加額)  △47,891 △3,379 △102,113

      その他  61,943 △87,790 △123,372

    小計  110,740 △239,033 446,195

    利息及び配当金の受取額  21 1,005 4,110

    利息の支払額  △4,093 △20,564 △43,316

    法人税等の支払額  △223,603 △122,795 △361,162

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △116,935 △381,388 45,826
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前第１四半期 

連結会計期間 

当第１四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度 

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17年６月30日)

(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 

 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 
 

    定期預金解約による収入  3,500 － 3,500

     有形固定資産の取得による支出  △25,151 △4,594 △83,635

     無形固定資産の取得による支出  △3,922 △16,108 △23,104

      投資有価証券の取得による支出  － △10,000 －

   長期前払費用の増加による支出  － △26,250 △72,428

     貸付による支出  △27,588 △25,000 △49,306

     貸付金の回収による収入  860 － 8,525

      敷金保証金の差入れによる支出  △79,543 △15,120 △165,914

      敷金保証金の返還による収入  － 1,190 8,567

      コンテンツ版権投資による支出  △76,462 △447,205 △1,827,681

      出資金の支払いによる支出  － － △87,500

     連結範囲の変更を伴う子会社 

株式の取得による支出 
※２ － － △2,105,653

      匿名組合出資金の払込による 

支出 
 △34,885 － △79,865

      その他  △669 2,278 △5,371

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △243,863 △540,809 △4,479,867

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
 

    短期借入金増減額  160,000 300,000 2,300,000

    長期借入れによる収入  － 752,000 2,900,000

     長期借入金の返済による支出  △174,250 △250,240 △711,630

    社債の償還による支出  － － △120,000

    株式の発行による収入  28,857 10,572 60,972

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 14,607 812,332 4,429,342

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額 
 1,812 2,406 3,582

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の増加額（△減少額） 
 △344,378 △107,459 △1,114

Ⅵ 現金及び現金同等物 

  の期首残高 
 1,621,438 1,620,324 1,621,438

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１ 

  四半期末(期末)残高 
※1 1,277,060 1,512,865 1,620,324
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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 

(1) 連結子会社の数 ３社 

株式会社ゴンゾ 

株式会社Ｇクリエイター

ズ 

株式会社フューチャービ

ジョンミュージック 

(1) 連結子会社の数 ８社 

株式会社ゴンゾ 

株式会社Ｇクリエイター

ズ 

株式会社フューチャービ

ジョンミュージック 

株式会社ゴンジーノ 

株式会社ゴンゾロッソオ

ンライン 

株式会社ＧＤＨキャピタ

ル 

株式会社GK Entertainme 

nt 

有限会社イズミプロジェ

クト 

なお、有限会社イズミプ

ロジェクトは当連結会計

期間より重要性が増した

こと及び実質的に支配し

ていることと認められる

ため、連結の範囲に含め

ております。 

 

(1) 連結子会社の数 ７社 

株式会社ゴンゾ 

株式会社Ｇクリエイター

ズ 

株式会社フューチャービ

ジョンミュージック 

株式会社ゴンジーノ 

株式会社ゴンジーノにつ

いては、当連結会計年度

において新たに設立した

ため、連結の範囲に含め

ております。 

株式会社ゴンゾロッソオ

ンライン 

株式会社ゴンゾロッソオ

ンラインは平成17年９月

13日の株式取得に伴い当

連結会計年度より連結子

会社となりました。 

なお、株式会社ゴンゾロ

ッソオンラインは平成17

年12月１日付で株式会社

ワープゲートオンライン

から社名変更しておりま

す。 

株式会社ＧＤＨキャピタ

ル 

株式会社ＧＤＨキャピタ

ルについては、当連結会

計年度において新たに設

立したため、連結の範囲

に含めております。 

株式会社GK Entertainme 

nt 

株式会社GK Entertainme 

ntについては、当連結会

計年度において新たに設

立したため、連結の範囲

に含めております。 

 

 

 



ファイル名：平成 19年３月期 第１四半期短信(連結)開示用更新日時：8/15/2006 12:34:00 PM 印刷日時： 最終印刷日時：8/15/2006 12:45:00 PM 

― 14 ― 

 

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 

(2) 非連結子会社の数 １社 

GONZO DIGIMATION  

HOLDINGS,INC. 

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模

であり、合計の総資産、

売上高、四半期純損益

(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う

額)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。 

(2) 非連結子会社の数 １社 

同左 

 

(連結の範囲から除いた理由)

同左 

 

(2) 非連結子会社の数 １社 

同左 

 

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う

額)は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

２ 持分法の適

用に関する

事項 

(1) 持分法適用の関連会社数

及び非連結子会社数 １

社 

GO-N PRODUCTIONS 

 

(1) 持分法適用の関連会社数

及び非連結子会社数 ２

社 

GO-N PRODUCTIONS 

株式会社ユードー 

 

 

(1) 持分法適用の関連会社数

及び非連結子会社数 ２

社 

GO-N PRODUCTIONS 

株式会社ユードー 

なお、株式会社ユードーにつ

いては、平成18年１月26日に

株式を取得したため、当連結

会計年度より、持分法の適用

範囲に含めております。 

 (2) 持分法を適用していない

非連結子会社の数 １社

GONZO DIGIMATION HOLDI 

NGS, INC. 

 (持分法を適用しない理由) 

四半期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)からみ

て、持分法の対象から除

いても四半期連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体として

も重要性がないため持分

法の適用範囲から除外し

ております。 

(2)         同左 (2) 持分法を適用していない

非連結子会社の数  １社 

    GONZO DIGIMATION HOLDI 

NGS, INC. 

 (持分法を適用しない理由) 

当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)からみ

て、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適

用範囲から除外しており

ます。  

３ 連結子会社

の四半期決

算期（決算

日）等に関

する事項 

すべての連結子会社の四半期

決算日の末日は、四半期連結

決算日と一致しております。 

同左 

 

すべての連結子会社の決算日

の末日は、連結決算日と一致

しております。 

 

 

 

 

 



ファイル名：平成 19年３月期 第１四半期短信(連結)開示用更新日時：8/15/2006 12:34:00 PM 印刷日時： 最終印刷日時：8/15/2006 12:45:00 PM 

― 15 ― 

 

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 

イ 有価証券 

  その他有価証券  

  時価のあるもの 

四半期決算末日の市場価

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） 

  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。 

イ 有価証券 

  その他有価証券  

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

  

 時価のないもの 

同左 

イ 有価証券 

  その他有価証券   

  時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に

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） 

 

  時価のないもの 

同左 

   匿名組合出資金の会計処理 

匿名組合出資金について

は、匿名組合損益のうち

持分相当額部分を「営業

損益」に計上し、同額を

匿名組合出資金に加減算

することにより評価して

おります。 

  匿名組合出資金の会計処理 

同左 

 匿名組合出資金の会計処理 

同左 

 ロ デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

 

ハ たな卸資産 

商品 

 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

個別法による原価法を採

用しております。 

ロ デリバティブ 

同左 

 

 

ハ たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

仕掛品・貯蔵品 

同左 

ロ デリバティブ 

同左 

 

 

ハ たな卸資産 

商品 

同左 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

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) 

(2) 重要な減価

償却資産の

減価償却の

方法 

 

 

イ 有形固定資産 

定率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   10年～15年 

車両運搬具   ３年 

器具備品 ３年～20年 

イ 有形固定資産 

同左 

イ 有形固定資産 

同左 

 ロ 無形固定資産 

  ソフトウェア 

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。 

コンテンツ版権 

法人税法に定める特別な

償却方法と同様の償却方

法により、２年で償却し

ております。 

ロ 無形固定資産 

    ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

 

コンテンツ版権 

同左 

 

ロ 無形固定資産 

    ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

 

コンテンツ版権 

同左 

 

(3) 重要な引当

金の計上基

準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率等により、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検討

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

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、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。 

外貨建金銭債権債務は、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、在外子会社の資

産及び負債、並びに収益及び

費用は四半期連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含

めております。 

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、在外子会社の資産及び

負債、並びに収益及び費用は

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) 

(5) 重要なリー

ス取引の処

理方法 

 

 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

同左 同左 

(6) 重要なヘッ

ジ会計の方

法 

 

 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特

例処理を採用しておりま

す。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当第１四半期会計期間に

ヘッジ会計を適用したヘッ

ジ対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。 

ヘッジ手段 金利スワ

ップ 

ヘッジ対象 借入金 

(3) ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに

金融収支改善のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行

っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金

利スワップについては、有

効性の評価を省略しており

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) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ対象

とヘッジ手段は以下のとお

りであります。 

ヘッジ手段 金利スワ

ップ 

ヘッジ対象 借入金 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7) その他四半

期連結財務

諸表（連結

財務諸表）

作成のため

の重要な事

項 

 

 消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

  

消費税等の処理方法 

同左 

 

 

消費税等の処理方法 

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 

 

四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日

から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなって

おります。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヵ

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。 
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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) 

６ 連結調整勘

定の償却に

関する事項 

  連結調整勘定の償却について
は、その個別案件毎に判断
し、20年以内の合理的な年数
で償却しております。 

 

７ のれんの償

却に関する

事項 

 のれんの償却については、そ
の個別案件毎に判断し、20年
以内の合理的な年数で償却し
ております。 
 

 

 
 

 

会計処理の変更 

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) 

 （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2,878,045千円でありま

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。 

 

（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）を当連結会計年

度から適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ
りません。 

 

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) 

中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する

規則（平成11年大蔵省令第24号）が改正されたことに伴

い、前第１四半期連結会計期間では無形固定資産の「連

結調整勘定」と表示しておりましたが、当第１四半期連

結会計期間では「のれん」として表示しております。 
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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 

 103,433千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 

      累計額 

 150,070千円

※１ 有形固定資産の減価償却 

      累計額 

 139,879千円

※２ 担保資産 

システム開発資金14,600千円

（長期借入金5,600千円、一年

以内返済予定の長期借入金

8,800千円）の担保に供してい

るものは、次のとおりでありま

す。 

ソフトウェア  11,205千円 

 

※２ 担保資産 

システム開発資金5,800千円

（一年以内返済予定の長期借入

金5,800千円）の担保に供して

いるものは、次のとおりであり

ます。 

ソフトウェア 7,757千円

 

※２ 担保資産 

システム開発資金8,000千円（一

年以内返済予定の長期借入金

8,000千円）の担保に供している

ものは、次のとおりでありま

す。 

ソフトウェア  8,619千円 

※３  匿名組合出資の内訳 

匿名組合に属する資産、負債お
よび出資等の額 
資産の部 1,829,196千円 
負債の部 1,044,395千円 
出資金の部    784,800千円 

 

※３ 匿名組合出資の内訳 

匿名組合に属する資産、負債お
よび出資等の額 
資産の部 2,191,247千円 
負債の部  950,968千円 
出資金の部 1,240,279千円 
 

※３ 匿名組合出資の内訳 

匿名組合に属する資産、負債
および出資等の額 
資産の部 2,185,564千円 
負債の部 1,063,518千円 
出資金の部 1,122,046千円 

 

(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 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

広告宣伝費 55,036千円 

給与手当 89,479千円 

 

 

 

 

 

※２  固定資産除却損の内訳 

    

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

広告宣伝費 85,849千円

役員報酬 40,741千円

給与手当 141,302千円

地代家賃 27,649千円

のれん償却額 35,597千円

支払手数料 133,269千円

 

※２  固定資産除却損の内訳 

 建物付属設備 435千円

 器具備品 77千円

合計 512千円

 

 

※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

であります。 

広告宣伝費 226,042千円

役員報酬 134,072千円

給与手当 425,614千円

連結調整勘定償却額 71,300千円

 

 

 

※２  固定資産除却損の内訳 

建物付属設備 4,090千円

 器具備品 59千円

 車両運搬具 783千円

 合計 4,933千円
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(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 49,984 168 － 50,152

合 計 49,984 168 － 50,152

自己株式  

普通株式 － － － －

合 計 － － － －

 

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） 

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 

会計期間末

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）

提出会社 

（親会社） 

平成18年３月 

新株予約権 
普通株式 6,950 － － 6,950 2,492

合 計 6,950 － － 6,950 2,492
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(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 

(平成17年６月30日現在) 

※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 

(平成18年６月30日現在)

※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18年３月31日現在)

現金及び預金       1,277,060千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金               － 

現金及び現金同等物 1,277,060千円 

 

現金及び預金       1,512,865千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金               －

現金及び現金同等物 1,512,865千円

 

現金及び預金        1,620,324千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金                 －

現金及び現金同等物  1,620,324千円

 

  ※２ 連結の範囲の変更を伴う子会社

株式の取得による支出 

連結子会社となった㈱ワープゲ

ートオンライン（現 ㈱ゴンゾ

ロッソオンライン）株式の取得

による支出は、次のとおりであ

ります。 

流動資産 80,448千円

固定資産 30,141千円

連結調整勘定 2,139,013千円

流動負債 △56,002千円

固定負債 △80,000千円
 
㈱ワープゲートオ
ンライン（現 ㈱
ゴンゾロッソオン
ライン）株式の取
得価額 

2,113,600千円

㈱ワープゲートオ
ンライン（現 ㈱
ゴンゾロッソオン
ライン）の現金及
び現金同等物 

△7,946千円

 
差引：㈱ワープゲ
ートオンライン
（現 ㈱ゴンゾロ
ッソオンライン）
取得のための支出 

△2,105,653千円
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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) 

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 

(借主側) 

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 

 

 
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

第１四半

期末残高

相当額 

器具備品 

(千円) 
 187,448  66,727 120,721 

機械装置 

(千円) 
 60,640  25,971 34,669 

車両 

運搬具

(千円) 

  3,451     607  2,843 

合計 

(千円) 
251,541  93,305 158,235 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(借主側) 

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 

 

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

第１四半

期末残高

相当額

建物 

(千円)
5,865 977 4,887

器具備品

(千円)
369,564 117,393 252,171

機械装置

(千円)
39,354 21,807 17,546

車両 

運搬具

(千円)

3,450 1,656 1,793

ソフト

ウェア

(千円)

35,194 5,447 29,747

合計 

(千円)
453,429 147,282 306,146

 

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 

(借主側) 

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 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

建物 

(千円)
5,865 684 5,180

器具備品

(千円)
344,083 99,358 244,725

機械装置

(千円)
39,354 19,816 19,537

車両 

運搬具

(千円)

3,450 1,474 1,976

ソフト

ウェア

(千円)

35,194 3,626 31,568

合計 

(千円)
427,948 124,959 302,988

 

 

２ 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

１年内             49,083  千円 

１年超            114,782  千円 

合計            163,866  千円 

 

２ 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

１年内            84,661  千円 

１年超           229,859  千円 

合計           314,520  千円 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内            82,317  千円 

１年超           232,322  千円 

合計           314,640  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  14,214  千円 

減価償却費相当額  13,090  千円 

支払利息相当額   1,345  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  26,208  千円 

減価償却費相当額  24,488  千円 

支払利息相当額   1,843  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  71,145  千円 

減価償却費相当額  67,524  千円 

支払利息相当額   6,192  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) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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 
（平成18年３月31日） 

種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借
対照表計
上額 
（千円） 

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借
対照表計
上額 
（千円）

差額 
（千円）

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 － － － － － － 142,057 147,000 4,943 

(2)債券 － － － － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － － － － 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

小計 － － － － － － 142,057 147,000 4,943 

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 
（平成18年３月31日） 

種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借
対照表計
上額 
（千円） 

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借
対照表計
上額 
（千円）

差額 
（千円）

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 142,057 107,500 △34,557 142,057 127,000 △15,057 － － － 

(2)債券 － － － － － － － － － 

(3)その他 － － － － － － － － － 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

小計 142,057 107,500 △34,557 142,057 127,000 △15,057 － － － 

合計 142,057 107,500 △34,557 142,057 127,000 △15,057 142,057 147,000 4,943 

 

 

２.時価評価されていない有価証券 

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 
（平成18年３月31日） 

種類 
第１四半期連結貸借対照表計上額

（千円） 
第１四半期連結貸借対照表計上額

（千円） 
連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券    

(1)非上場株式 － 79,500 79,500 

(2)匿名組合出資金 174,656 315,027 278,357 

合計 174,656 394,527 357,857 
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(デリバティブ取引関係) 

 (1)通貨関連 

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） 

区分 種類 
契約額等
（千円）

契約額等
のうち 
１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円)

契約額等
（千円）

契約額等
のうち
１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

契約額等 
（千円） 

契約額等
のうち 
１年超 
(千円) 

時価
(千円)

評価損益
(千円)

オプション 
取引 

    

売建     

コール     

米ドル ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

売建     

プット     

ポンド 156,653 111,895 1,482 9,883 111,895 67,137 168 9,401 123,084 78,326 385 9,743

買建     

プット     

米ドル ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

買建     

コール     

市場取引 
以外の取引 

ポンド 78,326 55,947 12,946 5,639 55,947 33,568 13,742 8,825 61,542 39,163 12,922 7,436

合計 234,979 167,842 14,429 15,522 167,842 100,705 13,910 18,226 184,626 117,489 13,307 17,179

(注) １ 時価の算定方法 
取引銀行から提示された価格によっております。 

２ 通貨オプション取引はいわゆるゼロコストオプションであり、オプション料の授受はありません。 

 

(2)金利関連 

  デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。 
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(セグメント情報) 

１ 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) 
 

 
制作事業 
(千円) 

ライツ事業
(千円) 

その他事業
(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 

952,185 301,858 31,595 1,285,639 ― 1,285,639

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,120 130,800 1,125 134,045 △134,045 ―

計 954,305 432,658 32,720 1,419,684 △134,045 1,285,639

営業費用 800,245 380,136 17,999 1,198,381  54,594 1,252,976

営業利益 154,060 52,521 14,721 221,303 △188,639 32,663

(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 各区分の主な製品 

(1) 制作事業  ・・・・ アニメーション作品制作 

(2) ライツ事業 ・・・・ 番組販売権等の二次利用窓口権・版権投資回収 

(3) その他事業 ・・・・ モバイルサイトの企画運営 

３ セグメント間の内部売上高又は振替高のうち、消去又は全社の主なものは、当社の子会社からのプロデュー

ス収入△130,800千円であります。 

４ 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の主なものは、当社の管理部門にかかる 

費用183,976千円であります。 

 

 

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) 
 

 
コンテンツ
(制作)事業 
(千円) 

コンテンツ
(ライツ)事業
(千円) 

メディア事業
(千円) 

その他事業
(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 

1,636,783 713,813 162,340 13,678 2,526,615 ― 2,526,615

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

156,100 36,230 ― 63,716 256,047 △256,047 ―

計 1,792,883 750,043 162,340 77,394 2,782,662 △256,047 2,526,615

営業費用 1,706,682 681,196 155,571 22,120 2,565,572 152,247 2,717,819

営業利益 
(又は営業損失(△)) 

86,200 68,847 6,769 55,273 217,090 △408,294 △191,204

(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 各区分の主な製品 

(1) コンテンツ(制作)事業  ・・・・ アニメーション作品制作、ゲーム作品制作 

(2) コンテンツ(ライツ)事業 ・・・・ 番組販売権等の二次利用窓口権・版権投資回収 

(3) メディア事業 ・・・・・・・・・ モバイルサイトの企画運営、ゲーム運営事業、 

(4) その他事業  ・・・・・・・・・ ファンド運営及びファイナンシャルアドバイザリーサービス 

３ セグメント間の内部売上高又は振替高のうち、消去又は全社の主なものは、当社の子会社からの企画売上収

入155,600千円と業務委託収入63,636千円であります。 

４ 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の主なものは、当社の管理部門にかかる費

用187,138千円であります。 
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５ 事業区分の方法の変更 

従来、事業区分については製品種類の類似性等を勘案した事業区分（制作事業、ライツ事業、その他事

業）を採用しておりましたが、当連結会計年度より、コンテンツ（制作）事業、コンテンツ（ライツ）事業、

メディア事業、その他事業の４事業に区分いたしました。この変更は、当社の事業領域の拡大に伴い、セグ

メント情報をより明瞭に表示するために行ったものであります。 

これにより、前連結会計年度のその他事業に含めておりましたメディア事業を独立した区分としておりま

す。 

なお、変更後の事業区分により、前第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度の事業を種類別セグメン

ト情報を示すと次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) 
 

 
コンテンツ
(制作)事業 
(千円) 

コンテンツ
(ライツ)事業
(千円) 

メディア事業
(千円) 

その他事業
(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 

952,185 301,858 28,746 2,849 1,285,639 ― 1,285,639

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

2,120 130,800 ― 1,125 134,045 △134,045 ―

計 954,305 432,658 28,746 3,974 1,419,684 △134,045 1,285,639

営業費用 800,245 380,136 17,999 ― 1,198,381  54,594 1,252,976

営業利益 154,060 52,521 10,747 3,974 221,303 △188,639 32,663

 

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) 
 

 
コンテンツ
(制作)事業 
(千円) 

コンテンツ
(ライツ)事業
(千円) 

メディア事業
(千円) 

その他事業
(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 

4,143,977 2,644,689 317,315 141,168 7,247,150 ― 7,247,150

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

1,716 397,508 1,340 5,125 405,690 △405,690 ―

計 4,145,694 3,042,197 318,655 146,293 7,652,840 △405,690 7,247,150

営業費用 3,788,174 2,355,879 342,824 2,678 6,489,556 345,066 6,834,623

営業利益 
(又は営業損失(△)) 

357,520 686,317 △24,169 143,615 1,163,283 △750,756 412,527
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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) 
 

 
制作事業 
(千円) 

ライツ事業
(千円) 

その他事業
(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 

4,143,977 2,644,689 458,483 7,247,150 ― 7,247,150

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,716 397,508 6,465 405,690 △405,690 ―

計 4,145,694 3,042,197 464,948 7,652,840 △405,690 7,247,150

営業費用 3,788,174 2,355,879 345,502 6,489,556 345,066 6,834,623

営業利益 357,520 686,317 119,445 1,163,283 △750,756 412,527

(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 各区分の主な製品 

(1) 制作事業  ・・・・ アニメーション作品制作 

(2) ライツ事業 ・・・・ 番組販売権等の二次利用窓口権・版権投資回収 

(3) その他事業 ・・・・ モバイルサイトの企画運営 

３ セグメント間の内部売上高又は振替高のうち、消去又は全社の主なものは、当社の子会社からのプロデュー

ス収入397,152千円であります。 

４ 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の主なものは、当社の管理部門にかかる費  

用750,671千円であります。 

 

 

２ 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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 
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３ 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) 

 

 北米 アジア・オセアニア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 233,564 29,487 16,296 279,348

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 1,285,639

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

18.2 2.3 1.2 21.7

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：アメリカ 

(2) アジア・オセアニア：シンガポール、香港、台湾、オーストラリア 

(3) 欧州：フランス、イタリア、ドイツ、ベルギー、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

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) 

 

 北米 アジア・オセアニア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 128,137 16,796 7,656 152,590

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 2,526,615

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

5.1 0.6 0.3 6.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：アメリカ 

(2) アジア・オセアニア：シンガポール、香港、台湾、オーストラリア 

(3) 欧州：フランス、イタリア、ドイツ、ベルギー、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

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) 

 

 北米 アジア・オセアニア 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 897,027 217,591 358,142 1,472,761

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 7,247,150

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

12.4 3.0 4.9 20.3

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米：アメリカ 

(2) アジア・オセアニア：シンガポール、香港、台湾、オーストラリア 

(3) 欧州：フランス、イタリア、ドイツ、ベルギー、イギリス 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 



ファイル名：平成 19年３月期 第１四半期短信(連結)開示用更新日時：8/15/2006 12:34:00 PM 印刷日時： 最終印刷日時：8/15/2006 12:45:00 PM 

― 29 ― 

(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 55,634.56円
 

１株当たり純資産額 57,386.46円
 

１株当たり純資産額 60,631.34円
 

１株当たり第１四半期 
純利益 

529.17円
 

１株当たり第１四半期
純損失 

△3,024.03円
 

１株当たり当期純利益 5,151.67円
 

潜在株式調整後 
１株当たり第１四半期 
純利益 

516.17円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益は、新株予約権は

存在するものの、１株当たり第１四

半期純損失を計上しているため、記

載しておりません。 

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

4,708,35円

 

(注) １株当たり四半期(当期)純利益又は純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。 

 前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

連結損益計算書上の第１四半期（当期）純
利益又は純損失(△)(千円) 

25,926 △151,561 254,750

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）純利益
又は純損失(△)(千円) 

25,926 △151,561 254,750

普通株式の期中平均株式数(株) 48,995 50,119 49,450

第１四半期(当期)純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数(株) 1,234 ― 4,656

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当
期）純利益の算定に用いられた普通株式増
加数の主要な内訳（株） 

 

新株予約権 1,234 ― 4,656

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）純利益の
算定に含まれなかった潜在株式の概要 

  
新株予約権（新株予
約権の数2,790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.株主以外の者に対する新株予約権

の無償発行について 

当社は、商法280条ノ20及び商法

280条ノ21の規定に基づき、平成17

年６月29日開催の定時株主総会及び

平成17年７月11日開催の取締役会に

おいて、当社の取締役、監査役及び

従業員ならびに当社子会社の取締役

及び従業員に対して、商法第280条

ノ21の規定に基づき新株予約権（ス

トックオプション）を付与しており

ます。その概要は以下のとおりであ

ります。 

(1)発行株式数 

2,550株 

(2)行使時の払込金額 

１株につき512,353円 

(3)付与対象者 

当社取締役、当社監査役、当社

従業員、当社子会社取締役及び

当社子会社従業員 73名 

(4)発行予定 

平成19年６月30日から 

平成27年６月29日まで 

 

2.子会社の設立について 

平成17年７月５日開催の取締役会

決議により、当社全額出資の新会社

を平成17年７月20日付で設立致しま

した。 

(1)商号 

株式会社ゴンジーノ 

(2)本店 

東京都新宿区 

(3)資本金 

100,000千円 

(4)代表者 

代表取締役  吉田 悟 

(5)決算期 

３月 

(6)主な事業の内容 

キッズ向けアニメーションの企

画・制作事業 

 株主以外の者に対する新株予約権の

無償発行について 

当社は、平成13年改正旧商法第

280条ノ20及び商法第280条ノ21の規

定に基づき、平成17年６月29日開催

の定時株主総会及び平成18年４月28

日開催の取締役会において、当社従

業員、当社子会社従業員に対して、

平成13年改正旧商法第280条ノ21の規

定に基づき新株予約権（ストックオ

プション）を付与しております。そ

の概要は以下のとおりであります。

(1)発行株式数 

普通株式 210株 

(2)行使時の払込金額 

１株につき422,435円 

(3)新株予約権の行使期間 
平成19年６月30日から平成17年
６月29日まで 

(4)株式の発行価額 

１株につき422,435円 

(5)資本組入額 

１株につき211,218円 

(6)新株予約権の行使の条件 
新株予約権者が当社または当社

の子会社の取締役、監査役、従業
員もしくは顧問の地位を保有して
いることを要する。 
その他の条件については、当社

と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権付与契約書」に定め

るところによる。 

(7)新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要する。 
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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15日 

上 場 会 社 名 株式会社 ＧＤＨ （コード番号：3755  東証マザーズ） 

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

問 合 せ 先 

 

代表者役職名 代表取締役社長    氏 名 石川 真一郎 

責任者役職名 ファイナンス部門長  氏 名 後藤 文明   TEL (03)5358-1923 

 
 

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 

（4）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） 

 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 ％

平成19年３月期第１四半期 1,296 84.9 70 38.5 54 △28.8 30 △38.9

平成18年３月期第１四半期 700 39.9 51 － 77 － 49 －

（参考） 平成18年３月期 3,846 5.5 194 △33.6 211 △20.6 123 △24.3

 

 
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

平成19年３月期第１四半期 600 62 589 65

平成18年３月期第１四半期 1,006 20 981 47

（参考） 平成18年３月期 2,497 75 2,282 81

(注)１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。 
２．期中平均株式数は下記のとおりです。 

平成19年３月期第１四半期 50,119株  平成18年３月期第１四半期 48,995株  18年３月期 49,450株 
３．当社は平成17年５月20日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

なお、平成18年３月期における１株当たり第１四半期（当期）純利益及び、潜在株式調整後１株当たり第１
四半期（当期）純利益は、平成18年３月期期首に分割が行われたものとして算出しております。 
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（2）財政状態の変動状況                          （百万円未満切捨） 

 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

平成19年３月期第１四半期 10,022 3,085 30.8 61,480 11

平成18年３月期第１四半期 5,077 2,924 57.6 59,254 44

（参考） 平成18年３月期 9,676 3,054 31.6 61,107 15

(注) 期末発行済株式数 
19年３月期第１四半期 50,152株  18年３月期第１四半期 49,350株  18年３月期 49,984株 

 

 

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 3,000 150 86 

通   期 6,000 250 143 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   2,860円 92銭 

 

※ 上記業績予想数値につきましては、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。 

 

 

４．配当状況 

１株当たり配当金（円） 
 

中間 期末 年間 

平成18年３月期 ０ ０ ０

平成19年３月期（実績） ― ―

平成19年３月期（予想） ０ ０

０
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４ 四半期財務諸表等 

（1）四半期貸借対照表 

  前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成17年６月30日) (平成18年６月30日) (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   700,434 697,440  725,087 

 ２ 受取手形   19,344 －  － 

 ３ 売掛金   1,128,226 1,251,071  1,451,573 

 ４ たな卸資産   103,520 404,941  306,124 

 ５ その他 ※４ 300,863 880,867  591,741 

   流動資産合計  

  

2,252,389 44.4 3,234,319 32.3  3,074,526 31.8

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※１  42,196 0.8 51,152 0.5  53,776 0.6

 ２ 無形固定資産     

  (1) コンテンツ版権   824,016 1,357,987  929,204 

  (2) コンテンツ版権 

        仮勘定 
  666,260 1,174,674  1,436,984 

  (3) その他 ※２  70,498 62,139  65,377 

   無形固定資産合計   1,560,775 30.7 2,594,801 25.9  2,431,566 25.1

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券   282,156 512,119  504,857 

  (2) 関係会社株式   591,225 3,164,825  3,164,825 

  (3) その他   348,447 464,979  447,383 

   投資その他の資産 

   合計 
  1,221,829 24.1 4,141,924 41.3  4,117,066 42.5

   固定資産合計   2,824,801 55.6 6,787,878 67.7  6,602,409 68.2

   資産合計   5,077,190 100.0 10,022,198 100.0  9,676,936 100.0

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ファイル名：平成 19年３月期 第１四半期短信(連結)開示用更新日時：8/15/2006 12:34:00 PM 印刷日時： 最終印刷日時：8/15/2006 12:45:00 PM 

― 34 ― 

  前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成17年６月30日) (平成18年６月30日) (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   46,154 228,087  184,238 

 ２ 短期借入金   360,000 2,800,000  2,500,000 

 ３ 一年以内返済予定 

    長期借入金 
※２  387,900 785,160  828,260 

 ４ 一年以内償還予定社債   120,000 60,000  60,000 

 ５ 未払金   420,950 858,296  815,627 

 ６ 預り金   431,857 106,147  100,294 

 ７ その他 ※４  249,721 97,144  135,476 

   流動負債合計   2,016,584 39.7 4,934,835 49.2  4,623,896 47.8

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債   60,000 －  － 

 ２ 長期借入金 ※２  76,400 2,001,520  1,998,660 

   固定負債合計   136,400 2.7 2,001,520 20.0  1,998,660 20.6

   負債合計   2,152,984 42.4 6,936,355 69.2  6,622,556 68.4

    (資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,337,439 26.3 － －  1,353,948 14.0

Ⅱ 資本剰余金     

      資本準備金  1,378,589 － 1,395,098  

      資本剰余金合計   1,378,589 27.2 － －  1,395,098 14.5

Ⅲ 利益剰余金     

      第１四半期（当期） 

      未処分利益 
 228,185 － 302,400  

      利益剰余金合計   228,185 4.5 － －  302,400 3.1

Ⅳ その他有価証券 

    評価差額金 
  △20,008 △0.4 － －  2,931 0.0

   資本合計   2,924,206 57.6 － －  3,054,379 31.6

   負債資本合計   5,077,190 100.0 － －  9,676,936 100.0

    (純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   － － 1,359,313 13.6  － －

 ２ 資本剰余金   － － 1,400,463 14.0  － －

 ３ 利益剰余金   － － 332,503 3.3  － －

株主資本合計   － － 3,092,280 30.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券 

評価差額金 
  － － △8,930 △0.1  － －

評価・換算差額等合計   － － △8,930 △0.1  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 2,492 0.0  － －

純資産合計   － － 3,085,842 30.8  － －

負債及び純資産合計   － － 10,022,198 100.0  － －
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（2）四半期損益計算書 

  前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 
前事業年度 

要約損益計算書 

  
(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年６月30日) 

(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 

 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   700,921 100.0 1,296,281 100.0  3,846,012 100.0

Ⅱ 売上原価   358,958 51.2 851,148 65.7  2,400,391 62.4

   売上総利益   341,963 48.8 445,133 34.3  1,445,621 37.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４  290,801 41.5 374,277 28.9  1,251,118 32.5

   営業利益   51,162 7.3 70,855 5.4  194,502 5.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  30,972 4.4 2,692 0.2  55,901 1.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  5,047 0.7 18,688 1.4  38,470 1.0

   経常利益   77,087 11.0 54,859 4.2  211,933 5.5

Ⅵ 特別損失 ※３  － － 77 0.0  － －

   税引前第１四半期 

   (当期)純利益 
  77,087 11.0 54,781 4.2  211,933 5.5

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 21,710 22,823 83,268 

   法人税等調整額  6,078 27,789 4.0 1,856 24,679 1.9 5,151 88,420 2.3

      第１四半期 

      (当期)純利益 
  49,298 7.0 30,102 2.3  123,513 3.2

   前期繰越利益   178,887 －  178,887

   第１四半期 

      (当期)未処分利益 
  228,185 －  302,400

    
 
 

 

（3）四半期株主資本等変動計算書 

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

（単位 千円） 

 株主資本 
評価・換算 

差額等 

 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

繰越利益剰余金

株主資本 

合計 

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 1,353,948 1,395,098 302,400 3,051,448 2,931 2,931 2,492 3,056,872

当四半期中の変動額    

新株予約権の行使 5,365 5,365 10,730  － 10,730

当四半期純利益  30,102 30,102  － 30,102

株主資本以外の項目の

当四半期中の変動額

（ 純   額 ） 

 － △11,862 △11,862 △11,862

当四半期中の変動額合計 5,365 5,365 30,102 40,832 △11,862 △11,862 － 28,970

平成18年６月30日残高 1,359,313 1,400,463 332,503 3,092,280 △8,930 △8,930 2,492 3,085,842
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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) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期決算末日の市場価

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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

③匿名組合出資金の会計処

理 

匿名組合出資金について

は、匿名組合損益のうち

持分相当額部分を「営業

損益」に計上し、同額を

匿名組合出資金に加減算

することにより評価して

おります。 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

③匿名組合出資金の会計処

理 

同左 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に

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） 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

③匿名組合出資金の会計処

理 

同左 

(2) デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

１ 資産の評価基

準及び評価方

法 

(3) たな卸資産 

商品 

 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

個別法による原価法を採用

しております。 

 

(3) たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 

仕掛品・貯蔵品 

同左 

(3) たな卸資産 

商品 

同左 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

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) 

(1) 有形固定資産 

定率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         10年～15年 

車両運搬具         ３年 

器具備品     ３年～20年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア 

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。 

コンテンツ版権 

法人税法に定める特別な償

却方法と同様の償却方法に

より２年で償却しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

コンテンツ版権 

同左 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

コンテンツ版権 

同左 

２ 固定資産の

減価償却の

方法 

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 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。 

新株発行費 

同左 

新株発行費 

同左 

４ 引当金の計

上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

当四半期会計期間において

は、債権の回収が確実であ

ること及び過去の貸倒実績

がないこと等により計上し

ておりません。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

当事業年度においては、債

権の回収が確実であること

及び過去の貸倒実績がない

こと等により計上しており

ません。 

５ 外貨建の資

産又は負債

の本邦通貨

への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、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。 

同左 外貨建金銭債権債務は、決算

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。 

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意

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

同左 同左 
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項目 
前第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 ヘッジ会計

の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて特

例処理を採用しておりま

す。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当第１四半期会計期間に

ヘッジ会計を適用したヘッ

ジ対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。 

ヘッジ手段 金利スワ

ップ 

ヘッジ対象 借入金 

(3) ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに

金融収支改善のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行

っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の

評価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) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘ

ッジ手段は以下のとおりで

あります。 

ヘッジ手段 金利スワ

ップ 

ヘッジ対象 借入金 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８ その他財務

諸表作成の

ための重要

な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜
方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 
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会計処理の変更 

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) 

 （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3,083,350千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当第１四半期会計期間にお

ける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等規則

により作成しております。 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会  平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員

会  平成15年10月31日  企業会計基

準適用指針第６号）を当事業年度か

ら適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

 

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) 

匿名組合出資金の表示方法 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日公布（平成16年12月

１日より適用）されたこと、及び「金融商品会計に関

する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成

17年２月15日に改正されたことに伴い、投資事業有限

責任組合およ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）を

前第１四半期会計期間では、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、前連結会計年

度末より「投資有価証券」に含めて表示しておりま

す。 

 この変更により、「投資有価証券」が174,656千円増

加し、投資その他の資産の「その他」が同額減少して

おります。 

前第１四半期会計期間において流動資産の「その

他」に含めて記載しておりました「未払金」、「預り

金」については、当第１四半期会計期間において、負

債、少数株主持分及び資本の合計額の5/100を超えるこ

ととなったため、当第１四半期会計期間より区分掲記

することといたしました。 

 なお、前第１四半期会計期間の「未払金」は、

147,323千円、「預り金」は15,048千円であります。 
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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 有形固定資産減価償却累計額 

18,785千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

33,743千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

30,598千円

※２ 担保資産 

システム開発資金14,600千円

（長期借入金5,600千円、一

年以内返済予定の長期借入金

8,800千円）の担保に供して

いるものは、次のとおりであ

ります。 

ソフトウェア     11,205千円 

※２ 担保資産 

システム開発資金5,800千円

（一年以内返済予定の長期借

入金5,800千円）の担保に供し

ているものは、次のとおりで

あります。 

ソフトウェア 7,757千円

 

※２ 担保資産 

システム開発資金8,000千円

（一年内返済予定の長期借入

金8,000千円）の担保に供し

ているものは、次のとおりで

あります。 

ソフトウェア      8,619千円

３ 偶発債務 

 

３ 偶発債務 

次の関係会社について、債務

保証を行っております。 

保証先 ㈱ゴンゾロッソオンライン

金 額 100,000千円 

内 容
 

被保証者の銀行借入に対す
る保証 

 

３ 偶発債務 

同左 

※４ 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、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。 

※４ 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。 

※４ 消費税等の取扱い 
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(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 営業外収益の主要項目 

為替差益         1,865千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金        1,000千円

保険解約返戻金     295千円

受取利息            250千円

※１ 営業外収益の主要項目 

補助金収入       24,519千円

為替差益         13,119千円

保険解約返戻金    7,507千円

受取配当金        3,487千円

受取利息            884千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息          3,599千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         18,220千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         34,861千円

新株発行費        1,779千円

社債利息          1,764千円

※３ 特別損失の主要項目 ※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損     77千円

 

※３ 特別損失の主要項目 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産    2,667千円 

無形固定資産   172,418千円 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産    3,574千円

無形固定資産   116,265千円

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産  14,604千円 

無形固定資産  725,753千円 

 

(四半期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 

   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。 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   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。 
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(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 

(借主側) 

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 

 

 

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

第１四半

期末残高

相当額 

器具備品 

(千円) 
105,334 61,584  43,749 

車両 

運搬具 

(千円) 

 3,451  607  2,843 

合計 

(千円) 
108,786  62,192  46,594 

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 

(借主側) 

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 
 

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

第１四半

期末残高

相当額

建物 

(千円)
5,865 977 4,887

器具備品

(千円)
93,089 49,582 43,507

車両 

運搬具

(千円)

3,450 1,656 1,793

合計 

(千円)
102,405 52,216 50,188

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 

(借主側) 

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 

減価償却

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

建物 

（千円）
5,865 684 5,180

車両 

運搬具

(千円)

3,450 1,474 1,976

器具備品

(千円)
93,089 44,716 48,373

合計 

(千円)
102,405 46,875 55,530

 

 

 

２ 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

１年内            20,891  千円 

１年超            29,515  千円 

合計            50,407  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    6,527  千円 

減価償却費相当額    5,936  千円 

支払利息相当額      590  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。 

 

２ 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

１年内            18,378  千円 

１年超            35,126  千円 

合計            53,505  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   6,332  千円 

減価償却費相当額   5,765  千円 

支払利息相当額    427  千円 

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内            19,396  千円 

１年超            39,579  千円 

合計            58,975  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   21,344  千円

減価償却費相当額   19,663  千円

支払利息相当額    1,963  千円

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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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) 

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。 

 

(貸主側) 

 未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

１年内           10,332  千円 

１年超            4,198  千円 

 合計           14,531  千円 

(注) 上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未過リース料第１

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

第１四半期末残高相当額に含まれ

ております。 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

(貸主側) 

 未経過リース料第１四半期末残高

相当額 

１年内           2,520  千円 

１年超           1,678  千円 

 合計           4,198  千円 

 

同左 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

(貸主側) 

 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内            3,661  千円 

１年超            2,120  千円 

 合計            5,781  千円 

(注) 上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未過リース料期末

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。 

 

 

 

(有価証券関係) 

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）及び、

前事業年度末（平成18年３月31日）において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 
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(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 59,254.44円 
 

１株当たり純資産額 61,480.11円
 

１株当たり純資産額 61,107.15円
 

１株当たり第１四半期 
純利益 

1,006.20円 
 

１株当たり第１四半期 
純利益 

600.62円
 

１株当たり当期純利益 2,497.75円
 

潜在株式調整後 

１株当たり第１四半期 
純利益 

981.47円 
 

潜在株式調整後 

１株当たり第１四半期 
純利益 

589.65円
 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 2,282.81円
 

(注) １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

 前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

損益計算書上の第１四半期（当期） 
純利益（千円） 

49,298 30,102 123,513

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） 
純利益(千円) 

49,298 30,102 123,513

普通株式の期中平均株式数(株) 48,995 50,119 49,450

第１四半期(当期)純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数(株) 1,234 933 4,656

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当
期）純利益の算定に用いられた普通株式増加
数の主要な内訳（株） 

 

新株予約権 1,234 933 4,656

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）純利益の算定
に含まれなかった潜在株式の概要 

 
新株予約権（新株予
約権の数9,940個） 

新株予約権（新株予
約権の数2,790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.株主以外の者に対する新株予約権

の無償発行について 

当社は、商法280条ノ20及び商法

280条ノ21の規定に基づき、平成17

年６月29日開催の定時株主総会及び

平成17年７月11日開催の取締役会に

おいて、当社の取締役、監査役及び

従業員ならびに当社子会社の取締役

及び従業員に対して、商法第280条

ノ21の規定に基づき新株予約権（ス

トックオプション）を付与しており

ます。その概要は以下のとおりであ

ります。 

(1)発行株式数 

2,550株 

(2)行使時の払込金額 

１株につき512,353円 

(3)付与対象者 

当社取締役、当社監査役、当社

従業員、当社子会社取締役及び

当社子会社従業員 73名 

(4)発行予定 

平成19年６月30日から 

平成27年６月29日まで 

 

2.子会社の設立について 

平成17年７月５日開催の取締役会

決議により、当社全額出資の新会社

を平成17年７月20日付で設立致しま

した。 

(1)商号 

株式会社ゴンジーノ 

(2)本店 

東京都新宿区 

(3)資本金 

100,000千円 

(4)代表者 

代表取締役  吉田 悟 

(5)決算期 

３月 

(6)主な事業の内容 

キッズ向けアニメーションの企

画・制作事業 

 

 株主以外の者に対する新株予約権の

無償発行について 

当社は、平成13年改正旧商法第

280条ノ20及び商法第280条ノ21の規

定に基づき、平成17年６月29日開催

の定時株主総会及び平成18年４月28

日開催の取締役会において、当社従

業員、当社子会社従業員に対して、

平成13年改正旧商法第280条ノ21の

規定に基づき新株予約権（ストック

オプション）を付与しております。

その概要は以下のとおりでありま

す。 

(1)発行株式数 

普通株式 210株 

(2)行使時の払込金額 

１株につき422,435円 

(3)新株予約権の行使期間 

平成19年６月30日から平成17年

６月29日まで 

(4)株式の発行価額 

１株につき422,435円 

(5)資本組入額 

１株につき211,218円 

(6)新株予約権の行使の条件 
新株予約権者が当社または当社

の子会社の取締役、監査役、従業
員もしくは顧問の地位を保有して
いることを要する。 
その他の条件については、当社

と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権付与契約書」に定め

るところによる。 

(7)新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要する。 

 

 

 

 


