
 

 

平成 18 年 12 月期   中間決算短信（非連結） 平成１８年８月１７日 

会 社 名  株式会社ウィーヴ           上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コ ード番 号  ２３６０               本社所在都道府県    東京都 

（ＵＲＬ http://www.weve.jp） 
代  表  者 代表取締役社長 鈴木 徹也 
問い合わせ先  取締役ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 田中 弘之  ＴＥＬ（０３）５２１１－６２６４ 
決算取締役会開催日  平成１８年８月１７日          配当支払開始日  平成―年―月―日 

単元株制度採用の有無 無 
 
１．18年12月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日） 
(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年12月中間期 
17年12月中間期 

百万円   ％
     3,495（123.5） 
     2,831（143.2） 

百万円   ％
        443（247.3) 
         179（321.1） 

百万円   ％
         442（267.7） 
         165（320.5） 

17年12月期 6,509 392 369 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年12月中間期 
17年12月中間期 

百万円   ％
            104 (110.3） 

          94（399.2） 

円   銭
3,599.77 
7,541.81 

  円   銭
― 
― 

17年12月期 212 6,895.26 ― 

(注)①期中平均株式数 18年12月中間期 29,040株  17年12月中間期 12,563株  17年12月期 27,099株 
②会計処理の方法の変更   無 
③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
④平成17年８月19日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。なお、平成17年12月期の１株
当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

⑤潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 
(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
18年12月中間期 
17年12月中間期 

百万円 
4,827 
4,835 

百万円
3,158 
3,000 

％ 
65.4 
62.1 

円   銭
108,752.16 
206,664.28 

17年12月期 4,895 3,120 63.7 106,560.86 

(注)期末発行済株式数 18年12月中間期 29,040株  17年12月中間期 14,520株  17年12月期 29,040株 
 
 (3) 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

 
18年12月中間期 
17年12月中間期 

百万円 
1,034 
  577 

百万円
△1,222 

  △  502 

百万円 
△39 

     876 

百万円
1,316 
1,721 

17年12月期 1,266 △1,167  676 1,544 
 
２．18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 
6,800 

百万円
422 

百万円
115 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）3,176円44銭 
 
３．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 

17年12月期 ― 1,400.00 1,400.00 

18年12月期（実績） ― ― 

18年12月期（予想） ― 1,450.00 
1,450.00 
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   その他の内訳 別紙参照 
 

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内

在するさまざまな不確定要因や、この後の事業運営における内外の状況変化等により、実績はこれらの業績

見通しと大きく異なる可能性がありますのでご承知おきください。 
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１ 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び子会社の株式会社アウルズ・エージェンシーの２社で構成されており、テレビアニメー

ション等のコンテンツ業界において、企画・制作機能、広告代理店機能、版権管理機能を三位一体として有機的に

結合することにより、コンテンツを事業化しております。当社はこのような事業活動を通じて、国内に限らずグロ

ーバルに展開いたします。 

 

当社グループの事業系統図を示すと以下の通りであります。 
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２ 経営方針 

（１）経営の基本方針 

   当社は、「皆様の生活にエンターティンメント（娯楽、楽しみ）をお届けします」を経営理念としておりま

す。この理念はクライアントとユーザーを当社のビジネスモデルで結びつけることで実現させています。すな

わち、クライアントニーズに呼応したコンテンツを獲得し、ユーザーニーズを織り込みながらメディアミック

スという手法でユーザーにコンテンツを提供するものであります。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

   当社は株主の皆様に対する利益還元と財務安全性を重要な政策として位置付けております。配当につきまし

ては、将来に向かって強力なコンテンツ開発・制作体制を構築するため、利益の一部を内部留保し財務体質の

強化を図り、資金需要に備えたうえで、配当性向を重視し積極的に実施してまいりたいと考えております。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針 

   当社は、株式の市場での流動性を高め、より広範な投資家の参加を促す観点から、株式市場での適切な株式

投資単位に関して、「株式の分割」等について必要に応じて適宜に見直していくことを基本方針としておりま

す。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社の業績は、スポンサーを含むクライアント稼働数と個々の取引から発生する売上に依存しております。 

稼働クライアントの質量拡大のために、当社従業員は各自優良なコンテンツの取得、積極的なコンテンツ投

資、当社の権利の確保、メディアの取得、ユーザー層の拡大に努めてまいります。 

上記活動を通して稼働クライアントの質量を評価する経営指標として、従業員１人当り売上高を重視してま

いります。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

   当社グループの中長期的な経営戦略は、わが国の知的財産権重視の国策に呼応し、クライアント、コンテン

ツ、メディア、消費者を効果的に結びつけ、川上から川下まで幅広い業務を行う「コンテンツプロデュース企

業」を目指して成長をはかってゆくことにあります。 

   これまで当社グループは、「セサミストリート」、「テレビアニメ」をはじめとするキッズ向けコンテンツ

を、テレビを中心としたメディアにおいてビジネス展開してまいりました。 

これらキッズ向けのコンテンツのスポンサーは特定業種のクライアントに集中する傾向にあり、キッズ向け

テレビ番組枠数が有限であるという問題点があり、当社グループがさらなる成長をはかるには、キッズ以外の

ユーザーに対しても有力なコンテンツを提供し幅広くクライアントを拡大してゆく必要があると考えます。ま

た、ユーザー層の拡大のためには、当社グループ自らがメディアを保有し、各ユーザー層にコンテンツを配信

してゆく必要があると認識しております。 

   そこで、当社グループは、平成18年８月１日、株式会社ソニー・マガジンズから書籍部門を譲り受け、受け

皿会社として株式会社ヴィレッジブックスを設立、出版事業を開始いたしました。 

   株式会社ソニー・マガジンズの書籍部門は、これまで海外翻訳物、国内物の書籍、絵本などを大ヒットさせ

るとともに、女性ユーザー向けに「villagebooks」、「bloombooks」のブランドで確固たる地歩を築いており、

既に女性層が嗜好するコンテンツを保有しており、今般の子会社設立はこれらユーザー層、メディア、コンテ

ツン獲得に対する投資であると位置づけております。 

   当面当社グループは、「テレビ」、「イベント・出版」というメディア領域でコンテンツを提供し、クライ

アントと消費者の拡大を通じて成長をはかってまいりますが、将来的にはメディアの幅をさらに広げてまいり

たいと考えおります。 

 

（６）対処すべき課題 

   当社グループは、テレビや出版に適した優良コンテンツを開拓・開発し、ターゲットユーザーをキッズ中心

から一般層をも取り込んで成長を図ってまいりましたが、コンテンツビジネスを取り巻く経営環境は、市場ニ
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ーズ、コンテンツやメディアの多様化、技術の進化、インフラの拡大等に伴って流動的な状況が継続してゆく

ものと考えております。 

  このような経営環境において、当社が対処すべき課題はクライアントの拡大にあります。クライアントは常

にユーザーが支持するコンテンツを求めております。当社グループはコンテンツの優劣がユーザーの支持を左

右するものと認識し、当社が設立以来培ってまいりましたコンテンツを見極める目と、ユーザーを十分満足さ

せることのできる企画力及びプロデュース力を発揮させ、質の高いコンテンツの確保を目指してまいります。 

また、優良クライアントとの事業提携の推進を通じて、生産効率の向上を図ってまいりますが、このような

業務を推進してゆく優秀な人材を確保することも対処すべき課題であります。 

 

(７)親会社等に関する事項 

  該当する事項はございません。 

 

(８)その他、会社の経営上の重要な事項 

  該当する事項はございません。 
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３ 経営成績 

 

（１）経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向が内外経済に与える影響等には留意する必要があるもの

の先行きについては、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと

見込まれております。 

このような環境のなか当社は、「企画・制作機能」「広告代理店機能」「版権管理機能」の三位一体で積極的な

展開を行ってまいりました。 

テレビアニメでは、「トランスフォーマーシリーズ」の後継作品である「魔弾戦記リュウケンドー」、当社が原

作権を保有する「それゆけ！徹之進」、株式会社サンリオの定番キャラクター「マイメロディ」をアニメ化した「お

ねがいマイメロディ」シリーズの国内地上波番組枠３枠を維持し、好調に推移しております。「セサミストリート」

におきましては、前事業年度に引き続き、番組制作と同時に商品化権、ビデオグラム化権等の許諾事業も行ってお

ります。また、新規事業といたしまして分冊百科「エヴァンゲリオン・クロニクル」を創刊いたしました。一方下

半期以降に展開するコンテンツの投資を行った結果、当中間会計期間の売上高は3,495百万円と前年同期と比べ664

百万円(23.5%)の増収、営業利益は443百万円と前年同期と比べ264百万円(147.3%)の増益、経常利益は442百万円と

前年同期と比べ277百万円(167.7%)の増益、中間純利益は104百万円と前年同期と比べ9百万円(10.3%)の増益となり

ました。 

 

（２）財政状態 

当社は、クライアントニーズに基づくコンテンツを開拓し、テレビを中心としたメディアミックスという手法で

ビジネスを展開し、コンテンツの投資を行ってまいりました。当中間会計期間はコンテンツの投資を手元資金によ

った結果、映像マスターをはじめとする有形固定資産が359百万円増加いたしました。 

その結果、現金及び預金が227百万円減少したことにより、総資産が67百万円減少いたしました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間は税引前中間純利益を184百万円及び減価償却費で533百万円、減損損失として201百万円及び投資有

価証券評価損56百万円を計上した結果、営業キャッシュ・フローとして1,034百万円と前年同期と比べ456百万円

(79.1%)の増加をいたしました。 

 

（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、当中間会計期間では1,222百万円と前年同期と比べ719百万円(143.2%)の増加とな

りました。映像マスター制作（「おねがいマイメロディ」シリーズ、「魔弾戦記リュウケンドー」、「それゆけ！

徹之進」）及び投資有価証券への投資を行っております。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは増資を行っていないために、39百万円と前年同期と

比べ916百万円（―%）の減少となりました。 

 

（３）事業等のリスク 

当社グループの営業成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり

ます。 

なお、文中における将来に関する事項は、中間決算短信の発表日現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

 

①コンテンツの良否による業績変動のリスク 

当社グループは、常にクオリティーの高いコンテンツの創出、スポンサーニーズのコンテンツへの反映を心

がけておりますが、それらすべてがユーザー(例えばテレビの場合は視聴者)の嗜好に常に合致するとは限りま

せん。当社のコンテンツがユーザーの嗜好に合致しない場合は、当社が期待するほどの版権収入を確保するこ
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とができず、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社のコンテンツがユーザー

の嗜好に合致したとしても、投資やコンテンツのキャラクターを商品に利用するライセンシーの営業成績によ

っては、当社が期待するほどの版権収入を確保することができず、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  
②セサミストリート関連事業について 

当社は、株式会社アサツーディ・ケイほか数社と共同で、日本国内における「セサミストリート」の商品化

およびプロモーション事業を行うため、平成16年２月27日付で民法第667条に基づく任意組合である「セサミ 

ストリート パートナーズ ジャパン」(以下、「SSPJ」)の設立に関する契約(契約期間は、平成22年３月末日

まで)を締結し、当該事業を進めております。 

SSPJは同日付で、「セサミストリート」の原権利者である米国NPO(非営利団体)SESAME WORKSHOPとライセン

ス契約を締結し、「セサミストリート」の日本語番組の製作等、「セサミストリート」関連事業を展開してい

ます。 

当社はSSPJに27.5％出資しており、SSPJの収益に対して出資割合に応じた分配金を得る権利を持つとともに、

以下の役割を担っております。 

(a) ライセンス契約で定められたコンテンツ等の商品化権管理業務 

(b) 日本版セサミストリートの番組広告枠販売の協力業務 

(c) 日本版セサミストリートの製作業務 

当社は「セサミストリート」関連事業に注力することにより、業績の一層の拡大を図る方針でありますが、

一方で、当該事業において期待どおりの成果が得られなかった場合には、当社の経営成績に悪影響を及ぼしま

す。 

またSSPJに係る契約に基づき、SSPJにおいて発生した負債等についても出資割合に応じた負担を求められる

可能性があり、また組合財産に不足が生じた場合には追加出資を求められる可能性もあります。 

  
③テレビ番組枠数への依存度の高さ 

当社の主力コンテンツとしては、男女キッズ向けのアニメーション等のコンテンツがあります。平成18年12

月期中間決算時では、これらの内、期中でテレビ放映された作品に関する売上高が、当社の売上高の90.0％を

占めております。平成18年12月期中間決算時では、週４作品を放映しておりますが、キー局の方針によりテレ

ビ番組枠数、時間帯が現状のまま存続する保証はありません。テレビ番組の改編により、当社作品の番組が減

少した場合には、当社が期待したほどの収益を確保することができず、当社グループの経営成績に悪影響を及

ぼす可能性があります。 

 

④アニメーションコンテンツのライフサイクルが短いための業績変動のリスク 

テレビアニメーション作品のライフサイクルは短いもので半年、長いもので５年程度であります。従って、

当社はアニメーションコンテンツの開発及び獲得に継続的に注力しておりますが、新たなアニメーションコン

テンツが適時に開発または獲得できる保証はありません。アニメーションコンテンツの開発及び獲得が予定よ

り遅れた場合は、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  
⑤テレビ番組枠の購入と回収における業績変動のリスク 

当社は、株式会社アサツーディ・ケイや株式会社東急エージェンシー等の広告代理店から番組枠を購入しま

す。購入した枠にテレビ提供スポンサーを割り当てて、購入資金を回収します。テレビ番組をビジネスの柱に

している以上、今後も番組枠の購入を続けてまいりますが、十分なテレビ提供スポンサーを確保できない場合

には、番組枠購入資金の全額を回収することができず、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  
 ⑥返品について 

当社が制作・販売している出版物は、会計上、出版物の売れ残りによる損失に備えるため、一定期間の返品

実績率に基づいて算出した返品損失見込額を返品債権特別勘定として計上しておりますが、返品の動向によっ

ては、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦当社グループの特定取引先に対する依存度について 

最近２中間会計期間における主な販売先に対する販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、

下記のとおりであり、製作委員会を除きますとコンテンツ関係の販売先である株式会社タカラトミーに対する

販売比率が高くなっております。 

当社グループとしては、良質なコンテンツを供給することでコンテンツに関わる業界全般の確固たる評価を
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獲得することに注力してまいりました。今後も当該取引先との安定的な取引が確保できるように努めてまいり

ますが、当該取引先とは長期契約も資本提携もなく取引の継続性や、安定性が保証されていないため、当該取

引先の経営施策や取引方針の変更によっては、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

（主な販売先に対する販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合） 

前中間会計期間 

（自 平成17年1月１日 

  至 平成17年6月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年1月１日 

  至 平成18年6月30日） 
相手先 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

㈱タカラトミー 708,838 25.0 852,852 24.4

 

⑧外注使用による業績変動のリスク 

当社は制作現場(アニメーションの動画制作部門や編集部門等)を内部に持たないため、外部の制作会社へ制

作の殆どを委託しております。この方式は、生産性を重視する当社において組織の肥大化を防ぐと同時に、作

品に応じた制作会社を選択できるという大きな利点を有しております。しかし、適切な委託先が安定的に確保

できる保証はなく、また、委託先である制作会社の倒産等何らかの事情により作品の納入が遅れた場合には、

当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクを回避するため、当社は特定の

制作会社に限定せずに、適切な委託先を選定して発注をしており、また、委託先に対する進捗管理、品質管理

に注力しております。 

  
⑨小規模組織であること 

当社グループは、平成18年６月30日現在従業員数17名(他、臨時雇用者４名)と小規模組織であり、内部管理

体制もこのような規模に応じたものとなっております。当社グループでは、今後の事業拡大に伴い、人員の増

強及び内部管理体制の一層の充実を図る方針であります。しかしながら、将来的に適切かつ十分な人材の確保・

育成ができなかった場合には、人材の不足等により、当社グループの事業活動に支障が生じる可能性がありま

す。 

  
⑩代表取締役に対する依存度について 

当社代表取締役である鈴木徹也は、当社の創業者であり、大株主(発行済株式の21.46％保有)であります。同

氏は、当社の経営戦略策定の中心的役割を担っており、また、ビジネス展開のプロデュース能力の面からも、

現在当社において極めて重要な存在であります。当社では、教育体制の整備と情報の共有化を図りつつ、同氏

に過度に依存しない経営体制の構築を進めておりますが、それらの施策が完了しないままに、不測の事態によ

り、同氏が離職するような場合には当社の経営成績に重要な影響を与える可能性があります。 

 

（４）通期の業績見通し 

 当中間会計期間は、当第２四半期より分冊百科「エヴァンゲリオン・クロニクル」の売上が計上されております。

当社の新しい柱として成長している「セサミストリート」の番組制作及び商品化権売上等も予定通り推移するもの

と思われます。 

また、既存の柱であるテレビアニメではシリーズ化された「おねがいマイメロディ くるくるシャッフル」の商

品化権売上も本格的に計上される予定ですが、「魔弾戦記リュウケンドー」の納品は当会計年度中に計画通りに完

了いたしますので、通期業績については従来の予想と変わりありません。 
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 ４ 時価発行公募増資当に係わる資金使途計画及び資金充当実績

 平成15年11月５日に実施した第三者割当増資（調達金額496百万円）の資金使途計画及び資金充当実績は、次のと

おりであります。 

（１）資金使途計画 

   第三者割当増資の使途については、全額をアニメーション映像マスターの制作に充当する予定であります。 

 

（２）資金充当実績 

   「TRANFORMERS ENERGON」「ぴちぴちピッチ」「冒険遊記プラスターワールド」の映像マスター制作費に計

画どおり充当しております。 

 

 平成17年６月１日に実施した公募による新株式発行（一般募集）増資（調達資金787百万円）の資金使途計画及び

資金充当実績は以下のとおりであります。 

（１）資金使途計画 

   公募による新株式発行（一般募集）増資の使途については、全額をアニメーション映像マスターの制作に充

当する予定であります。 

 

（２）資金充当実績 

   資金使途計画については、概ね計画どおり進行中であります。 

 

 平成17年６月24日に実施した第三者割当による新株式発行増資（調達資金118百万円）の資金使途計画及び資金充

当実績は以下のとおりであります。 

（１）資金使途計画 

   第三者割当増資の使途については、全額をアニメーション映像マスターの制作に充当する予定であります。 

 

（２）資金充当実績 

   資金使途計画については、概ね計画どおり進行中であります。 
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５ 中間財務諸表等 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成17年12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  1,700,466 1,296,193  1,523,658 

２ 受取手形  78,440 47,651  43,360 

３ 売掛金  929,698 770,226  1,082,663 

４ 有価証券  20,697 20,711  20,697 

５ 商品  6,356 7,184  662 

６ 未成業務支出金  239,909 235,286  271,523 

７ 前払金  278,880 78,750  236,250 

８ 繰延税金資産  71,400 71,634  73,569 

９ その他  44,388 81,127  72,400 

  貸倒引当金  ― △1,707  △2,300 

流動資産合計  3,370,237 69.7 2,607,059 54.0  3,322,485 67.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 映像マスター  1,070,600 1,465,954  1,103,915 

(2) その他  36,902 30,509  32,626 

 有形固形資産合計  1,107,503 1,496,464  1,136,542 

２ 無形固定資産  8,058 7,052  7,555 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  16,400 61,005  19,160 

(2) 関係会社株式  30,000 30,000  30,000 

(3) 繰延税金資産  53,397 162,228  58,251 

(4) その他 ※３ 249,881 472,469  329,690 

  貸倒引当金  ― △8,581  △8,474 

 投資その他の資産合計  349,679 717,121  428,627 

固定資産合計  1,465,241 30.3 2,220,638 46.0  1,572,724 32.1

資産合計  4,835,478 100.0 4,827,698 100.0  4,895,210 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成17年12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 業務未払金  925,712 940,313  1,132,043 

２ 1年以内償還予定社債  200,000 ―  ― 

３ 未払金  2,385 11,814  8,667 

４ 未払費用  5,604 80,858  5,845 

５ 未払法人税等  83,359 187,329  109,160 

６ 製作委員会仮受金  91,134 132,303  6,324 

７ 前受金  300,884 85,312  134,662 

８ 預り金  2,886 3,250  3,507 

９ 賞与引当金  6,070 5,288  6,281 

10 返品債権特別勘定  ― 27,560  ― 

11 その他 ※３ 85,927 56,914  233,429 

流動負債合計  1,703,963 35.2 1,530,946 31.7  1,639,923 33.5

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  6,388 8,755  7,661 

２ 役員退職慰労引当金  124,361 129,833  127,097 

固定負債合計  130,750 2.7 138,589 2.9  134,759 2.8

負債合計  1,834,713 37.9 1,669,535 34.6  1,774,682 36.3

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  1,166,974 24.2 ― ―  1,166,974 23.8

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  1,150,074 ―  1,150,074 

資本剰余金合計  1,150,074 23.8 ― ―  1,150,074 23.5

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  5,977 ―  5,977 

２ 任意積立金  450,000 ―  450,000 

３ 中間(当期)未処分利益  222,225 ―  340,332 

利益剰余金合計  678,203 14.0 ― ―  796,309 16.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  5,514 0.1 ― ―  7,170 0.1

資本合計  3,000,765 62.1 ― ―  3,120,527 63.7

負債及び資本合計  4,835,478 100.0 ― ―  4,895,210 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 1,166,974 24.2  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 1,150,074 ― 

資本剰余金合計   ― 1,150,074 23.8  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 5,977 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 550,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 278,213 ― 

利益剰余金合計   ― 834,190 17.3  ―

株主資本合計   ― 3,151,238 65.3  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 6,924 0.1  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 6,924 0.1  ―

純資産合計   ― 3,158,162 65.4  ―

負債純資産合計   ― 4,827,698 100.0  ―
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② 【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１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１月１日 

至 平成17年12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  2,831,334 100.0 3,495,559 100.0  6,509,606 100.0

Ⅱ 売上原価  2,007,795 70.9 2,254,994 64.5  4,602,359 70.7

売上総利益  823,539 29.1 1,240,564 35.5  1,907,247 29.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  644,131 22.8 796,852 22.8  1,515,166 23.3

営業利益  179,408 6.3 443,711 12.7  392,080 6.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 3,131 0.1 4,246 0.1  5,796 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 17,370 0.6 5,753 0.1  28,342 0.4

経常利益  165,169 5.8 442,204 12.7  369,533 5.7

Ⅵ 特別利益 ※３ ― 485 0.0  ―

Ⅶ 特別損失 ※4,5 11 0.0 257,841 7.4  11 0.0

税引前中間(当期)純利益  165,158 5.8 184,848 5.3  369,522 5.7

法人税、住民税 

及び事業税 
 79,417 182,190  173,802 

法人税等調整額  △9,008 70,409 2.5 △101,878 80,311 2.3 △17,134 156,667 2.4

中間(当期)純利益  94,748 3.3 104,537 3.0  212,854 3.3

前期繰越利益  127,477 ―   127,477

中間(当期)未処分利益  222,225 ―   340,332
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年１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 
利益剰余金合計

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 
 

17年12月31日残高(千円) 1,166,974 1,150,074 1,150,074 5,977 450,000 340,332 796,309

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △40,656 △40,656

 利益処分による役員賞与 ― ― ― ― ― △26,000 △26,000

 別途積立金の積立 ― ― ― ― 100,000 △100,000 ―

 中間純利益 ― ― ― ― ― 104,537 104,537

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― ― 100,000 △62,119 37,881

平成18年６月30日残高(千円) 1,166,974 1,150,074 1,150,074 5,977 550,000 278,213 834,190

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
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 

純資産合計 

平成17年12月31日残高(千円) 3,113,357 7,170 7,170 3,120,527

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △40,656 ― ― △40,656

 利益処分による役員賞与 △26,000 ― ― △26,000

 別途積立金の積立 ― ― ― ―

 中間純利益 104,537 ― ― 104,537

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額(純額) 

― △246 △246 △246

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

37,881 △246 △246 37,635

平成18年６月30日残高(千円) 3,151,238 6,924 6,924 3,158,162
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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 

  

税引前中間(当期)純利益  165,158 184,848 369,522

減価償却費  457,488 533,622 1,033,735

貸倒引当金の増加(△減少)額  ― △485 10,774

賞与引当金の増加(△減少)額  276 △992 487

返品債権特別勘定の増加額  ― 27,560 ―

退職給付引当金の増加額  1,020 1,093 2,293

役員退職慰労引当金の 
増加額 

 2,736 2,736 5,472

受取利息及び受取配当金  △1,100 △2,332 △1,895

支払利息及び社債利息  1,570 ― 2,950

減損損失  ― 201,390 ―

投資有価証券評価損  ― 56,450 ―

有形固定資産除却損  11 ― 11

売上債権の(△増加)減少額  272,986 308,146 155,100

たな卸資産の(△増加)減少額  △5,859 △6,521 △165

仕入債務の増加(△減少)額  △78,839 △191,730 127,504

役員賞与の支払額  △25,000 △26,000 △25,000

その他  △141,729 46,028 △270,618

小計  648,718 1,133,814 1,410,173

利息及び配当金の受取額  803 2,336 1,591

利息の支払額  △1,570 ― △2,950

法人税等の支払額  △69,971 △101,272 △142,658

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 577,980 1,034,878 1,266,155

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

有形固定資産の取得 
による支出 

 △504,626 △963,181 △1,079,437

投資有価証券取得による支出  ― △98,705 ―

貸付による支出  △30,000 △88,500 △90,000

貸付金の回収による収入  30,000 17,567 36,712

その他  2,007 △89,653 △34,616

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △502,618 △1,222,473 △1,167,340
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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 

  

株式の発行による収入  905,648 ― 905,648

社債償還による支出  ― ― △200,000

配当金の支払額  △28,810 △39,855 △29,072

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 876,837 △39,855 676,575

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増加（△減少）額 

 952,198 △227,450 775,390

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 768,965 1,544,355 768,965

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 1,721,163 1,316,905 1,544,355
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①子会社株式 

    移動平均法による原価法 

  ②その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間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

原価は主として移動平均法に

より算定) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①子会社株式 

    同左 

  ②その他有価証券 

    時価のあるもの 

      同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①子会社株式 

    同左 

  ②その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は、全部資本

直入法により処理し、売却原価

は主として移動平均法により

算定) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

      同左 

    時価のないもの 

      同左 

 (2) たな卸資産 

  ①商品 

   移動平均法による原価法 

 (2) たな卸資産 

  ①商品 

    同左 

 (2) たな卸資産 

  ①商品 

    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 

   ただし、平成10年４月1日以降取得

した建物（建物附属設備は除く）に

ついては、定額法によっております。 

   なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

   建物     8～39年 

   車両運搬具     6年 

   工具器具備品  4～15年 

   映像マスター   2年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同左 

 (2) 無形固定資産 

    定額法 

   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)に基づいております。 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

 (3) 長期前払費用 

   定額法 

 (3) 長期前払費用 

    同左 

 (3) 長期前払費用 

    同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備える

ため、貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等、特定の債権については、個

別債権の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。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるた

め、当中間期の負担すべき支給見込

額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

    同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるた

め、当期の負担すべき支給見込額を

計上しております。 

 

 

――――― 

 (3) 返品債権特別勘定 

  出版物の売れ残りによる損失に備え

るため、一定期間の返品実績率に基づ

いて算出した返品損失見込額を計上

しております。 

 

 

――――― 
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき当中間会計期間に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。退職給付見込

額は、退職給付会計基準に定める簡

便法(退職給付に係る期末自己都合 

要支給額を退職給付債務とする法)

により計算しております。 

 (4) 退職給付引当金 

    同左 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しておりま

す。退職給付見込額は、退職給付会

計基準に定める簡便法(退職給付に

係る期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする法)により計算してお

り 

ます。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

    同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

４ 中間キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

   手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日又は償還日

の到来する流動性の高い、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短

期的な投資からなっております。 

４ 中間キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

   同左 

４ キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

同左 

 

 

５ その他中間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。 

５ その他中間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 

  同左 

５ その他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 

  同左 

 

会計処理の変更 
前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

 

 

 

 

――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、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。 

 これにより税引前中間純利益は、

201,390千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改

正後の中間財務諸表規則に基づき当該

各資産の金額より直接控除しておりま

す。 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

 当中間会計期間から｢貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準｣（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。

 

 

 

 

 

 

 

――――― 
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 これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は3,158,162千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財務

諸表は、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。 

 

追加情報 
前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以

後に開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当中

間会計期間から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」(平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 実

務対応報告第12号)に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

3,920千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が3,920千円減少し

ております。 

 
 

 

 

 

 

 

――――― 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以

後に開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当事

業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」(平成16年２

月13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号)に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

8,024千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が8,024千円減

少しております。 

 
注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 2,464,795千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 3,709,837千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 3,130,173千円
 

２ 偶発債務 

   下記子会社の金融機関からの借入

に対して債務保証を行っておりま

す。 

㈱アウルズ・エージ
ェンシー 

7,928千円 

※３ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税及び仮受消費税は相

殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

２ 偶発債務 

   下記子会社の金融機関からの借入

に対して債務保証を行っておりま

す。 

㈱アウルズ・エージ
ェンシー 

5,432千円

※３ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税及び仮受消費税は相

殺のうえ、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。 

２ 偶発債務 

   下記子会社の金融機関からの借入

に対して債務保証を行っておりま

す。 

㈱アウルズ・エージ
ェンシー 

6,888千円

 

――――― 

 
(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 304千円

配当金 796千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,529千円

配当金 803千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,098千円

配当金 796千円
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事務処理料収入 1,500千円
 

事務処理料収入 1,500千円
 

事務処理料収入 3,000千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 1,040千円

社債利息 1,380千円

上場関係費用 3,622千円

新株発行費 11,328千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

上場関係費用 5,753千円

 

 

 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 1,758千円

社債利息 2,760千円

上場関係費用 9,825千円

新株発行費 13,999千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

――――― 
 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 485千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

――――― 
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 11千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 201,390千円

投資有価証券評

価損 
56,450千円

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 11千円
 

※５ 減損損失 

 

 

 

――――― 

※５ 減損損失 

    当社は、以下の資産グループにつ

いて特別損失として減損損失を計上

いたしました。 

用途 種類 減損損失

ﾌｨﾙﾑ資産

(12種類）
映像ﾏｽﾀｰ

201,390
千円 

 当社は営業用資産については各

コンテンツ単位をキャッシュ・フロ

ーを生み出す最小の単位とし、本社

等の全事業資産を共用資産として

グルーピングしております。 

 当社の固定資産である映像マス

ターのうち、保有期間が長期化し番

組販売や商品化権売上に係る収益

力が著しく低下し、今後回復の見込

みがないと思われるものについて

減損を認識いたしました。 

 なお、当資産グループの回収可能

価額は、使用価値により測定してお

りますが、将来キャッシュ・フロー

がマイナスのため、回収可能価額は

無いものとして評価しております。

※５ 減損損失 

 

 

 

――――― 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 456,985千円

無形固定資産 502千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 579,833千円

無形固定資産 502千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,124,037千円

無形固定資産 1,005千円
 

 
 (中間株主資本等変動計算書関係) 

1. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前会計年度末 増加 減少 
当中間会計期間

末 

普通株式（株） 29,040 ― ― 29,040

 

2. 自己株式に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

3. 配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類
配当金の総

額 
（千円）

1株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年3月24
日 

定時株主総会 
普通株式 40,656 1,400 平成17年12月31日 平成18年3月27日 
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 

現金及び預金 1,700,466千円

有価証券 20,697千円

現金及び 
現金同等物 

1,721,163千円
 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 

現金及び預金 1,296,193千円

有価証券 20,711千円

現金及び 
現金同等物 

1,316,905千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

 

現金及び預金 1,523,658千円

有価証券 20,697千円

現金及び 
現金同等物 

1,544,355千円
 

 
(リース取引関係) 

前中間会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

リース取引金額の重要性がないため、注記を省略しております。 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

リース取引金額の重要性がないため、注記を省略しております。 

前事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

リース取引金額の重要性がないため、注記を省略しております。 

 
(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの  

前中間会計期間 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（平成18年６月30日） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

区分 
取得原価 
（千円） 

中間決算日に
おける 

中間貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

取得原価
（千円）

中間決算日
における
中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額 
（千円）

取得原
価 

（千円）

貸借対照表
日における 
貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

株式 2,210 11,400 9,190 44,465 56,005 11,540 2,210 14,160 11,950

合計 2,210 11,400 9,190 44,465 56,005 11,540 2,210 14,160 11,950

 （注）当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について56,450千円減損処理を行っておりま
す。 
有価証券の減損処理にあたっては、個別銘柄毎に、市場価格の推移及び市場の動向、最高値・最安値と取
得価格との乖離状況等、保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用各付や公表財務諸
表ベースでの各種財務比率の検討等を行なうことにより総合的に判断しております。 

         

２ 時価評価されていない主な有価証券  

前中間会計期間 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（平成18年６月30日） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 区分 

中間貸借対照表計上額（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 公社債投資信託 

 非上場株式 

20,697

5,000

20,711

5,000

20,697

5,000

合計 25,697 25,711 25,697

 
 (デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

 当社はデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

当社はデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

前事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 
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当社はデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

 (持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

該当事項はありません。 

前事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション関係) 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

   該当事項はありません。 

 

 (重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

      当社は平成17年５月13日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしてお

ります。 

     当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

    １ 平成17年８月19日付をもって平成17年６月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録され

た株主の所有株式数を１株に付き２株の割合をもって分割する。 

    ２ 分割により増加する株式数     普通株式14,520株 

    ３ 配当起算日  平成17年７月１日 

        前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

１株当たり純資産額 103,332円14銭
 

１株当たり中間純利益 3,770円91銭
 
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜

在株式がないため記載しておりません。 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

1. シンジケートローン契約 

当社は平成18年７月27日開催の取締役会において、シンジケートローン契約締結の決議をしております。 

当該シンジケートローン契約の内容は、下記のとおりであります。 

(1) 目的    迅速かつ安定的な資金調達手段の確保・財務関連コストの削減と事務の効率化 

(2) 金額    18億円 

(3) 借入形態  シンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン 

(4) 契約締結日 平成18年７月31日 

(5) 契約期限  平成21年７月31日 

    ２.子会社の設立 

     当社は平成18年８月１日開催の取締役会において、子会社設立の決議をしております。 

     概要は、下記のとおりであります。 
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(1) 商号     株式会社ヴィレッジブックス 

(2) 代表者    鈴木 徹也(当社代表取締役) 

(3) 所在地    東京都千代田区三番町８番１号 

(4) 設立年月日  平成18年８月１日 

(5) 主な事業内容 出版物の企画、編集、翻訳、デザインおよび販売 

     キャラクター商品の企画、開発、デザインおよび販売 

     知的所有権の取得、使用許諾、売買 

     広告代理業 

(6)従業員数   20名 

(7)決算期    12月 

(8)資本の額   ３億１千万円 

(9)発行済株式数 12,400株 

(10)設立の理由  当社は良質なコンテンツを多様なメディアを通じて供給し、クライアント基盤の拡大

をはかることで成長を遂げてまいりました。この度出版分野で新規のクライアントと

ターゲットユーザーの拡大をはかる為に子会社を設立し、株式会社ソニー・マガジン

ズから書籍部門を譲り受けるとともに、当社が培ってきたコンテンツを見極める目と、

読者を満足させることのできる編集技術を発揮してまいります。 

          

前事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

該当事項はありません。 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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５ 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

   該当事項はありません。 

(2) 受注実績 

   該当事項はありません。 

(3) 販売実績 

販売高(千円) 

ユーザー別の名称 当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前年同期比(％) 

一般向け 506,041 189.0

キッズ向け 2,898,414 143.9

海外向け 79,511 15.3

その他の事業 11,591 38.7

合計 3,495,559 123.5

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

販売高(千円) 

メディア別の名称 当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前年同期比(％) 

出版 207,407 231.0

TV 2,908,240 123.4

商品化権 232,105 85.8

イベント 111,738 380.2

その他の事業 36,067 42.5

合計 3,495,559 123.5

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

1 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

相手先 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈱タカラトミー 708,838 25.0 852,852 24.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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