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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 ：　無

④　会計監査人の関与 ：　有

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

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

２．平成19年５月期第１四半期財務・業績の状況（平成18年６月１日～平成18年８月31日）

(１）連結経営成績の進捗状況

売上高
営業利益又は
営業損失（△）

経常利益又は
経常損失（△）

四半期（当期）
純利益又は
純損失（△） 

 百万円  ％  百万円  ％ 百万円  ％  百万円  ％

平成19年５月期第１四半期 1,279 △46.4 △403 － △369 － △648 －

平成18年５月期第１四半期 2,384 363.5 465 － 564 － 339 －

（参考）平成18年５月期 7,754 － △785 － △534 － △9,496 －

１株当たり四半期
（当期）純利益又は
純損失（△）

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５月期第１四半期 △4,268 13 － －

 平成18年５月期第１四半期 3,799 78 3,493 52

（参考）平成18年５月期 △86,415 74 － －

（注）１.百万円未満を切り捨てて表示しております。

２.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ております。

３.当第１四半期連結会計期間における期中平均株式数は216,692.63株であります。

【連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油高等の不安要因も一服し、堅調な企業業績を背景に、設備

投資の増加基調が続きました。また、雇用情勢にも改善傾向が見られ、個人消費の伸びは鈍化しているものの、緩や

かな回復基調が続きました。

前連結会計年度を当社では『事業拡大』の年と位置付け事業規模の拡大を行った結果、投資案件に関する支払報酬

の発生、買収に係る連結調整勘定の減損、及び投資有価証券の減損等が発生し、9,496百万円の当期純損失を計上す

ることとなりました。このような前連結会計年度の状況を受け、当社では当連結会計年度を『選択と集中』の年と位

置付け、収益性の高い事業を行っている子会社に対してより多くの資金投入を行うと共に、前連結会計年度に買収し

た関係会社の経営の効率性を高めることで当社連結経営成績に貢献させることを目標としております。
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このような方針のもと、当第１四半期連結会計期間において㈱ミュージックランドでは店舗人員の再配置等により

経営の有効性・効率性を高めることで前年同期比での増収を達成しており、加えて電子商取引サイトのバージョン

アップを㈱アーティストハウスソリューションズが行うことで（平成18年12月の稼動を目標）第３四半期以降の増収

増益のための布石を打っております。また、㈱アーティストハウスソリューションズでは『CloneDVD２』及び

『CloneCD５』を、㈱アーティストパブリッシャーズでは『となりのこぱんだ』を発売し、ご好評を頂いております。

㈱アーティストハウスエンターテインメントでは平成18年10月以降のリリースに向けた版権の仕入れを当第１四半期

連結会計期間に行っております。しかしながら、㈱アーティストフィルムにおいてDVDタイトルのリリースがなかっ

たこと、㈱ツートップにおいてコンテンツの二次流通事業が縮小したこと、㈱アーティストハウスパブリッシャーズ

で前連結会計年度末にリリースしたタイトルの返品が発生したこと等により、当第１四半期連結会計期間においては

前年同期比で約46%の大幅な減収となっております。

前連結会計年度に株式買収いたしましたAntiquorumS.A.グループ会社については、当第１四半期連結会計期間にお

いて持分法で取り込んでおります。連結売上高への貢献につきましては、今連結会計年度内に連結子会社として取り

込むことで実現する計画であります。

上記の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,279百万円（前年同期比46.4％減）、営業損失403百万

円（前年同期は営業利益465百万円）、経常損失369百万円（前年同期は経常利益564百万円）、当第１四半期純損失

は648百万円（前年同期は純利益339百万円）となりました。

(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

 平成19年５月期第１四半期 11,245 6,091 54.2 28,111 75

 平成18年５月期第１四半期 8,412 2,066 24.6 23,034 56

（参考）平成18年５月期 11,513 4,548 39.5 32,799 88

（注） 百万円未満を切り捨てて表示しております。

(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　

平成19年５月期第１四半期 △886 △657 1,018 1,828

平成18年５月期第１四半期 △645 △183 △471 1,029

（参考）平成18年５月期 △4,559 △6,618 △10,678 2,123

【連結財政状態並びに連結キャッシュ・フロ－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末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ295百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には1,828百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下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使用した資金は886百万円となりました。これは主に、一部の

コンテンツ事業子会社及び一部の流通事業子会社において営業活動が縮小したこと及び増資による資金調達における

手数料費用が発生したこと等に伴い連結営業損失を計上する一方で、一部の流通事業子会社において棚卸資産が増加

したこと、当社において未払金の決済時期が到来したこと等によるものであります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

当第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657百万円となりました。これは主に投資有価

証券の売却により128百万円の資金の獲得をする一方で、持分法適用会社であるAntiquorumS.A.等への貸付による支

出695百万円、㈱アーティストハウスエンタテインメントを中心にコンテンツの権利取得による支出170百万円等に
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より資金の減少があったこと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増加した資金は1,018百万円となりました。当該期間において、

第三者割当増資および転換社債型新株予約権付普通社債の発行により3,200百万円を調達し、短期借入金2,000百万

円の返済を行っております。

３．平成19年５月期の連結業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 4,700 100 △220

通期 10,600 700 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）461円48銭

なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当第１四半期末である平成18年８月31日の発行済株式総数は

216,692.63株に基づき算出しております。

（注）１．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において判断したものであります。予想

には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合があります。

２．連結業績予想の数値に関して、平成18年７月28日に発表した数値から変更は行っておりません。

【業績予想に関する定性的情報等】

当社は、当連結会計年度を『選択と集中』の年と位置づけ収益性の高い事業を行っている子会社に対してより多く

の資金投入を行うと共に、前連結会計年度に買収した関係会社の経営の効率性を高めることで当社連結経営成績に貢

献させることを目標としております。

前連結会計年度に株式買収いたしましたAntiquorumS.A.グループ会社については、当第１四半期連結会計期間にお

いて持分法で取り込んでおり、連結売上高への貢献につきましては当連結会計年度内に連結子会社として取り込むこ

とで実現する計画であります。
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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

区分

 
前第１四半期連結会計期間末

(平成17年８月31日)

当第１四半期連結会計期間末

(平成18年８月31日)

前連結会計年度

要約連結貸借対照表

(平成18年５月31日)

注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※２  1,059,742   1,858,141   2,353,392  

２ 受取手形及び売掛金   2,135,775   853,929   882,928  

３ たな卸資産   1,042,166   833,277   749,401  

４ 短期貸付金 ※３ － 642,830 66,722

５ その他   621,361   500,698   352,648  

貸倒引当金   △3,065   △336,131   △322,762  

流動資産合計   4,855,980 57.7  4,352,744 38.7  4,082,330 35.5

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１    

(1) 土地 ※２  1,604,880  1,464,827  1,464,827

(2) その他 ※２  215,370  241,802  252,612

有形固定資産合計   1,820,250 21.7  1,706,629 15.2  1,717,440 14.9

２ 無形固定資産           

(1) のれん   257,980   1,072,050   1,138,233  

(2) その他   485,195   463,335   414,910  

無形固定資産合計   743,176 8.8  1,535,385 13.7  1,553,144 13.5

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  － 3,234,197 3,702,880

(2) 長期滞留債権等   449,079   1,097,643   1,068,670  

(3) その他   951,474   379,610   420,780

貸倒引当金   △407,247   △1,060,816   △1,031,843  

投資その他の資産合計   993,305 11.8  3,650,634 32.5  4,160,488 36.1

固定資産合計   3,556,732 42.3  6,892,649 61.3  7,431,073 64.5

資産合計   8,412,712 100.0  11,245,394 100.0  11,513,404 100.0

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛金   1,663,476   585,414   626,750  

２ 短期借入金 ※２  324,652   316,018   2,478,585  

３ １年内返済予定長期借入金※２  776,375   396,703   688,554  

４ １年内償還予定社債   404,000   230,000   362,000  

５ 返品調整引当金   79,064   79,250   79,314  

６ 返品損失引当金   59,371   24,184   25,485  

７ その他   988,261   1,069,377   1,605,177  

流動負債合計   4,295,201 51.0  2,700,948 24.0  5,865,867 51.0

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   610,000   1,080,000   80,000  

２ 長期借入金 ※２  688,450   874,280   469,696  

３ 退職給付引当金 － 11,908 11,908

４ 繰延税金負債   375,859   376,210   427,224  

５ 役員退職慰労引当金   109,125   110,625   110,250  

固定負債合計   1,783,434 21.2  2,453,023 21.8  1,099,078 9.5

負債合計   6,078,635 72.2  5,153,972 45.8  6,964,946 60.5

(少数株主持分)           

少数株主持分   267,692 3.2  － －  － －

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   2,603,646 30.9  － －  － －

Ⅱ 資本剰余金   316,943 3.8  － －  － －

Ⅲ 利益剰余金   △861,628 △10.2  － －  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金   7,423 0.1  － －  － －

資本合計   2,066,384 24.6  － －  － －

負債、少数株主持分及び資本

合計
  8,412,712 100.0  － －  － －
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区分

 
前第１四半期連結会計期間末

(平成17年８月31日)

当第１四半期連結会計期間末

(平成18年８月31日)

前連結会計年度

要約連結貸借対照表

(平成18年５月31日)

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   － －  7,810,755 69.5  6,710,786 58.3

２ 資本剰余金   － －  8,547,890 76.0  7,447,921 64.7

３ 利益剰余金   － －  △10,270,559 △91.3  △9,781,414 △85.0

４ 自己株式   － －  △1,877 △0.0  △1,877 △0.0

 株主資本合計   － －  6,086,210 54.1  4,375,416 38.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価差額金     △149,515 △1.3  △19,215 △0.2

２ 為替換算調整勘定   － －  △7,068 △0.1  6 △0.0

 評価・換算差額等合計   － －  △156,584 △1.4  △19,208 △0.2

Ⅲ 新株予約権   － －  32,943 0.3  47,121 0.4

Ⅳ 少数株主持分   － －  128,852 1.1  145,128 1.3

純資産合計   － －  6,091,422 54.2  4,548,458 39.5

負債純資産合計   － －  11,245,394 100.0  11,513,404 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

区分

 

前第１四半期連結会計期間

(自 平成17年６月１日

至 平成17年８月31日)

当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年６月１日

至 平成18年８月31日)

前連結会計年度

要約連結損益計算書

(自 平成17年６月１日

至 平成18年５月31日)

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  2,384,665 100.0  1,279,178 100.0  7,754,384 100.0

Ⅱ 売上原価   1,544,085 64.8  1,129,730 88.3  5,690,053 73.4

売上総利益又は損失(△)   840,579 35.2  149,448 11.7  2,064,330 26.6

返品調整引当金戻入額   78,698 3.3  115,187 9.0  103,422 1.3

返品調整引当金繰入額   79,064 3.3  89,866 7.0  113,236 1.5

差引売上総利益又は損失(△)   840,213 35.2  174,769 13.7  2,054,516 26.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  375,078 15.7  578,609 45.2  2,839,559 36.6

営業利益又は損失(△)   465,134 19.5  △403,839 △31.6  △785,043 △10.1

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  2,253   219   4,014   

２ 受取配当金  182   51   14,274   

３ 投資有価証券売却益  28,645   －   34,998   

４ 受取地代家賃  －   2,866   －   

５ アドバイザリー業務収入  －   －   240,000   

６ デリバティブ評価益  －   －   218,087   

７ 為替予約評価益  71,853   －   －   

８ 持分法による投資利益  －   61,173   －   

９ その他  15,951 118,886 5.0 19,716 84,028 6.6 89,040 600,414 7.7

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  12,552   25,573   84,365   

２ 新株発行費  202   7,333   67,736   

３ 持分法投資損失  308   973   2,174   

４ 為替差損     2,322      

５ 金融支払手数料  3,271   1,992   14,600   

６ 金利スワップ評価損  2,066   －   －   

７ たな卸資産評価損 － 5,193 46,250

８ その他  900 19,342 0.8 6,592 49,981 3.9 134,965 350,093 4.5

経常利益又は損失(△)   564,678 23.7  △369,792 △28.9  △534,722 △6.9

Ⅵ 特別利益           

１ 貸倒引当金戻入益  9,752 － －

２ 固定資産売却益 ※２ 2,162 － 2,662

３ 投資有価証券売却益 － 14,702 8,196

４ 前期損益修正益 － 11,915 0.5 372 15,075 1.2 908 11,767 0.2

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※３ 11,310   434   11,310   

２ 固定資産売却損 － － 110,669

３ 投資有価証券評価損 － 8,975 2,554,136

４ 投資有価証券売却損 － 39,122 －

５ 関係会社株式売却損  34,633   －   36,676   

６ 貸倒引当金繰入額  －   －   682,965   

７ 投資案件に係る支払報酬  －   －   3,169,028   

８ 減損損失 ※４ －   50,297   1,590,474   

９ 業務管理等に関わる費用  －   －   314,250   

10 匿名組合評価損  －   －   99,497   

11 出資金売却損  －   －   70,000   

12 過年度持分法による投資損失 －   143,020   －   

13 その他 － 45,944 1.9 14,733 256,583 20.1 20,733 8,659,743 111.7

税金等調整前第１四半期(当

期)純利益又は純損失(△)
  530,649 22.3  △611,300 △47.8  △9,182,698 △118.4

法人税、住民税及び事業税  89,471   30,158   272,382   

法人税等調整額  71,466 160,938 6.7 － 30,158 2.4 65,141 337,524 4.4

少数株主利益又は損失(△)   29,982 1.3  7,011 0.5  23,296 0.3

第１四半期(当期)純利益又は

純損失(△)
  339,729 14.3  △648,470 △50.7  △9,496,927 △122.5
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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

 　当第１四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）　 （単位：千円） 

株主資本

資本金 資本剰余金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年５月31日残高 6,710,786 7,447,921 △9,781,414 △1,877 4,375,416

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 849,976 849,976 － － 1,699,952

転換社債の行使による増加 249,993 249,993 － － 499,986

過年度利益剰余金の減少 － － 159,325 － 159,325

当期純損失 － － △648,470 － △648,470

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 1,099,969 1,099,969 △489,144 － 1,710,793

平成18年８月31日残高 7,810,755 8,547,890 △10,270,559 △1,877 6,086,210

 

 （単位：千円） 

評価・換算差額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額合計

平成18年５月31日残高 △19,215 6 △19,208 47,121 145,128 4,548,458

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － － 1,699,952

転換社債の行使による増加 － － － － － 499,986

過年度利益剰余金の減少 － － － － － 159,325

当期純損失 － － － － － △648,470

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△130,300 △7,074 △137,374 △14,178 △16,275 △167,827

連結会計年度中の変動額合計 △130,300 △7,074 △137,374 △14,178 △16,275 1,542,964

平成18年８月31日残高 △149,515 △7,068 △156,584 32,943 128,852 6,901,422
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　前連結会計年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）　  （単位：千円） 

 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17年５月31日残高 2,590,247 2,343,883 △3,545,242 － 1,388,889

連結会計年度中の変動額      

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

　株式交換による増加 － 2,410,512 － － 2,410,512

　減資 △916,870 － 916,870 － －

　欠損金の填補 － △2,343,883 2,343,883 － －

　自己株式の取得 － － － △1,877 △1,877

　当期純損失 － － △9,496,927 － △9,496,927

　株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 4,120,538 5,104,037 △6,236,172 △1,877 2,986,527

平成18年５月31日残高 6,710,786 7,447,921 △9,781,414 △1,877 4,375,416

 （単位：千円）  

 評価・換算差額等

新株予約権  少数株主持分 純資産合計
 

その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額合計

平成17年５月31日残高 3,786 － 3,786 41,000 24,272 1,457,948

連結会計年度中の変動額       

　新株の発行 － － － － － 10,074,819

　株式交換による増加 － － － － － 2,410,512

　減資 － － － － － －

　欠損金の填補 － － － － － －

　自己株式の取得 － － － － － △1,877

　当期純損失 － － － － － △9,496,927

　株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
△23,001 6 △22,995 6,121 120,855 103,982

連結会計年度中の変動額合計 △23,001 6 △22,995 6,121 120,855 3,090,509

平成18年５月31日残高 △19,215 6 △19,208 47,121 145,128 4,548,458

－ 8 －



 　前第１四半期連結会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成17年８月31日）　

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

区分 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,343,883

Ⅱ　資本剰余金増加高

１　増資による新株式の発行 38,242  

２　株式交換による増加高 278,701 316,943

Ⅲ　資本剰余金減少高

１　欠損金補填による資本準備金取崩額  2,343,883

Ⅳ　資本剰余金第１四半期末(期末)残高 316,943

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △3,545,242

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　第１四半期純利益 339,729  

２　欠損金補填による資本準備金取崩額 2,343,883 2,683,613

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　第１四半期（当期）純損失 －

２　役員賞与 －  

３　合併による利益剰余金の減少高 － －

Ⅳ　利益剰余金第１四半期末(期末)残高 △861,628
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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

(自 平成17年６月１日
至 平成17年８月31日)

当第１四半期
連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５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)純利益又は純損失(△)  530,649 △611,300 △9,182,698

減価償却費  40,770 27,176 111,553

連結調整勘定償却額  6,614 － －

のれん償却費  － 29,085 58,686

貸倒引当金の増加額又は減少額(△)  △9,752 42,341 20,155

減損損失  － 50,297 1,590,474

返品調整引当金の増加額又は減少額
(△)  △19,331 － △52,967

受取利息及び受取配当金  △2,435 △271 △18,288

支払利息  12,552 25,573 84,365

出資金評価損  － － 70,000

匿名組合分配損失」  － － 31,944

過年度持分法による投資損益 － 143,020 －

業務管理にかかる費用  － － 314,250

たな卸資産評価損  － － 46,250

新株発行費  202 － 67,736

アドバイザリー業務収入  － － △240,000

固定資産除却損  11,310 434 11,310

固定資産売却益  △2,162 △255 △2,662

固定資産売却損  － － 110,669

関係会社株式売却損  34,633 － 36,676

投資有価証券売却益(△)又は損失  △28,645 24,419 △34,998

投資有価証券評価損  － － 2,554,136

投資案件に関わる費用  － － 3,169,028

為替予約評価益  △71,853 － －

金利スワップ評価益(△)又は評価損  2,066 － －

デリバティブ評価益  － － △218,087

投資組合利益(△)又は損失  － － △26,523

持分法投資利益(△)又は損失  308 △61,173 2,077

匿名組合評価損  － － 99,497

売上債権の増加額(△)又は減少額  △1,064,217 3,749 367,788

仕入債務の増加額又は減少額(△)  10,121 △41,741 △900,629

たな卸資産の増加額(△)又は減少額  79,092 △117,219 379,606

未収入金の増加額又は減少額(△)  △50,530 － 3,744

前渡金の増加額(△)又は減少額  △90,670 － 114,658

前受金の増加額又は減少額(△)  106,931 － △144,761

その他の資産の増加(△)  － △148,057 △58,220

その他の負債の増加(△)  － △638,879 443,766
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前第１四半期
連結会計期間

(自 平成17年６月１日
至 平成17年８月31日)

当第１四半期
連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

区分
注記

番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

その他  △109,058 473,724 133,833

投資手数料  － － 25,983

小計  △613,403 △799,077 △1,031,643

利息及び配当金の受取額  509 271 33

利息の支払額  △11,320 △25,565 △86,610

法人税等の支払額  △21,548 △61,672 △197,949

業務管理等に関わる支出  － － △74,250

投資案件に関わる支出  － － △3,169,028

営業活動によるキャッシュ・フロー  △645,762 △886,044 △4,559,448

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  － △30,009 △200,000

有形固定資産の取得による支出  △3,657 △1,055 △50,339

有形固定資産の売却による収入  － 2,625 18,775

無形固定資産の取得による支出  △55,290 △170,030 △828,091

無形固定資産の売却による支出  － － 792

投資有価証券の取得による支出  △57,482 － △6,194,006

投資有価証券の売却による収入  231,318 128,673 442,097

関連会社株式の取得による支出  － △13,200 △359,441

関連会社株式の売却による支出  － － 98,575

出資金の売却による収入  － 12,500 38,883

関係会社株式の取得による支出  △317,084 － －

関係会社の株式売却による収入  93,575 － －

貸付による支出  △190,816 △695,796 △710,000

貸付金の回収による収入  169,125 116,051 916,645

敷金保証金差入れによる支出  － － △104,218

敷金保証金返還による収入  － 6,569 54,883

アドバイザリー業務収入  － － 240,000

その他  △53,292 △13,649 16,827

投資活動によるキャッシュ・フロー  △183,603 △657,320 △6,618,678

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額又は減少額(△)  36,500 △2,000,000 2,138,617

長期借入れによる収入  － 640,000 －

長期借入金の返済による支出  △402,165 △434,952 △805,406

株式の発行による収入  26,590 1,699,952 9,888,954

自己株式の取得による支出  － － △1,877

社債の発行による収入  － 1,500,000 －

社債の償還による支出  △132,000 △132,000 △704,000

新株予約権の発行による収入  － － 141,614

その他  － △254,896 21,026

財務活動によるキャッシュ・フロー  △471,074 1,018,104 10,678,929
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前第１四半期
連結会計期間

(自 平成17年６月１日
至 平成17年８月31日)

当第１四半期
連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

区分
注記

番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
(△)  △1,300,441 △525,260 △499,197

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,324,585 2,353,392 2,324,585

Ⅵ 新規連結子会社の取得に伴う現金同等物
の増加額  5,593 － 298,000

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末(期
末)残高 ※1 1,029,737 1,828,132 2,123,388
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継続事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６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　当社グループは、当第１四半期連結会計期

間に△645,762千円と重要なマイナスの営業

キャッシュ・フローを計上しております。

　当該状況は、継続企業としての前提に重要

な疑義を抱かせるものであります。

　当第１四半期連結会計期間のマイナスの営

業キャッシュ・フローは、主に第１四半期連

結会計期間の売上に対する営業債権の回収が

第２四半期連結会計期間以降の入金予定と

なっているものが多く、第１四半期連結会計

期間末における営業債権が増加したことによ

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、連

結子会社２社の売却による不採算事業の整理

を実施するとともに、株式会社ツートップ及

び株式会社ミュージックランド２社を連結子

会社とし、収益獲得の拡大及び営業債権の早

期回収に努めることにより、営業キャッ

シュ・フローの改善を計画しております。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の

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、当第１四半期連結会計期

間に△886,044千円と重要なマイナスの営業

キャッシュ・フローを計上しております。

　当該状況は、継続企業としての前提に重要

な疑義を抱かせるものであります。

　当第１四半期連結会計期間のマイナスの営

業キャッシュ・フローは、一部のコンテンツ

事業子会社及び一部の流通事業子会社におい

て営業活動が縮小したこと、及び、当社にお

いて増資による資金調達における手数料費用

が発生したこと等により連結営業損失を計上

する一方で、流通事業子会社において棚卸資

産が増加したこと、当社において未払金の決

済時期が到来したこと等によるものでありま

す。

　当社グループではマイナスの営業キャッ

シュ・フローの状況を解消すべく、当社にお

ける販売費及び一般管理費の費用対効果検討

による更なる削減、安定的に収益をあげてい

る流通事業により軸足を移していくこと、コ

ンテンツ事業でリリースするタイトルの収益

性検討をより厳格に行いリクープ（出資額ま

での回収）以上の投資効果が得られるタイト

ルの比率を引き上げること等に継続して注力

してまいります。

　上記の施策によりマイナスの営業キャッ

シュフローを改善する予定ですが、これに加

えて不採算子会社の統廃合により営業キャッ

シュフローの改善をさらに図るとともに、当

社保有の有価証券の売却および滞留貸付金の

回収等により平成18年11月の中間期末をめど

に総額約４億円の現金獲得を実現すべく努力

することで、現預金残高の安全な水準を維持

してまいります。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の

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、前連結会計年度に

3,764,568千円、当連結会計年度に9,496,927

千円と多額の当期純損失を計上しております。

また、前連結会計年度に1,012,796千円、当

連結会計年度に785,043千円と、継続的に営

業損失を計上しております。

 さらに、当連結会計年度に4,559,448千円と

重要なマイナスの営業キャッシュフローを計

上しております。

　当連結会計年度のマイナスの営業キャッ

シュ・フローは、主として仕入れたコンテン

ツが十分なキャッシュフローを生まなかった

こと、投資案件に関し外部への報酬の支払い

が多額に発生したこと等により生じたもので

あります。

　コンテンツ事業は映像・音楽・出版ともに

リクープ（出資額までの回収）が果たせない

タイトルが発生していること、売上を高める

ためにかけた広告宣伝費の効果が十分に得ら

れなかったことなどにより営業赤字となって

いますが、リリースするタイトルの収益性検

討をより厳格に行うことを意思決定プロセス

に組み入れることにより、リクープできるタ

イトルの確率を引き上げるよう努める所存で

あります。

　流通事業は利益を計上しておりますが、今

後も安定的継続的に利益を計上できるように

マーケット状況および競合状況に注視し、必

要な投資を行っていく所存であります。また、

在庫管理をさらに徹底することによりキャッ

シュフローの最適化も行っていく所存であり

ます。

　不採算部門であるファイナンス事業につい

ては、閉鎖することにより新たな損失の発生

を防ぐ所存であり、また、ＩＴ事業について

はコンテンツ事業および流通事業への電子商

取引部分でのサポートを行うことでグループ

としての収益により貢献することをはかって

いく所存であります。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を

連結財務諸表には反映しておりません。
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四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

前第１四半期連結会計期間

（自平成17年６月１日

　　至平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自平成18年６月１日

　　至平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自平成17年６月１日

　　至平成18年５月31日）

１　連結の範囲に関する事項 １　連結の範囲に関する事項 １　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 (1) 連結子会社の数 (1) 連結子会社の数

８社 13社 13社

(2) 主要な連結子会社の名称 (2) 主要な連結子会社の名称 (2) 主要な連結子会社の名称

㈱アーティストハウスパブリッシャーズ ㈱アーティストハウスパブリッシャーズ ㈱アーティストハウスパブリッシャーズ

㈱アーティストフィルム ㈱アーティストフィルム ㈱アーティストフィルム

㈱ＢＢＭＣ ㈱ＢＢＭＣ ㈱ＢＢＭＣ

㈱ツートップ ㈱ツートップ ㈱ツートップ

㈱アーティストハウスインベストメント ㈱アーティストハウスインベストメント ㈱アーティストハウスインベストメント

㈱翔年社 ㈱翔年社 ㈱翔年社

㈱ミュージックランド ㈱ミュージックランド ㈱ミュージックランド

㈱アーティストハウスソリューションズ ㈱アーティストハウスソリューションズ ㈱アーティストハウスソリューションズ

㈱ジーワン ㈱ジーワン

Artist House Investment Asia Limited Artist House Investment Asia Limited

㈱Ｆｏｕ ㈱Ｆｏｕ

㈱アーティストハウスエンタテインメント ㈱アーティストハウスエンタテインメント

㈱アンティコルムジャパン ㈱アンティコルムジャパン

上記の内、㈱ミュージックランドにつ

いては、当第1四半期連結会計期間中にお

いて株式を取得し、㈱ツートップについて

は当第１四半期連結会計期間中において株

式交換により株式を取得したため、連結の

範囲に含めております。

上記の内、㈱ミュージックランドにつ

いては、当連結会計年度において株式を取

得し、㈱ツートップ、㈱ジーワン及び㈱Ｆ

ｏｕについては当連結会計年度において株

式交換により株式を取得したため、連結の

範囲に含めております。

また、㈱アーティストハウスソリュー

ションズについては、当第１四半期連結会

計期間中において新たに設立し持分を取得

したため、連結の範囲に含めております。

また、㈱アーティストハウスソリュー

ションズ、Artist House Investment 

Asia Limited、㈱アーティストハウスエン

タテインメント及び㈱アンティコルムジャ

パンについては、当連結会計年度において

新たに設立し持分を取得したため、連結の

範囲に含めております。

なお、㈱ワイズポリシー及び㈱クロス

ワープについては、当第1四半期連結会計

期間中に保有株式を全て売却したため、連

結の範囲から除外しております。

なお、㈱ワイズポリシー及び㈱クロス

ワープについては、当連結会計年度に保有

株式を全て売却したため、連結の範囲から

除外しております。

㈱ブロードバンドミュージックコミュ

ニケーションズは、平成17年７月26日付け

で㈱BBMCに商号変更を行っております。

㈱ブロードバンドミュージックコミュ

ニケーションズは、平成17年７月26日付け

で㈱ＢＢＭＣに社名変更を行っております。

(3) 主要な非連結子会社の名称等

㈱アーカイブゲート

(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、総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰余金等は

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。

－ 14 －



前第１四半期連結会計期間

（自平成17年６月１日

　　至平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自平成18年６月１日

　　至平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自平成17年６月１日

　　至平成18年５月31日）

２　持分法の適用に関する事項 ２　持分法の適用に関する事項 ２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社の数 (1) 持分法適用の関連会社の数 (1) 持分法適用の関連会社の数

１社 ４社 ４社

(2) 主要な持分法適用関連会社の名称 (2) 主要な持分法適用関連会社の名称 (2) 主要な持分法適用関連会社の名称

㈱ＢＢバート ㈱ＢＢバート ㈱ＢＢバート

持分法適用会社であった㈱ファントム・

フィルムは、当第１四半期連結会計期間中

に保有株式を全て売却したため、持分法適

用会社から除外しております。

Antiquorum S.A.

Antiquorum USA,Inc.

C2C Time,Inc.

Antiquorum S.A.

Antiquorum USA,Inc.

C2C Time,Inc.

AntiquorumS.A.、Antiquorum 

USA,Inc.、C2C Time,Inc.の３社について

は、当連結会計年度において株式を取得し

たため、持分法適用会社に含めております。

なお、持分法適用会社であった㈱ファ

ントム・フィルムは、当連結会計年度に保

有株式を全て売却したため、持分法適用会

社から除外しております。

(3) 持分法を適用していない非連結子会社適

用関連会社(㈱アーカイブゲート)は、当期

純損益及び利益剰余金等からみて持分法の

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　連結子会社等の第１四半期決算日等に関す

る事項

３　連結子会社等の第１四半期決算日等に関す

る事項

３　連結子会社等の決算日等に関する事項

連結子会社のうち㈱ミュージックランド

の第１四半期決算日は５月31日であります。

持分法を適用会社のうち、第１四半期決

算日が第１四半期連結決算日と異なる会社

については、各社の事業年度に係る財務諸

表を使用しております。

持分法を適用会社のうち、第１四半期決

算日が第１四半期連結決算日と異なる会社

については、各社の事業年度に係る財務諸

表を使用しております。

第１四半期連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同決算日現在の第１四半期財務諸表

を使用しております。ただし、第１四半期

連結決算日との間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っており

ます。

連結子会社のうち㈱ミュージックランド

の第１四半期決算日は５月末日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同第

１四半期決算日現在の財務諸表を使用して

おります。

ただし、６月１日から連結決算日８月31

日の間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

また、Artist House Investment Asia 

Limitedの第１四半期決算日は５月31日であ

ります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同第

１四半期決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。

連結子会社のうち㈱ミュージックランド

の決算日は２月末日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、３月１日から連結決算日５月31

日の間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

また、Artist House Investment Asia 

Limitedの決算日は２月末日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。

なお、㈱ジーワンの決算日は３月31日で

ありましたが、５月31日に変更したため、

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算

日現在の期末財務諸表を使用しております。
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前第１四半期連結会計期間

（自平成17年６月１日

　　至平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自平成18年６月１日

　　至平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自平成17年６月１日

　　至平成18年５月31日）

４　会計処理基準に関する事項 ４　会計処理基準に関する事項 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 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券

(イ)その他有価証券 (イ)その他有価証券 (イ)その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの

第１四半期連結決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

同左 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）

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの

移動平均法による原価法 同左 同左

なお、投資事業有限責任組合及びこれ

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デリバティブ ②デリバティブ ②デリバティブ

時価法 同左 同左

③たな卸資産 ③たな卸資産 ③たな卸資産

(イ)製品 (イ)製品 (イ)製品

移動平均法による原価法 同左 同左

(ロ)商品 (ロ)商品

個別法による原価法 同左

(ロ)映像使用権 (ハ)映像使用権 (ハ)映像使用権

見積回収期間(1年)にわたり、会社所

定の償却率によって償却しております。

同左 同左

(ハ)出版権 (ニ)出版権 (ニ)出版権

営業の用に供した時点及びその翌月に

それぞれ20％ずつ償却し、残り60％を

34ヶ月の定額法に基づき償却しておりま

す。

同左 同左

(ニ)仕掛品 (ホ)仕掛品 (ホ)仕掛品

個別法による原価法 同左 同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産

主として定率法によっております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物10～60年

車両運搬具４～６年

工具器具備品４～15年

主として定率法によっております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物８～60年

車両運搬具２～６年

工具器具備品４～18年

同左

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産

定額法によっております。 同左 同左

（ソフトウェア） （ソフトウェア） （ソフトウェア）

自社利用のソフトウェアについては

社内における見込利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。

同左 同左
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前第１四半期連結会計期間

（自平成17年６月１日

　　至平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自平成18年６月１日

　　至平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自平成17年６月１日

　　至平成18年５月31日）

（映像コンテンツ） （映像コンテンツ） （映像コンテンツ）

映像コンテンツには、製作出資によ

る映像コンテンツの取得原価及び外部

購入による映像使用権の取得原価を含

めており、作品毎の取得原価の金額を

過去の実績に基づいて、劇場上映権、

ビデオ化権及びテレビ放映権等に分類

し、それぞれの権利行使による収益獲

得時に一括償却しております。ただし、

自社でビデオ・DVDを販売する場合は、

見積回収期間(1年)にわたり、会社所定

の償却率によって償却しております。

同左 同左

（出版コンテンツ） （出版コンテンツ） （出版コンテンツ）

出版コンテンツには、自社企画によ

る出版コンテンツの取得原価及び外部

購入による出版権の取得原価を含めて

おり、見積回収期間(３年)にわたり、

会社所定の償却率によって償却してお

ります。

同左 同左

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については、貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しており

ます。

同左 同左

②返品調整引当金 ②返品調整引当金 ②返品調整引当金

一部の連結子会社は製品の返品によ

る損失に備えるため、将来の返品見込

額の売買利益相当額を計上しておりま

す。

同左 同左

③返品損失引当金 ③返品損失引当金 ③返品損失引当金

一部の連結子会社は製品の返品によ

る損失に備えるため、将来の返品見込

額の全額を計上しております。

同左 同左

④賞与引当金

一部の連結子会社は従業員に対して

支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき、連結会計年度負担

額を計上しております。

⑤退職給付引当金

一部の連結子会社は従業員の退職給

付に備えるため、当期末における退職

給付債務の見込額(期末自己都合退職に

よる要支額を計上する簡便法)に基づき、

当連結会計年度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。

－ 17 －



前第１四半期連結会計期間

（自平成17年６月１日

　　至平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自平成18年６月１日

　　至平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自平成17年６月１日

　　至平成18年５月31日）

④役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金 ⑥役員退職慰労引当金

一部の連結子会社は役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に基づく

第１四半期連結会計期間期末要支額を

計上しております。

同左 一部の連結子会社は役員の退職慰労

金の支出に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

(4) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

(4) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、第１四半期

連結決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

同左 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。

(5) 重要なリース取引の処理方法 (5) 重要なリース取引の処理方法 (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 (6) 重要なヘッジ会計の方法 (6) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

－ 繰延ヘッジ処理及び金利スワップにつ

いて特例処理の要件を満たしている場合は

特例処理を採用しております。

 同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 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

 同左

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針

－ 金利変動リスクを回避する為、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。

同左

(7) その他四半期連結財務諸表作成のための

重要な事項

(7) その他四半期連結財務諸表作成のための

重要な事項

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項

①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理

税抜方式によっております。 同左  同左

②任意組合に関する会計処理 ②任意組合に関する会計処理 ②任意組合に関する会計処理

組合の最近の事業報告書又は中間事業

報告書の財産及び損益の状況に基づいて、

組合の資産・負債・収益・費用を当社の持

分割合に応じて計上しております。

同左  同左

③連結納税制度の適用 ③連結納税制度の適用 ③連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。 同左 同左

５　四半期連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

５　四半期連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

５　連結キャッシュ・フロー計算書における資

金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左 同左
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会計処理の変更

前第１四半期連結会計期間

（自　平成17年６月１日

至　平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成18年６月１日

至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当第１四半期連結会計期間から「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。

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準）  　

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。  

　これにより税金等調整前当期純利益は

1,590,474千円減少しております。

　（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、（「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17

年11月29日企業会計基準第4号）を適用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はありません。

 　（退職給付に係る会計基準）

　当連結会計年度より、（「退職給付に係る

会計基準」の一部改正（企業会計基準委員会

　平成17年３月16日　企業会計基準第3号）及

び「退職給付に係る会計基準」の一部改正に

関する適用指針（企業会計基準委員会　平成

17年３月16日　企業会計基準適用指針第7号）

を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準）

　当連結会計年度より、（「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計

基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第8号）を適用しておりま

す。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は4,356,208千円であります。

 　なお、財務諸表等規則の改正により、当連

結会計年度における貸借対照表の「純資産の

部」については、改正後の連結財務諸表等規

則により作成しております。　 
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表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度 
（自　平成17年６月１日
 至　平成18年５月31日） 

────── （四半期連結貸借対照表）

　「投資有価証券」は、前第１四半期会計期

間末は、投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当第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、前第１四半期連結会計期間末の「投

資有価証券」の金額は219,356千円であります。

（連結貸借対照表）

１.「短期貸付金」は前連結会計年度まで、

流動資産の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当連結会計年度において金額的重

要性が増したため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度末の「短期貸付金」

の金額は、159,162千円であります。

２.「証券取引法等の一部を改正する法律」

（第97号）が平成16年６月９日に公布され、

平成16年12月１日より適用となったこと、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

付で改正されたことに伴い、当連結会計年度

から投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資を「投資有価証券」に計上する

方法に変更しております。

　なお、当連結会計年度末の「投資有価証

券」に含まれる当該出資の額は535,321千円

であります。

３.連結財務諸表規則の改正によって、当連

結会計年度より無形固定資産に区分掲記され

ていた「連結調整勘定」は、「のれん」と表

示されております。

  ────── （連結キャッシュ・フロー計算書）

１.営業活動によるキャッシュ・フローの

「前受金の増加額又は減少額（△）」は、前

連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区

分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の「その他」に含

まれている「前受金の増加額又は減少額

（△）」は7,721千円であります。

２.連結財務諸表規則の改正によって、当会

計年度より「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」に区分掲記されていた「連結調整勘定

償却額」は、「のれん償却額」と

表示されております。
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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８月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度末
（平成18年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

157,044千円   176,456千円 174,352千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務

(イ)担保に供している資産

預金 30,004千円

建物 134,597千円

土地 1,604,880千円

　計 1,769,482千円

(ロ)上記に対応する債務

短期借入金 17,000千円

一年内長期借入金 201,255千円

長期借入金 522,640千円

　計 740,895千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務

(イ)担保に供している資産

預金 230,009千円

投資有価証券 330,245千円

建物 108,817千円

土地 1,464,827千円

　　計 2,133,898千円

(ロ)上記に対応する債務

一年内長期借入金 43,000千円

長期借入金 597,000千円

　　計 640,000千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応す

る債務

（イ）担保に供している資産

預金 220,004千円

投資有価証券 1,754,881千円

建物 111,064千円

土地 1,464,827千円

　　計 3,550,776千円

（ロ）上記に対応する債務

短期借入金 2,000,000千円

一年内長期借入金 448,050千円

長期借入金 62,600千円

　　計 2,510,650千円

※２　当座貸越契約

 　当社グループは、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越

契約を締結しております。

 　当第１四半期連結会計期間末における

借入未実行残高は次のとおりであります。

※２　当座貸越契約

　当社グループは、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契

約を締結しております。

 　当第１四半期連結会計期間末における

借入未実行残高は次のとおりであります。

※２　当座貸越契約

　当社グループは、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契

約を締結しております。

　当連結会計年度末における借入未実行残

高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 －千円

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 －千円

当座貸越極度額 110,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 10,000千円

 ※３　短期貸付金

　当社関連会社（Antiquorum S.A）におい

ては、運転資金の効率的な調達を行うため、

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。当該業務における当

座貸越契約及び貸出コミットメントに係る

貸出未実行残高は次のとおりであります。

貸付上限額 　$10,000,000

貸付実行残高 ＄5,000,000

差引額 　＄5,000,000

※３　短期貸付金

　当社関連会社（Antiquorum S.A）におい

ては、運転資金の効率的な調達を行うため、

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。当該業務における当

座貸越契約及び貸出コミットメントに係る

貸出未実行残高は次のとおりであります。

貸付上限額 　$10,000,000

貸付実行残高 －

差引額 　$10,000,000

－ 21 －



（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度末
（平成18年５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。

※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。

※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。

給与手当 68,317千円

役員報酬 27,135千円

業務委託費 68,283千円

役員退職慰労引当金

繰入額

375千円 

給与手当 116,381千円

役員報酬       55,468千円

業務委託費       12,914千円

支払手数料    　34,502千円

専門家報酬    　75,985千円

支払地代家賃    　32,907千円

減価償却費    　10,195千円

貸倒引当金繰入額 242,360千円

給与手当 373,150千円

役員報酬 185,458千円

役員退職慰労引当金

繰入額

13,408千円

賞与引当金繰入額 9,105千円

広告宣伝費 328,509千円

業務委託費 420,831千円

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

ソフトウェア 2,162千円

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

　　　　　　  ―  

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

建物 108,515千円

工具器具備品 2,153千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物 9,156千円

工具器具備品 2,153千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

車両運搬具      294千円

工具器具備品      140千円

※３　　　　　　　  ―

※４　　　　　　　  ― ※４　当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

場所 用途 種類 
 金額

(千円)

本社
コンテンツ

事業関連
のれん 13,200

本社
コンテンツ

事業関連
のれん 22,297

本社
投資事業関

連
のれん 14,800

※４　当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

場所 用途 種類 
 金額

(千円)

本社
ゲームコン

テンツ

ソフトウエ

ア
521,850

本社
コンテンツ

事業関連
のれん 789,923

本社
流通事業関

連
のれん 278,701

  当社グループは、投資先（関係会社）ごとに

資産をグルーピングしております。

　グルーピングの単位である各投資先のうち、

㈱ＢＢＭＣ、㈱翔年社及び㈱アーティストハウ

スインベストメントにおいては、現状では黒字

化の見通しが立っておらず、営業活動から生ず

る損益及びキャッシュ・フローが継続してマイ

ナスとなる見込であるため、「のれん」につい

て帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額（50,297千円）を減損損失として特別損失

に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売却可能価額及び

使用価値により測定しており、使用価値につい

ては、将来キャッシュ・フローを年率５％で割

り引いて算定しております。

  当社グループは、投資先（関係会社）ごとに

資産をグルーピングしております。

　グルーピングの単位である各投資先のうち、

㈱アーティストハウスパブリッシャーズ、㈱Ｆ

ｏｕ及び㈱ツートップにおいては、現状では黒

字化の見通しが立っておらず、営業活動から生

ずる損益及びキャッシュ・フローが継続してマ

イナスとなる見込であるため、これらの事業に

使用しているソフトウエア及び「のれん」につ

いて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額（1,590,474千円）を減損損失として特別

損失に計上しております。

　なお、回収可能価額は正味売却可能価額及び

使用価値により測定しており、使用価値につい

ては、将来キャッシュ・フローを年率５％で割

り引いて算定しております。
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期連結会計年度
（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

発行済株式に関する事項

資本金
　前期末株式数　　

(千株）
当期増加株式数　

（千株）
当期減少株式数

当第１四半期会計　
期間末株式数

発行済株式     

普通株式（注） 138,680 78,012 － 216,692

合計 138,680 78,012 － 216,692

自己株式     

普通株式 7 － － 7

合計 7 － － 7

（注）普通株式の発行済株式数の増加は78,012株は下記による増加であります。

１．第三者割当増資による60,282株　

２．第２回転換社債行使による17,730株

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 21,550 117,130 － 138,680

合計 21,550 117,130 － 138,680

 (注) 普通株式の発行済株式総数の増加117,130株は下記による増加であります。

１．㈱ツートップ株式交換による760株

２．株式分割による67,281株

３．第三者割当増資による10,000株

４．㈱ジーワン株式交換による3,840株

５．㈱Ｆｏｕ株式交換による2,400株

６．㈱ワンネーション新株引受権による30株

７．第１回新株予約権行使による40株

８．第２回新株予約権行使による102株

９．第３回新株予約権行使による22株

10．第４回新株予約権行使による609株

11．第５回新株予約権行使による102株

12．第６回新株予約権行使による1,572株

13．第７回新株予約権行使による7,360株

14．第８回新株予約権行使による3,239株

15．第11回新株予約権行使による19,773株
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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６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

 ※１　現金及び現金同等物の第１四半期末残

高と第１四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

 ※１　現金及び現金同等物の第１四半期末残

高と第１四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

現金及び預金勘定 1,059,742千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

 

△30,004千円

現金及び現金同等物 1,029,737千円

現金及び預金勘定   1,858,141千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

 

  △30,009千円

現金及び現金同等物 1,828,132千円

現金及び預金勘定 2,353,392千円

預入期間が3ヶ月を越える

定期預金

△230,004千円

現金及び現金同等物 2,123,388千円

※２　 株式交換により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに㈱ツートップ、

㈱Ｆｏｕ及び㈱ジーワンを連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに株式の取得価額と株式取得の為の

支出(純額)との関係は次のとおりであり

ます。 

流動資産 719,085千円 

固定資産 101,249千円 

のれん 2,144,565千円 

資産計 2,964,900千円 

流動負債 459,389千円 

固定負債 94,999千円 

負債計 554,388千円 

株式交換による資

本金

及び資本準備金の

増加

2,410,512千円 

持分の取得価額 0千円 

現金及び現金同等

物
298,000千円 

株式取得による収

入
 298,000千円 

 　　 (注)上記の金額は３社の合計額で

す。 

※３　持分の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳　　

　　　　　　　　　

持分の取得により新たに㈱ミュージッ

クランドを連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳並びに㈱ミュー

ジックランド持分の取得価額と㈱ミュー

ジックランド取得の為の支出(純額)との

関係は次のとおりであります。

流動資産 637,978千円  

固定資産 2,011,776千円  

のれん 84,026千円  

資産計 2,733,781千円  

流動負債 539,757千円  

固定負債 1,440,430千円  

負債計 1,980,187千円  

少数株主持分 △162,150千円  

期首利益剰余金の

修正
△173,073千円  

持分の取得価額 418,370千円  

現金及び現金同等

物
119,978千円  

取得による支出 298,391千円  
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

※４　株式の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の売却により当期連結会計年度に

おいて連結子会社でなくなった㈱クロス

ワープ及び㈱ワイズポリシーの株式売却

時の資産及び負債の主な内訳との関係は

次のとおりであります。

流動資産 543,175千円 

固定資産 155,349千円 

　資産計 698,524千円 

流動負債 380,889千円 

固定負債 225,447千円 

　負債計 606,337千円 

少数株主持分 △3,816千円 

株式売却益 103,358千円 

持分の売却価額 191,730千円 

現金及び現金同等

物 
△93,154千円 

売却による収入  98,575千円 

 　　 (注)上記の金額は２社の合計額で

す。 

 

（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

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第１四半期末残高相当

額

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第１四半期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

第１四半

期末残高

相当額

（千円）

車両運搬具 2,557 2,557 －

合計 2,557 2,557 －

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

第１四半

期末残高

相当額

（千円）

工具器具備品 9,212 6,084 3,127

合計 9,212 6,084 3,127

 
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 8,286 4,918 3,368

合計 8,286 4,918 3,368

 (2）未経過リース料第１四半期末残高相当

額

 (2）未経過リース料第１四半期末残高相当

額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円

１年内 1,587千円

１年超 1,702千円

合計 3,289千円

１年内    1,687千円

１年超      1,752千円

合　計      3,439千円

 (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 168千円

減価償却費相当額 142千円

支払利息相当額 13千円

支払リース料    483千円

減価償却費相当額    460千円

支払利息相当額   17千円

支払リース料 1,259千円

減価償却費相当額      1,201千円

支払利息相当額    47千円

 (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て、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

　　利息相当額の各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

同左 
　 同左
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（有価証券関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成17年８月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 36,195 52,575 16,379

その他 － － －

計 36,195 52,575 16,379

２　時価評価されていない主な有価証券

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（店頭売買株式を除く） 60,500

投資事業組合 102,784

当第１四半期連結会計期間末（平成18年８月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 503,375 531,271 27,896

その他 － － －

計 503,375 531,271 27,896

２　時価評価されていない主な有価証券

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（店頭売買株式を除く） 1,017,930

投資事業組合 229,260

新株予約権 3,000

前連結会計年度（平成18年５月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 686,350 676,177 △10,172

その他 － － －

計 686,350 676,177 △10,172

２　時価評価されていない主な有価証券

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,037,930

投資事業組合 229,260

新株予約権 3,000
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（デリバティブ取引関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成17年８月31日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 1,982,640 1,870,253 △87,146

金利 スワップ取引 817,075 △15,173 △15,173

金利 キャップ取引 50,000 － －

合計 2,849,715 1,855,079 △102,320

　（注）　へッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

当第１四半期連結会計期間末（平成18年８月31日現在）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 － － －

金利 スワップ取引 551,500 △4,851 2,301

金利 キャップ取引 － － －

合計 551,500 △4,851 2,301

　（注）　へッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

前連結会計年度末（平成18年５月31日現在）

区分 種類

前連結会計年度（平成18年５月31日）

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）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引     

変動受取

固定支払
584,500 584,500 △7,152 △7,152

合計 584,500 584,500 △7,152 △7,152

　　（注）１．時価の算定方法

 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

 ２．へッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間（自平成17年６月１日　至平成17年８月31日）

 （単位：千円）

コンテンツ
事業

流通事業
ファイナ
ンス事業

ＩＴ事業 計
消去又は
全社

連結

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
996,734 1,387,930 － － 2,384,665 － 2,384,665

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
105 － － 2,000 2,105 (2,105) －

計 996,840 1,387,930 － 2,000 2,386,771 (2,105) 2,384,665

営業費用 881,694 961,346 5,692 2,050 1,850,784 68,746 1,919,530

営業利益又は

営業損失（△）
115,145 426,584 △5,692 △50 535,986 (70,851) 465,134

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1）コンテンツ事業………書籍の製作・出版・販売、ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、映画制作・出資及

び映像企画製作、音楽コンテンツのデジタル配信及び音楽企画製作等

(2）流通事業………………楽器販売、映像パッケージ等の二次流通等

(3）ファイナンス事業……投資事業組合への出資を通じた株式売買及び有価証券の売買、その他金融・投資事

業等

(4）ＩＴ事業………………eコマース、Ｗｅｂ開発・マーケティング、及びソフトウェアの開発・製造・販売等

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は70,851千円であり、その主なものは管理

部門の費用及び全社経費等であります。

４．事業区分の変更

　事業区分につきましては、従来「映像事業」、「出版事業」、「Ｅコマース事業」及び「その他」の４つに

区分しておりましたが、当連結会計年度より「コンテンツ」、「流通」、「ファイナンス」及び「ＩＴ」の区

分に変更しております。

　この変更は、当社グループが前連結会計年度に子会社の売却等不採算事業の整理を実施するとともに、当第

１四半期連結会計期間より株式会社ツートップ、株式会社ミュージックランド及びアーティストハウスソリュー

ションズの３社が当社グループに加わったことにより、事業構造が大きく転換したことを契機に、各事業の実

態及び収益構造を適切に開示し、事業の種類別セグメント情報の有効性をより高めるために行ったものであり

ます。

－ 28 －



当第１四半期連結会計期間（自平成18年６月１日　至平成18年８月31日）

 （単位：千円）

コンテンツ
事業

流通事業
ファイナ
ンス事業

ＩＴ事業 計
消去又は
全社

連結

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
325,109 908,148 － 45,921 1,279,178 － 1,279,178

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
986 － － 7,715 8,702 (8,702) －

計 326,095 908,148 － 53,637 1,287,881 (8,702) 1,279,178

営業費用 485,880 871,781 17,023 37,252 1,411,938 271,079 1,683,018

営業利益又は

営業損失（△）
△159,785 36,366 △17,023 16,385 △124,057 (279,782) △403,839

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1）コンテンツ事業………書籍の製作・出版・販売、ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、映画制作出資及び

映像企画製作、音楽コンテンツのデジタル配信及び音楽企画製作等

(2）流通事業………………楽器販売、映像パッケージ等の二次流通等

(3）ファイナンス事業……投資事業組合への出資を通じた株式売買及び有価証券の売買、その他金融・投資事

業等

(4）ＩＴ事業………………eコマース、Ｗｅｂ開発・マーケティング、及びソフトウェアの開発・製造・販売等

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は279,782千円であり、その主なものは管理

部門の費用及び全社経費等であります。
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前連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

 
コンテンツ

事業
（千円）

流通事業
（千円）

ＩＴ事業
（千円）

ファイナン
ス事業
（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
3,412,951 4,285,724 55,709 － 7,754,384 － 7,754,384

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

10,163 － 52,919 － 63,083 (63,083) －

計 3,423,114 4,285,724 108,628 － 7,817,467 (63,083) 7,754,384

営業費用 3,661,685 3,924,230 93,211 48,495 7,727,623 811,804 8,539,428

営業利益又は

営業損失(△)
△238,571 361,493 15,417 △48,495 89,843 (874,887) △785,043

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1）コンテンツ事業………書籍の製作・出版・販売、ビデオ・ＤＶＤの仕入・製造・販売、映画制作出資及び

映像企画製作、音楽コンテンツのデジタル配信及び音楽企画製作等

(2）ファイナンス事業……投資事業組合への出資を通じた株式売買及び有価証券の売買、その他金融・投資事

業等

(3）流通事業………………楽器販売、映像パッケージ等の二次流通等

(4）IT事業……………Eコマース、Web開発・マーケティング、及びソフトウェアの開発・製造・販売等

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は874,887千円であり、その主なものは管理

部門の費用及び全社経費等であります。

４．事業区分の変更

　事業区分につきましては、従来「映像事業」、「出版事業」、「Ｅコマース事業」及び「その他」の４事業

に区分しておりましたが、当連結会計年度より「コンテンツ事業」、「流通事業」、「ファイナンス事業」及

び「ＩＴ事業」の４区分に変更しております。

　この変更は当社グループが前連結会計年度に子会社の売却等不採算事業の整理を実施するとともに、当連結

会計年度より株式会社ツートップ、株式会社ミュージックランド、株式会社アーティストハウスソリューショ

ンズ、Artist House Investment Asia Limited、株式会社ジーワン、株式会社Ｆｏｕ、株式会社アーティスト

ハウスエンタテインメント、株式会社アンティコルムジャパンの８社が当社グループに加わったことにより、

事業構造が大きく転換したことを契機に、各事業の実態及び収益構造を適切に開示し、事業の種類別セグメン

ト情報の有効性をより高めるために行ったものであります。
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【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６月１日　至平成17年８月31日）

　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、該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自平成18年６月１日　至平成18年８月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

【海外売上高】

前第１四半期連結会計期間（自平成17年６月１日　至平成17年８月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自平成18年６月１日　至平成18年８月31日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

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

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 23,034.56円

１株当たり

第１四半期純利益
3,799.78円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益
3,493.52円

１株当たり純資産額 28,111.75円

１株当たり

第１四半期純損失
 4,268.13円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益
  － 円

１株当たり純資産額 32,799.88円

１株当たり当期純損失 86,415.74円

  

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
－円

　－ 　なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり当期純損失であるため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。

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

前第１四半期
連結会計期間

(自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日)

当第１四半期
連結会計期間

(自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純利益

第１四半期（当期）純利益又は純損失（△）

（千円）
339,729 △648,470 △9,496,927

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）
339,729 △648,470 △9,496,927

期中平均株式数（株） 普通株式 89,408 普通株式 151,933 普通株式 109,898

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期（当期）純利益（千円）
－ － － 

普通株式増加数（株） 7,838 － －

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

めなかった潜在株式の概要

－

新株予約権７種類（新株予約

権個数2,387個、換算株式数

9,548株）及び転換社債型新

株予約権付社債（新株予約権

の目的となる株式数35,460

株）。

新株予約権８種類（新株

予約権個数7,047個）。

（注）当社は、普通株式１株に対し、普通株式４株の割合で平成17年9月30日を効力発生日とする株式分割を行っておりますが、前第１四半期

連結会計期間及び前連結会計年度における期中平均株式数及び１株当たり第１四半期（当期）純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株

当たり第１四半期（当期）純利益は、前期首に株式分割が行われたものとして算定しております。
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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６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

１．当社は平成17年９月27日開催の取締役会決

議に基づき、平成17年10月13日を払込期日と

する第三者割当により、新株式を次のとおり

発行いたしました。

 　この結果、資本金は4,353,646千円、発行済

株式総数は99,708株となりました。

(1)発行新株式数 10,000株

(2)発行価額 350,000円

(3)発行価額の総額 3,500,000,000円

(4)資本組入額 1,750,000,000円

(5)新株の配当起算日 平成17年６月１日

(6)割当先

Marvelous Group 

Limited

普通株式10,000株

(7)資金の使途 BBMF社株式の取得

１．当社は平成18年９月22日開催の取締役会決

議に基づき、当社関連会社(Antiquorum 

S.A.)に対し、Stock Purchase Agreementに

基づく未供与分＄5,000,000の貸出を実行い

たしました。

　　この結果、Stock Purchase Agreementに

基づく貸付未実行残高は次のとおりであり

ます。

Stock Purchase 

Agreementに基づく貸付総

額

　$10,000,000

貸出実行残高 ＄10,000,000

差引額 －

１. 当社は平成18年６月12日開催の取締役会

決議に基づき、㈱ＢＢＭＣの主な事業であ

ります音楽レーベルの企画・運営事業に更

に力を注いで行くために平成18年６月30日

付にて株式譲渡契約を締結いたしました。

　　この株式譲渡契約に伴い㈱ＢＢＭＣは当

社の完全子会社となりました。

２．当社は平成17年９月27日開催の取締役会決

議に基づき、モバイルオンラインゲーム等へ

の参入をするべく、モバイルコンテンツ開

発・販売を行うBBMF社の株式を平成17年10月

17日を予定日として取得することを決定して

おります。

　　Marvelous Group LimitedはBBMF社の100%

子会社であります。

(1）株式取得の方法

第三者割当増資による新株式引受けによ

る

(2)株式取得日時

平成17年10月17日(予定)

(3)引受総額

35億円

(4)引受株式数

約350万株

(5)増資後の当社所有株式数割合

約12％

２．平成18年８月30日開催の第７回定時株主総

会決議に基づく減資が法定公告期間を経て以

下のとおり効力発生いたしました。

(1）資本減少の方法

払い戻しを行わない無償の減資 

(2)減少する資本の額 

2,793,116千円

(3)減少する資本準備金の額

5,258,100千円 

(4)減少する発行済株式数

なし

(5)効力発生日

平成18年10月２日

２. 当社は会社法第346条第４項及び第６項

の規定に基づき平成18年６月27日開催の監

査役会決議でアスカ監査法人を一時会計監

査人の職務を行うべき者に選任し、現在に

至っております。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

 ──────  ────── ３．当社は、平成18年8月1日開催の取締役会

において、第２回、第３回無担保転換社債

型新株予約権付社債及び第三者割当による

新株を発行することを決議しております。

（１）第２回無担保転換社債型新株予約権付

社債

①発行価額　　額面100円につき金100円

②発行総額　　金1,000,000,000円

③利率　　　　本社債には利息は付さない。

④償還期限　　平成21年８月18日

⑤払込期日及び発行日　　平成18年８月16日

(水)

  ⑥新株予約権の内容

　　転換価額　１株につき当初28,200円

　　行使請求期間　　平成18年８月17日から

平成21年８月３日までの間

⑦募集の方法　第三者割当ての方法により、

全額を Bank of Bermuda(Cayman)Limited

に割当てる。

  （２）第３回無担保転換社債型新株予約権付

社債

①発行価額　額面100円につき金100円

②発行総額　金500,000,000円

③利率　　　本社債には利息は付さない。

④償還期限　平成21年8月18日

⑤払込期日及び発行日　平成18年8月18日

（金）

  ⑥新株予約権の内容

　転換価格　1株につき当初28,200円

　行使請求期間　平成18年8月19日から平

成21年8月3日までの間

⑦募集の方法　第三者割当ての方法により、

全額を株式会社クロニクルに割当てる。

 ──────  ──────    （３）第三者割当による新株式発行

①発行新株式数　普通株式　60,282株

②発行価格     １株につき28,200円

③発行価格の総額　1,699,952千円

④資本組入額   １株につき14,100円 

⑤申込期間     平成18年８月10日（木）か

ら

 平成18年８月15日（火）まで

⑥払込期日　平成18年８月16日（水）

⑦新株券交付日　平成18年８月16日（水）

⑧割当先及び株式数

・株式会社クロニクル　　　　　17,730株

・有限会社ウィローバレー　　　17,730株

・エフシーエル投資事業組合　　10,638株

・ニューブリッジ投資事業組合　10,638株

・Targhee Investments　　　　　3,546株

⑨新株式の継続所有等の取決めに関する事

項

  当社は、割当先より、割当新株式を２年

以内に譲渡する場合には、その内容を当社

に報告する旨の確約書を受け入れておりま

す。

⑩前記各号については、証券取引法による届

出の効力を条件とします。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

   (４)発行理由及び調達資金の使途

  　上記の差引手取概算額1,689百万円、ま

た同日付で提出しております第2回無担保

転換社債型新株予約権付社債発行による手

取概算額990百万円及び第3回無担保転換社

債型新株予約権付社債発行による手取概算

額495百万円の総額3,174百万円は下記の要

件に充当する予定であります。

① 株式会社クロニクルへの返済2,000百万

円

② Antiquorum.S.A.への貸付約550百万円

③ 有利子負債の圧縮約300百万円

④ 2007年５月期運転資金及び投資資金

1,114百万円

 ──────  ────── ４．当社は平成18年８月１日開催の取締役会

決議に基づきLehman Brothers 

Commercial Corporation Asia

Limitedに割り当てた第11回新株予約権の

残存個数340個全ての買戻申入れをするこ

とを決議いたしました。
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(財)財務会計基準機構会員  

平成19年５月期第１四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年10月13日

 

 上場会社名　株式会社アーティストハウスホールディングス  （コード番号3716　東証マザーズ）　

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

問合先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 村上　寿滋 

 責任者役職・氏名 取締役 広瀬　直樹 
TEL（03）5766－9315

 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５月期第１四半期の財務・業績の概況（平成18年６月１日～平成18年８月31日）

(1）経営成績の進捗状況

  売上高
営業利益又は
営業損失（△）

経常利益又は
経常損失（△）

四半期（当期）純利益
又は純損失（△）

 百万円  ％  百万円  ％ 百万円  ％  百万円  ％

 平成19年５月期第１四半期 76 26.6 △304 － △307 － △316 －

 平成18年５月期第１四半期 60 13.5 △43 － △55 － 174 －

（参考）平成18年５月期 228 － △593 － △508 － △8,051 －

 

 
１株当たり四半期
（当期）純利益
又は純損失（△）

 円 銭

 平成19年５月期第１四半期 △2,084 8

 平成18年５月期第１四半期 1,946 41

（参考）平成18年５月期 △73,260 74

（注）１．百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．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ております

３．当社は、普通株式１株に対し、普通株式４株の割合で平成17年9月30日を効力発生日とする株式分割を行ってお

りますが、前第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度における期中平均株式数及び１株当たり第１四半期

（当期）純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益は、前期首に株式分割が

行われたものとして算定しております。

(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

 平成19年５月期第１四半期 8,381 5,832 69.5 26,914 68

 平成18年５月期第１四半期 4,005 1,903 47.5 21,215 92

（参考）平成18年５月期 8,320 3,959 47.6 28,554 15

－ 36 －



 （注）百万円未満を切り捨てて表示しております。

３．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中　　間　　期 155 △140 △160

通　　　　　期 310 △150 △180

（注）１．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において判断したものであります。予想に

は様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合があります。

２．連結業績予想の数値に関して、平成18年７月28日に発表した数値から変更は行っておりません。

３．百万円未満を切り捨てて表示しております。

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

平成18年５月期 0 0 0 0 0 0

平成19年５月期（実績） 0 ― ― ― ―
―

平成19年５月期（予想） ― 0 0 0 0

－ 37 －



３．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

区分

 
前第１四半期会計期間末

(平成17年８月31日)

当第１四半期会計期間末

(平成18年８月31日)

前事業年度要約貸借対照表

(平成18年５月31日)

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  491,342 956,630 1,348,194

２ 売掛金  158,628 79,815 58,732

３ 前渡金  231,260 － 20,000

４ 短期貸付金  2,153,300 4,910,454 4,389,745

５ 未収金  210,855 64,546 3,722

６ その他 ※３ 15,994 150,898 182,056

貸倒引当金  △741,674 △1,707,370 △1,624,983

流動資産合計  2,519,708 62.9 4,454,975 53.1 4,377,468 52.6

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 ※１ 27,663 69,435 72,656

２ 無形固定資産  13,056 13,620 10,709

３ 投資その他の資産  

(1)関係会社株式  1,012,605 920,972 907,772

(2)長期滞留債権等  207,657 399,881 374,268

(3)投資有価証券  － 2,770,879 2,797,504

(4)その他  388,065 105,125 108,615

貸倒引当金  △163,704 △353,828 △328,216

投資その他の資産合計  1,444,623  3,843,030   3,859,945   

固定資産合計  1,485,343 37.1 3,926,086 46.9 3,943,311 47.4

資産合計  4,005,051 100.0 8,381,061 100.0 8,320,779 100.0

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金  43,952 43,952 43,952

２ 短期借入金 ※４ 300,000 600,000 2,600,000

３ 一年内返済予定長期借

入金
 386,100 118,000 134,500

４ 一年内償還予定社債  364,000 190,000 322,000

５ 前受金  251,370 － －

６ 未払金 － 86,055 745,846

７ 預り金 － 454,953 454,698

６ その他 ※３ 145,536 56,065 60,092

流動負債合計  1,490,959 37.2 1,549,027 18.5 4,361,090 52.4

Ⅱ 固定負債  

１ 社債  490,000 1,000,000 －

２ 長期借入金  118,000 － －

３ その他  2,854 － －

固定負債合計  610,854 15.2 1,000,000 12.0 －

負債合計  2,101,813 52.4 2,549,027 30.5 4,361,090 52.4

－ 38 －



区分

 
前第１四半期会計期間末

(平成17年８月31日)

当第１四半期会計期間末

(平成18年８月31日)

前事業年度要約貸借対照表

(平成18年５月31日)

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

(％)

(資本の部)  

Ⅰ 資本金  2,603,646 65.0 － － － －

Ⅱ 資本剰余金  

１ 資本準備金  38,242 － －

資本剰余金合計  38,242 1.0 － － － －

Ⅲ 利益剰余金  

１ 第１四半期(当期)未処

理損失
 742,846 － －

利益益剰余金合計  △742,846 △18.5 － － － －

Ⅳ その他有価証券評価差額  4,195 0.1 － － － －

資本合計  1,903,237 47.6 － － － －

負債及び資本合計  4,005,051 100.0 － － － －

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金 － － 7,810,755 93.2 6,710,786 80.7

２ 資本剰余金

(1)資本準備金 － 6,358,069 5,258,100

資本剰余金合計 － － 6,358,069 75.8 5,258,100 63.2

３ 利益剰余金  

(1)その他利益剰余金繰越

利益剰余金
－ △8,367,858 △8,051,217

利益剰余金合計 － － △8,367,858 △99.8 △8,051,217 △96.8

４ 自己株式 － － △1,877 0.0 △1,877 0.0

株主資本合計 － － 5,799,090 69.2 3,915,792 47.1

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価差

額金
－ － － － △3,225 0.0

評価・換算差額等合計 － － － － △3,225 0.0

Ⅲ 新株予約権 － － 32,943 0.4 47,121 0.5

純資産合計 － － 5,832,033 69.5 3,959,689 47.6

負債純資産合計 － － 8,381,061 100.0 8,320,779 100.0

  

 

－ 39 －



(2）四半期損益計算書

区分

 

前第１四半期会計期間

(自 平成17年６月１日

至 平成17年８月31日)

当第１四半期会計期間

(自 平成18年６月１日

至 平成18年８月31日)

前事業年度要約損益計算書

(自 平成17年６月１日

至 平成18年５月31日)

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  60,871 100.0 76,701 100.0 228,010 100.0

Ⅱ 売上原価  44,149 72.5 134,447 175.2 351,499 154.2

売上総利益  16,722 27.5 △57,746 △75.2 △123,489 △54.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  60,485 99.4 246,677 321.6 470,410 260.3

営業損失  43,763 △71.9 304,423 △396.8 593,900 △260.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 20,102 33.0 32,326 42.1 252,745 110.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 31,803 52.2 35,257 46.0 167,494 73.4

経常損失  55,464 △91.1 307,354 △400.7 508,649 △223.1

Ⅵ 特別利益 ※３ 88,131 144.7 － 133,707 58.6

Ⅶ 特別損失 ※４ 11,203 18.4 8,975 11.7 7,744,346 3,396.5

税引前第１四半期(当

期)純利益又は純損失

(△)  21,463

35.2

△316,329

△412.4

△8,119,288

△3,560.9

法人税、住民税及び事

業税  △152,560 311 △68,071

法人税等調整額  － △152,560 250.6 311 △0.4 △68,071 29.9

第１四半期(当期)純利

益又は純損失(△)  174,023
285.8

△316,641
△412.8

△8,051,217
△3,531.1

前期繰越損失  916,870 － －

第１四半期(当期)未処

理損失  742,846 － －

  

 

－ 40 －



(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６月１日　至　平成18年８月31日）　 （単位：千円） 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年５月31日残高 6,710,786 5,258,100 △8,051,217 △1,877 3,915,792

事業年度中の変動額  

新株の発行 849,976 849,976 － － 849,976

転換社債の行使による増加 249,993 249,993 － － 249,993

当期純損失 － － △316,641 － △316,641

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額
－ － － － －

事業年度中の変動額合計 1,099,969 1,099,969 △316,641  1,883,297

平成18年８月31日残高 7,810,755 6,358,069 △8,367,858 △1,877 5,799,090

 （単位：千円） 

評価・換算差額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

平成18年５月31日残高 △3,225 47,121 3,959,689

事業年度中の変動額  

新株の発行 － － 1,699,952

転換社債の行使による増加 － － 499,986

当期純損失 △316,641

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額
3,225 △14,178 △10,953

事業年度中の変動額合計 3,225 △14,178 1,872,344

平成18年８月31日残高 － 32,943 5,832,033

 

－ 41 －



 　前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）　 （単位：千円） 

 株主資本 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
 その他

資本剰余金

その他利益

剰余金 

 
繰越利益

剰余金 

平成17年５月31日残高 2,590,247 2,069,037 274,846 △3,260,754 － 1,673,376

事業年度中の変動額       

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

　株式交換による増加 － 220,690 － － － 220,690

　減資 △916,870 － － 916,870 － －

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

  自己株式の取得 － － － － △1,877 △1,877

　当期純損失 － － － △8,051,217 － △8,051,217

　株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
－ － － － － －

事業年度中の変動額合計 4,120,538 3,189,063 △274,846 △4,790,462 △1,877 2,242,416

平成18年５月31日残高 6,710,786 5,258,100 － △8,051,217 △1,877 3,915,792

 （単位：千円）  

 
評価・換算

差額等

新株予約権 純資産合計

 

その他

有価証券

評価差額金

平成17年５月31日残高 446 41,000 1,714,822

事業年度中の変動額    

　新株の発行 － － 10,074,819

  株式交換による増加 － － 220,690

  減資 － － －

  欠損金填補 － － －

  自己株式の取得 － － △1,877

　当期純損失 － － △8,051,217

　株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
△3,671 6,121 2,450

事業年度中の変動額合計 △3,671 6,121 2,244,866

平成18年５月31日残高 △3,225 47,121 3,959,689

－ 42 －



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６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　当社は持株会社として当社グループの経営

管理及び財務管理を行っており、当社グルー

プは、当第１四半期会計期間において△

645,762千円と重要なマイナスの営業キャッ

シュ・フローを計上しております。

　当該状況は継続企業としての前提に重要な

疑義を抱かせるものであります。

　当第１四半期会計期間のマイナスの営業

キャッシュ・フローは、主に第１四半期会計

期間の売上に対する営業債権の回収が第２四

半期会計期間以降の入金予定となっているも

のが多く、第１四半期会計期間末における営

業債権が増加したために生じたものでありま

す。

　当該状況を解消すべく、連結子会社２社の

売却による不採算事業を整理を実施するとと

もに、株式会社ツートップ及び株式会社

ミュージックランド２社を連結子会社とし、

収益獲得の拡大及び営業債権の早期回収に努

めることにより営業キャッシュ・フローの改

善を計画しております。

　四半期財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響

を四半期財務諸表には反映しておりません。

　当社は持株会社として当社グループの経営

管理及び財務管理を行っており、当社グルー

プは、当第１四半期会計期間において前期に

引き続き継続して重要なマイナスの営業

キャッシュ・フローを計上しております。

　当該状況は継続企業としての前提に重要な

疑義を抱かせるものであります。

　当第１四半期連結会計期間のマイナスの営

業キャッシュ・フローは、一部のコンテンツ

事業子会社及び一部の流通事業子会社におい

て営業活動が縮小したこと、及び、当社にお

いて増資による資金調達における手数料費用

が発生したこと等により連結営業損失を計上

する一方で、流通事業子会社において棚卸資

産が増加したこと、当社において未払金の決

済時期が到来したこと等によるものでありま

す。

　当社グループではマイナスの営業キャッ

シュ・フローの状況を解消すべく、当社にお

ける販売費及び一般管理費の費用対効果検討

による更なる削減、安定的に収益をあげてい

る流通事業により軸足を移していくこと、コ

ンテンツ事業でリリースするタイトルの収益

性検討をより厳格に行いリクープ（出資額ま

での回収）以上の投資効果が得られるタイト

ルの比率を引き上げること等に継続して注力

してまいります。

　上記の施策によりマイナスの営業キャッ

シュフローを改善する予定ですが、これに加

えて不採算子会社の統廃合により営業キャッ

シュフローの改善をさらに図るとともに、当

社保有の有価証券の売却および滞留貸付金の

回収等により平成18年11月の中間期末をめど

に総額約４億円の現金獲得を実現すべく努力

することで、現預金残高の安全な水準を維持

してまいります。

　四半期財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響

を四半期財務諸表には反映しておりません。

　当社は、前事業年度において3,260,754千

円、当事業年度において8,051,217千円と多

額の当期純損失を計上しております。また、

重要なマイナスの営業キャッシュフローを計

上しております。

さらに当連結会計年度に4,559,448千円と重

要なマイナスの営業キャッシュフローを計上

しております。当該状況は、継続企業として

の前提に重要な疑義を抱かせるものでありま

す。

　当連結会計年度のマイナスの営業キャッ

シュ・フローは、主として仕入れたコンテン

ツが十分なキャッシュフローを生まなかった

こと、投資案件に関し外部への報酬の支払い

が多額に発生したこと等により生じたもので

あります。

  当社は、当該状況を解消すべく、財務体質

強化のため当事業年度において2,499,930千

円の第三者割当増資を実施するとともに、子

会社の売却等不採算事業の整理を実施してお

ります。

　コンテンツ事業は映像・音楽・出版ともに

リクープ(出資金までの回収)が果たせないタ

イトルが発生していること、売上を高めるた

めにかけた広告宣伝費の効果が十分に得られ

なかったことなどにより営業赤字となってい

ますが、リリースするタイトルの収益性検討

をより厳格に行うことを意思決定プロセスに

組み入れることにより、リクープできるタイ

トルの確率を引き上げるよう努める所存であ

ります。

　流通事業は利益を計上しておりますが、今

後も安定的継続的に利益を計上できるように

マーケット状況および競合状況に注視し、必

要な投資を行っていく所存であります。また、

在庫管理をさらに徹底することによりキャッ

シュフローの最適化も行っていく所存であり

ます。

　不採算部門であるファイナンス事業につい

ては、閉鎖することにより新たな損失の発生

を防ぐ所存であり、また、ＩＴ事業について

はコンテンツ事業および流通事業への電子商

取引部分でのサポートを行うことでグループ

としての収益により貢献することをはかって

いく所存であります。

　当期末財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響

を期末財務諸表には反映しておりません。

 

－ 43 －



四半期財務諸表作成のための基本となる事項

前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

同左

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

第１四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は全部

資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

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　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

(1) デリバティブ

時価法

２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

(1) デリバティブ

 同左

２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

(1) デリバティブ

同左

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります 

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります 

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります 

建物　　　　　　　８～10年

車両運搬具　　　　４～６年

工具器具備品　　　４～15年

建物　　　　　　８～10年 

車両運搬具　　　６年

工具器具備品　　５～８年  

建物　　　　　　８～10年 

車両運搬具　　　６年

工具器具備品　　５～８年 

(2) 無形固定資産

　定額法によっております。

なお、主な償却方法は次のとおりで

あります。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

 

 

（ソフトウェア）

自社利用のソフトウェアについては

社内における見込利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用しておりま

す。

（ソフトウェア）

同左

（ソフトウェア）

同左

 

 

（映像コンテンツ）

映像コンテンツには、製作出資によ

る映像コンテンツの取得原価及び外部

購入による映像使用権の取得原価を含

めており、作品毎の取得原価の金額を

過去の実績に基づいて、劇場上映権、

ビデオ化権及びテレビ放映権等に分類

し、それぞれの権利行使による収益獲

得時に一括償却しております。ただし、

自社でビデオ・DVDを販売する場合は、

見積回収期間(1年)にわたり、会社所

定の償却率によって償却しております

（映像コンテンツ）

 同左

（映像コンテンツ）

同左
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前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

４　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算

基準

外貨建金銭債権債務は、第１四半期決

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。

４　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算

基準

同左

４　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算

基準

同左

５  繰延資産の処理方法 ５  繰延資産の処理方法 ５  繰延資産の処理方法

(1) 新株発行費

－

(1) 新株発行費

支出時に全額費用処理しております。

(1) 新株発行費

同左

(2) 社債発行費

 －

(2) 社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

(1) 新株発行費

　　　同左

６　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

６　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

６　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

７　リース取引の処理方法

－

７　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。

７　リース取引の処理方法

　　　　　同左

８　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

－

８　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の特例処理の要件を満たす

金利スワップについては、特例処理を

採用しております。

８　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　　　　　同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

－

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　同左

 

(3) ヘッジ方針

－

(3) ヘッジ方針

金利変動リスクを回避するため対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。

(3) ヘッジ方針

　　　　　同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

－

(4) ヘッジの有効性評価の方法

特例処理を採用しているため、有効性

の評価を省略しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

　　　　　同左

９　その他四半期財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

９　その他四半期財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

同左

９　その他財務諸表作成のための基本となる重

要な事項

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 任意組合に関する会計処理

組合の最近の事業報告書又は中間事業

報告書の財産及び損益の状況に基づい

て、組合の資産・負債・収益・費用を

当社の持分割合に応じて計上しており

ます。

(2) 任意組合に関する会計処理

同左

(2) 任意組合に関する会計処理

同左

(3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3) 連結納税制度の適用

同左

(3) 連結納税制度の適用

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６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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。 

────── (固定資産の減損に係る会計基準)

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会

計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」(企業会計審議会　平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日)を適用しておりま

す。

 これによる損益に与える影響はありません。

────── ────── （役員賞与に関する会計基準)

　当事業年度より、(「役員賞与に関する会計

基準」(企業会計基準委員会　平成17年11月29

日企業会計基準第4号)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

────── ────── (退職給付に係る会計基準)

 当事業年度より、(「退職給付に係る会計基

準」の一部改正(企業会計基準委員会　平成17

年３月16日　企業会計基準第3号)及び「退職

給付に係る会計基準」の一部改正に関する適

用指針(企業会計基準委員会　平成17年３月16

日企業会計基準適用指針第7号)を適用してお

ります。

これによる損益に与える影響はありません。

────── ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当事業年度より、(「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準第5

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適

用指針第8号)を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は3,912,567千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の「純資産の部」

については、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。
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表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

(四半期貸借対照表)

１　「前渡金」は、前第１四半期会計期間末は、流動資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当第一四半期会計期間末におい

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、前第１四半期会計期間末の「前渡金」の金額は22,100千

円であります。

２　「前渡金」は、前第１四半期会計期間末は、流動資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当第一四半期会計期間末におい

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、前第１四半期会計期間末の「未収金」の金額は68,091千

円であります。

３　「前受金」は、前第１四半期連結会計期間末は、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当第１四半期会計期間末

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、前第１四半期会計期間末の「前受金」の金額は5,250千円

であります。

(四半期貸借対照表)

１　「投資有価証券」は、前第１四半期会計期間末は、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第一四半期

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、前第１四半期会計期間末の「投資有価証券」の金額は

76,900千円であります。

２　「未払金」は、前第１四半期会計期間末は、流動負債の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当第一四半期会計期間末におい

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、前第１四半期会計期間末の「未払金」の金額は70,388千

円であります。

３　「預り金」は、前第１四半期連結会計期間末は、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当第１四半期会計期間末

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、前第１四半期会計期間末の「預り金」の金額は15,787千

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８月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

5,353千円     16,341千円 12,810千円

　※２　偶発債務

　次の関係会社について、金融機関から

の借入及び権利購入に対し債務保証を

行っております。

　※２　偶発債務

(1)          ー

　※２　偶発債務

(1) 次の関係会社について、金融機関か

らの借入及び権利購入に対し債務保証を

行っております。

㈱アーティストフィルム 170,000千円

合計 170,000千円

㈱アーティストフィルム 300,000千円

合計 300,000千円

(2) 次の第三者の賃料について、債務保

証を行っております。

(2) 次の第三者の賃料について、債務保

証を行っております。

 SAEKI CAPITAL㈱ 月額 5,909千円 

 合計 5,909千円 

 SAEKI CAPITAL㈱ 月額 5,909千円 

 合計 5,909千円 

※３　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

の上、流動資産のその他に含めて表示し

ております。

※３　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

の上、流動資産のその他に含めて表示し

ております。

※３　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

の上、流動資産のその他に含めて表示し

ております。

※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。

　当第１四半期会計期間末における借入

未実行残高は次のとおりであります。

※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。

　当第１四半期会計期間末における借入

未実行残高は次のとおりであります。

※４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。

　当事業年度末における借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額 100,000千円

借入金実行残高 100,000千円

差引額 －千円

当座貸越極度額 100,000千円

借入金実行残高 100,000千円

差引額 －千円

　短期借入金の600,000千円のうち

300,000千円に対して当社の100％子会社

であるArtist House Investment Aisa 

Limitedが保有する㈱ビジネスバンクコン

サルティングの有価証券を担保に供して

おります。

株式数 257,000株　 

評価額 330,245千円 

当座貸越極度額 100,000千円

借入金実行残高 100,000千円

差引額  －千円

※５

(1) 当社連結子会社（アーティストフィ

ルム他10社）においては、運転資金の効

率的な調達を行うため、当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。当該業務における当座貸越契約

及び貸出コミットメントに係る貸出未実

行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

12,800,000千円

貸出実行残高 4,330,624千円

差引額 8,469,376千円

※５

(1) 当社連結子会社（アーティストフィ

ルム他10社）においては、運転資金の効

率的な調達を行うため、当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結してお

ります。当該業務における当座貸越契約

及び貸出コミットメントに係る貸出未実

行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

12,800,000千円

貸出実行残高 4,389,745千円

差引額 8,410,255千円

(2) 当社関連会社（Antiquorum S.A）に

おいては、運転資金の効率的な調達を行

うため、当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。当該業

務における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

$10,000,000

貸出実行残高 ＄5,000,000

差引額 ＄5,000,000

(2) 当社関連会社（Antiquorum S.A）に

おいては、運転資金の効率的な調達を行

うため、当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しております。当該業

務における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

$10,000,000

貸出実行残高 －

差引額 $10,000,000
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前第１四半期会計期間末
（平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※６　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。

　当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額 100,000千円 

借入実行残高 100,000千円 

差引額 － 

※６　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

締結しております。

　当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 － 
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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６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 18,365千円

投資有価証券売却益 1,680千円

受取利息 32,286千円 受取利息 10,380千円

アドバイザリー業務収入 240,000千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 4,909千円

投資組合損失 21,411千円

社債利息 1,525千円

金融支払手数料 3,393千円

支払利息 19,263千円

社債利息 342千円

金融支払手数料 1,992千円

新株発行費用 7,333千円

為替差損 2,084千円

支払利息 47,421千円

投資組合損失 24,370千円

社債利息 4,991千円

金融支払手数料 14,600千円

新株発行費 67,736千円

※３　特別利益の主要項目 ※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 56,401千円

子会社株式売却益 31,730千円

  － 貸倒引当金戻入益    88,682千円

関係会社株式売却益   31,730千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 11,203千円 投資有価証券評価損 8,975千円 貸倒引当金繰入額 1,088,920千円

関係会社株式評価損 2,173,066千円

投資案件に係る

支払報酬

 3,169,028千円

投資有価証券評価損 789,186千円

業務改善に係る支出 314,250千円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 1,614千円

無形固定資産 1,117千円

有形固定資産 3,531千円

無形固定資産 1,235千円

有形固定資産 9,071千円

無形固定資産 87,533千円
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（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６月１日　至平成18年８月31日）

  　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
(株) 

当期増加株式数
(株)

 当期減少株式数
(株)

当期末株式数 
(株)

 　自己株式     

 　　　普通株式 7 － － 7

 　　　　　合計 7 － － 7

 

 

－ 51 －



（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

────── ────── ──────

 

（有価証券関係）

　前第１四半期会計期間、当第１四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子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６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 21,215.92円

１株当たり

第１四半期純利益
1,946.41円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益
1,789.53円

１株当たり純資産額 26,914.68円

１株当たり

第１四半期純損失
2,084.08円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益
 　　　 － 

１株当たり純資産額 28,554.15円

１株当たり当期純損失　　

　　　　　　

73,260.74円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益
　　　　－ 

－ 　なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期

純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、潜在株式は存在するものの１

株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。

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

前第１四半期会計期間
(自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日)

当第１四半期会計期間
(自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日)

前事業年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

１株当たり第１四半期(当期)純利益

第１四半期(当期)純利益又は純損失（△）

(千円)
174,023 △316,641 △8,051,217

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

(うち利益処分による役員賞与金) － － －

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益又は純

損失（△）(千円)
174,023 △316,641 △8,051,217

期中平均株式数(株) 普通株式 89,408 普通株式 151,933 普通株式 109,898

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期(当期)純利益(千円)

普通株式増加数(株) 7,838 － －

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)純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

－

新株予約権７種類(新株予約

権の個数2,387個、換算株式

9,548株)及び転換社債型新株

予約権付社債(新株予約権の

目的となる株式数35,460株)

新株予約権８種類(新株予約

権の個数7,047個)

（注）当社は、普通株式１株に対し、普通株式４株の割合で平成17年9月30日を効力発生日とする株式分割を行っておりますが、前第１四半期

連結会計期間及び前連結会計年度における期中平均株式数及び１株当たり第１四半期（当期）純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株

当たり第１四半期（当期）純利益は、前期首に株式分割が行われたものとして算定しております。
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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６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．　当社は平成17年９月27日開催の取締役会

決議に基づき、平成17年10月13日を払込期

日とする第三者割当により、新株式を次の

とおり発行いたしました。

この結果、資本金は4,353,646千円、発

行済株式総数は99,708株となりました。

(1)発行新株式数 10,000株

(2)発行価額 350,000円

(3)発行価額の総額 3,500,000,000円

(4)資本組入額 1,750,000,000円

(5)新株の配当起算日 平成17年６月１日

(6)割当先　Marvelous 

Group Limited
普通株式10,000株

(7)資金の使途 BBMF社株式の取得

１．当社は平成18年９月22日開催の取締役会決

議に基づき、当社関連会社(Antiquorum 

S.A.)において、当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約未供与分＄5,000,000の貸

出を実行いたしました。

　　この結果、当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る貸出未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額

　$10,000,000

貸出実行残高 ＄10,000,000

差引額 －

１. 　当社は平成18年６月12日開催の取締役会

決議に基づき、㈱ＢＢＭＣの主な事業であ

ります音楽レーベルの企画・運営事業に更

に力を注いで行くために平成18年６月30日

付にて株式譲渡契約を締結いたしました。

この株式譲渡契約に伴い㈱ＢＢＭＣは当

社の完全子会社となりました。

２．　当社は平成17年９月27日開催の取締役会

決議に基づき、モバイルオンラインゲーム

等への参入をするべく、モバイルコンテン

ツ開発・販売を行うBBMF社の株式を平成17

年10月17日を予定日として取得することを

決定しております。

　　Marvelous Group LimitedはBBMF社の

100%子会社であります。

(1)株式取得の方法

第三者割当増資による新株式引受けによる

(2)株式取得日時

平成17年10月17日(予定)

(3)引受総額

35億円

(4)引受株式数

約350万株

(5)増資後の当社所有株式数割合

約12％

２．平成18年８月30日開催の第７回定時株主総

会決議に基づく減資が法定公告期間を経て以

下のとおり効力発生いたしました。

(１)資本減少の方法

払い戻しを行わない無償の減資 

(２)減少する資本の額 

2,793,116千円

(３)減少する資本準備金の額

5,258,100千円 

(４)減少する発行済株式数

なし

(５)効力発生日

平成18年10月２日

２. 　当社は会社法第346条第４項及び第６項

の規定に基づき平成18年６月27日開催の監

査役会決議でアスカ監査法人を一時会計監

査人の職務を行うべき者に選任し、現在に

至っております。

  ３．　当社は、平成18年８月１日開催の取締役

会において、第２回、第３回無担保転換社

債型新株予約権付社債及び第三者割当によ

る新株を発行することを決議しております。

(1)第２回無担保転換社債型新株予約権付社債

①発行価額　　額面100円につき金100円

②発行総額　　金1,000,000,000円

③利率　　　　本社債には利息は付さない

④償還期限　　平成21年８月18日

⑤払込期日及び発行日　　

       平成18年８月16日(水)

⑥新株予約権の内容

　　 転換価額　１株につき当初28,200円

　 　行使請求期間　　

             平成18年８月17日から

             平成21年８月３日までの間

⑦募集の方法　

第三者割当ての方法により、

全額をBank of Bermuda

(Cayman)Limitedに割当てる。
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前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

  (2)第３回無担保転換社債型新株予約権付社債

①発行価額　　額面100円につき金100円

②発行総額　　金500,000,000円

③利率　　　　本社債には利息は付さない

④償還期限　　平成21年８月18日

⑤払込期日及び発行日　　

            平成18年８月18日(金)

⑥新株予約権の内容

     転換価額　１株につき当初28,200円

　　 行使請求期間

　            平成18年８月19日から

               平成21年８月３日までの間

⑦募集の方法　第三者割当ての方法により、

全額を株式会社クロニクルに割当てる。

(3)第三者割当による新株式発行

①発行新株式数　  普通株式　60,282株

②発行価格        １株につき28,200円

③発行価格の総額　 1,699,952千円

④資本組入額      １株につき14,100円 

⑤申込期間　平成18年８月10日（木）から

　　　　  平成18年８月15日（火）まで

⑥払込期日　平成18年８月16日（水）

⑦新株券交付日　平成18年８月16日(水)

⑧割当先及び株式数

・株式会社クロニクル　　　　17,730株

・有限会社ウィローバレー　　17,730株

・エフシーエル投資事業組合　10,638株

・ニューブリッジ投資事業組合10,638株

・Targhee Investments　　　　3,546株

⑨新株式の継続所有等の取決めに関する事項

  当社は、割当先より、割当新株式を２年以

内に譲渡する場合には、その内容を当社

に報告する旨の確約書を受け入れており

ます。

⑩前記各号については、証券取引法による届

出の効力を条件とします。

(4)発行理由及び調達資金の使途

  　上記の差引手取概算額1,689百万円、また

同日付で提出しております第2回無担保転換

社債型新株予約権付社債発行による手取概

算額990百万円及び第3回無担保転換社債型

新株予約権付社債発行による手取概算額495

百万円の総額3,174百万円は下記の要件に充

当する予定であります。

① 株式会社クロニクルへの返済

                           2,000百万円

② Antiquorum.S.A.への貸付 約550百万円

③ 有利子負債の圧縮        約300百万円

④ 2007年５月期運転資金及び投資資金

                           1,114百万円

  当社が消滅会社となる合併契約書承認の

議案、当社が完全子会社となる株式交換契

約書承認の議案または株式移転の議案が株

主総会で承認されたときは、当社は新株予

約権を無償で消却することができる。
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前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

  
４．　当社は平成18年８月１日開催の取締役会

決議に基づきLehman Brothers 

Commercial Corporation Asia

Limitedに割り当てた第11回新株予約権の

残存個数340個全ての買戻申入れをするこ

とを決議いたしました。

  
５．　当社は平成18年８月30日開催の定時株主

総会において、資本金の額及び資本準備金

の額を減少し、その全額を資本の欠損の補

填に充てることにより、当期未処理損失

8,051,217,272円を解消し、財務体質の健

全化を図ることを決議しております。 

(1)資本金の額減少の内容 

①減少する資本の額 

2,793,116,655円

②資本金の額の減少がその効力を生ずる日

平成18年10月２日

(2)資本準備金の額減少の内容 

①減少する資本準備金の額 

5,258,100,617円

②資本準備金の額の減少がその効力を生ずる

日 

平成18年10月２日
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