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平成19年３月期  個別中間財務諸表の概要 

平成18年10月26日 

上場会社名 株式会社スペースシャワーネットワーク 上場銘柄     ＪＱ 

コード番号 ４８３８ 本社所在都道府県   東京都 

（ＵＲＬ http://www.spaceshower.net）  

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 

 氏 名 中井 猛 

問合わせ先 責 任 者 役 職 名 取締役管理担当 

 

 氏 名 内田 正宏 ＴＥＬ（０３）３５８５－３２４２ 

決算取締役会開催日  平成18年10月26日 配当支払開始日  ───── 

単元株制度採用の有無 無  

１．18年９月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年９月30日） 
(1) 経営成績                                   （単位：百万円未満切捨） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

  百万円 ％ 百万円  ％ 百万円 ％

18年９月中間期 3,362 （ 5.4） 263 （ 10.0） 328 （ 35.2）

17年９月中間期 3,190 （ 1.8） 239 （ 14.8） 243 （ 24.2）

18年３月期 6,635（ 4.3） 546（ 20.4） 547（ 26.3）

  
 中 間 (当 期) 純 利 益 

1株当たり中間 
(当期)純利益 

  百万円 ％ 円  銭

18年９月中間期 184 （ 39.2） 1,733.37

17年９月中間期 132 （ 33.3） 4,982.31

18年３月期 287（ 8.4） 2,500.12

(注)1．期中平均株式数 18年９月中間期106,693株 17年９月中間期26,666株 18年３月期106,664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(対前期)増減率 

4．平成17年12月9日付で株式分割（１株を４株に）をしております。株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の17年９月中間期の１株当たり当期純利益  1,245.58円 

(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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18年９月中間期 4,833 3,830 79.3 35,855.12 

17年９月中間期 5,021 3,705 73.8 138,941.11 

18年３月期 5,664 3,898 68.8 36,347.68 

(注)1．期末発行済株式数 18年９月中間期106,836株  17年９月中間期26,666株 18年３月期106,664株 
  2. 期末自己株式数  18年９月中間期  －株 17年９月中間期  －株 18年３月期 －株 
3．平成17年12月9日付で株式分割（１株を４株に）をしております。株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の17年９月中間期の１株当たり純資産  34,735.28円 

２．19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 7,020 566 343

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 3,218円 25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 

1 8 年 ３ 月 期 － 1,250.00 1,250.00 

1 9 年３月期（実績） － － 

1 9 年３月期（予想） － 1,250.00 
1,250.00 

（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在にお

ける仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提

となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料9ページを参照してください。
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６．個別中間財務諸表等 
(１) 中間貸借対照表 
  

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

1. 現金及び預金  1,255,499   478,924   2,111,050   

2. 受取手形  5,722   1,120   1,050   

3. 売掛金  765,539   853,101   954,578   

4. たな卸資産  2,258   1,817   3,000   

5. 前払費用  384,305   291,441   36,974   

6. 繰延税金資産  59,883   68,768   99,944   

7. 短期貸付金  522,100   440,138   417,119   

8. 関係会社預け金  -   700,000   -   

9. その他  44,298   53,229   42,329   

貸倒引当金  △66,470   △74,933   △67,446   

流動資産合計   2,973,136 59.2  2,813,607 58.2  3,598,600 63.5

Ⅱ 固定資産           

1. 有形固定資産           

(1) 建物  349,609   360,607   349,609   

(2) 土地  131,915   131,759   131,915   

(3) 建設仮勘定  -   -   66,000   

(4)その他  239,118   337,897   265,954   

減価償却累計額  △325,113   △383,304   △354,899   

有形固定資産合計   395,530 7.9  446,960 9.3  458,580 8.1

2. 無形固定資産           

(1) 営業権  54,690   -   27,683   

(2) のれん  -   4,142   -   

(3) ソフトウェア  178,601   177,271   131,259   

(4) その他  36,184   17,453   100,485   

無形固定資産合計   269,476 5.4  198,867 4.1  259,428 4.6

           



 

－  － 

 

 

36

 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

3. 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  965,966   965,646   1,034,085   

(2) 長期前払費用  177,750   -   -   

(3) 繰延税金資産  67,892   238,102   144,050   

(4) その他  196,631   218,589   195,141   

貸倒引当金  △25,200   △48,200   △25,200   

投資その他の資産合計   1,383,040 27.5  1,374,139 28.4  1,348,077 23.8

固定資産合計   2,048,047 40.8  2,019,966 41.8  2,066,086 36.5

資産合計   5,021,183 100.0  4,833,574 100.0  5,664,687 100.0
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

1. 買掛金  491,492   396,537   601,132   

2. 短期借入金  400,000   100,000   400,000   

3. 未払法人税等  107,590   122,266   296,260   

4. 賞与引当金  56,412   62,365   76,524   

5. 役員賞与引当金  -   17,500   -   

6. その他 ※1 97,981   106,667   210,996   

流動負債合計   1,153,476 23.0  805,337 16.6  1,584,914 28.0

Ⅱ 固定負債           

1. 退職給付引当金  97,484   120,900   108,764   

2. 役員退職慰労引当金  65,218   76,718   72,750   

固定負債合計   162,703 3.2  197,619 4.1  181,514 3.2

負債合計   1,316,180 26.2  1,002,956 20.7  1,766,428 31.2

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,781,867 35.5  - -  1,781,867 31.5

Ⅱ 資本剰余金           

1. 資本準備金  838,867   -   838,867   

資本剰余金合計   838,867 16.7  - -  838,867 14.8

Ⅲ 利益剰余金           

1. 利益準備金  27,170   -   27,170   

2. 中間（当期）未処分利
益  967,352   -   1,122,437   

利益剰余金合計   994,522 19.8  - -  1,149,607 20.3

Ⅳ その他有価証券評価差額  
金             89,745 1.8  - -  127,914 2.2

資本合計   3,705,003 73.8  - -  3,898,258 68.8

負債・資本合計   5,021,183 100.0  - -  5,664,687 100.0

           



 

－  － 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

1. 資本金   - -  1,786,937 37.0  - -

2. 資本剰余金           

(1) 資本準備金  -   843,937   -   

資本剰余金合計   - -  843,937 17.5  - -

3. 利益剰余金           

(1) 利益準備金  -   27,170   -   

(2) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  -   1,152,775   -   

利益剰余金合計   - -  1,179,945 24.4  - -

株主資本合計   - -  3,810,819 78.9  - -

Ⅱ 評価・換算差額等           

1. その他有価証券評価差
額金        - -  19,797 0.4  - -

評価・換算差額等合計   - -  19,797 0.4  - -

純資産合計   - -  3,830,617 79.3  - -

負債純資産合計   - -  4,833,574 100.0  - -

           



 

－  － 
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（２）中間損益計算書 
  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益   3,190,326 100.0  3,362,405 100.0  6,635,301 100.0

Ⅱ 営業費用           

(1) 事業費   2,434,472 76.3  2,541,143 75.6  5,055,097 76.2

(2) 販売費及び一般管理費   516,593 16.2  557,978 16.6  1,033,768 15.6

営業利益   239,261 7.5  263,283 7.8  546,435 8.2

Ⅲ 営業外収益 ※1  36,039 1.1  70,904 2.1  64,991 1.0

Ⅳ 営業外費用 ※2  32,193 1.0  5,439 0.2  64,376 1.0

経常利益   243,106 7.6  328,748 9.7  547,050 8.2

Ⅴ 特別利益 ※3  - -  46,221 1.4  252,509 3.8

Ⅵ 特別損失 ※4※5  483 0.0  56,926 1.7  295,530 4.4

税引前中間（当期）純
利益   242,623 7.6  318,042 9.4  504,029 7.6

法人税、住民税及び事
業税  93,667   120,848   342,732   

法人税等調整額  16,098 109,765 3.4 12,256 133,104 3.9 △126,645 216,086 3.3

中間（当期）純利益   132,858 4.2  184,937 5.5  287,943 4.3

前期繰越利益   834,494   -   834,494  

中間（当期）未処分利
益   967,352   -   1,122,437  
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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４月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の 

利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金

合   計
利益準備金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合   計 

株主資本

合  計

平成18年３月31日残高（千円） 1,781,867 838,867 838,867 27,170 1,122,437 1,149,607 3,770,343

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 5,069 5,069 5,069   10,138

利益処分による利益配当  △133,330 △133,330 △133,330

利益処分による役員賞与  △21,270 △21,270 △21,270

中間純利益  184,937 184,937 184,937

株主資本以外の項目の当中間会計期

間中の変動額（純額） 
   

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
5,069 5,069 5,069 30,337 30,337 40,476

平成18年９月30日残高（千円） 1,786,937 843,937 843,937 27,170 1,152,775 1,179,945 3,810,819

  

評価・換算差額等 

 その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日残高（千円） 127,914 127,914 3,898,258

中間会計期間中の変動額    

新株の発行  10,138

利益処分による利益配当  △133,330

利益処分による役員賞与  △21,270

中間純利益  184,937

株主資本以外の項目の当中間会計期

間中の変動額（純額） 
△108,117 △108,117 △108,117

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△108,117 △108,117 △67,641

平成18年９月30日残高（千円） 19,797 19,797 3,830,617
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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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．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 

① 子会社株式及び関連会社株式 ① 子会社株式及び関連会社株式 ① 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

同左 同左 

② その他有価証券 ② その他有価証券 ② 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 

 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、売却原価は移

動平均法により算定）を採用して

おります。 

 中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用し

ております。 

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。 

時価のないもの 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を採用

しております。 

同左 同左 

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

① 商品 ① 商品 ① 商品 

 先入先出法による原価法を採用し

ております。 

同左 同左 

② 番組及び仕掛品 ② 番組及び仕掛品 ② 番組及び仕掛品 

 個別法による原価法を採用してお

ります。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定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 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）は定額

法を採用しております。なお、耐用年

数については法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

同左 同左 

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（主に５年）に基づく定額法を採用

しております。 

 ただし、映像権利（その他）につい

ては、見込収益獲得可能期間に基づく

定率法を採用しております。 

同左 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（主に５年）に基づく定額法を採用

しております。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．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 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

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）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当中間会計期

間対応分を計上しております。 

同左  従業員に対する賞与の支給に備える

ため、次期賞与支給見込額の当期期間

対応分を計上しております。 

(3）    ───── (3）役員賞与引当金 (3）    ───── 

 役員に対して支給する賞与の支給に

備えるため、当事業年度における支給

見込額に基づき、当中間会計期間対応

分を計上しております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より「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。 

これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益はそれぞれ17,500千

円減少しております。 

 

(4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (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自己都合退職金要

支給額に基づき、当中間会計期間末に

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。 

同左  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における自己都合退職金要

支給額に基づき、計上しております。

(5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えて、

役員退職慰労金規程に基づく中間会計

期間末要支給額を計上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支給に備えて、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．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 

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 

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 

５．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 (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 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 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。 

 

 

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。これにより税引

前当期純利益は、237,000千円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

───── 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は3,830,617千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 
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追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

───── ───── （スリーディーシステム株式会社の連結子

会社化） 

 平成18年3月30日開催の当社取締役会にお

いて、「スリーディーシステム株式会社」

の株式を取得し、連結子会社化することを

決議しました。 

 

１．目的 

 デジタル化・ネットワーク化の進展を背

景に音楽マーケットが急速に変化していく

中、特にインディーズ音楽市場が注目され

ており、スリーディーシステム株式会社が

持つアーティストおよびノウハウが競争優

位性を発揮できる環境が整いつつありま

す。今回当社が経営面全般を主導すること

で、より強固な事業基盤が構築できるこ

と、および当社の放送メディアを基軸とし

た事業展開から相乗効果も期待できること

から今般スリーディーシステム株式会社の

株式を取得し、連結子会社化を行うもので

あります。 

 

２．株式の取得方法 

 スリーディーシステム株式会社の第３者

割当増資による新株発行の引受による取得

（取得価額145百万円）を予定しておりま

す。この取得により、当社の株式所有割合

は現在の21.4％から67.0％となる予定であ

ります。 

 

３．当社連結子会社となるスリーディーシ

ステム株式会社の概要 (平成18年3月31日現

在) 

（1）商号 スリーディーシステム株式会社 

（2）代表者 代表取締役会長 細川 健  

（3）所在地 東京都渋谷区恵比寿南二丁目

14番6号  

（4）設立年月日 平成12年9月14日  

（5）資本金 210百万円 

（6）主な事業の内容 音楽パッケージ商品

の物流および販売等  

４．日程（予定） 

平成18年6月23日 スリーディーシス

テム株式会社定時

株主総会決議

（減・増資） 

平成18年8月16日 増資完了 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

───── （中間貸借対照表関係） 

１. 前中間会計期間において、「営業権」として掲記されていたも

のは、当中間会計期間から「のれん」と表示しております。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 消費税等の取扱い ※１ 消費税等の取扱い ───── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

同左  

 



 

－  － 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 
  

受取利息 3,937千円

受取配当金 1,925千円

受取手数料 6,000千円

業務協力手数料 20,925千円
  

  
受取利息 2,919千円

受取配当金 35,043千円

受取手数料 3,000千円

業務協力手数料 24,169千円
  

  
受取利息 7,789千円

受取配当金 2,150千円

業務協力手数料 42,223千円
  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
  

支払利息 1,630千円

営業権償却 27,006千円
  

  
支払利息 1,883千円

商標権償却 2,500千円
  

  
支払利息 3,249千円

営業権償却 54,013千円
  

※３     ───── ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

 投資有価証券売却益 46,221千円
 

  
投資有価証券売却益 252,509千円

  
※４     ───── ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 

関係会社株式評価損 29,999千円

投資有価証券評価損 3,926千円

貸倒引当金繰入額 23,000千円
 

  
固定資産除却損 18,491千円

投資有価証券評価損 39,075千円

減損損失 237,000千円
  

※５     ───── ※５     ───── ※５ 減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産に

ついて減損損失を計上しました。 

（1）減損損失を計上した資産グループの概

要 

用途 種類 

チャンネルのロゴ

及び番組の放送利

用許諾 

長期前払費用 

（2）グルーピングの方法 

当社は、管理会計上の区分、投資の意思決

定を基礎として継続的に収支の把握がなさ

れている単位でグルーピングを実施してお

ります。 

（3）減損損失を認識するに至った経緯 

当該減損損失の対象となった長期前払費用

は、平成14年1月に取得したチャンネルのロ

ゴ及び放送利用許諾契約の対価であり、当

事業年度末において実施した当社の番組編

成により今後利用する見込みがなくなった

ことから、未償却残高237,000千円を全額減

損損失として計上しております。 

 ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 25,909千円

無形固定資産 92,054千円
  

  
有形固定資産 28,404千円

無形固定資産 78,124千円
  

  
有形固定資産 55,695千円

無形固定資産 182,295千円
  

 

(中間株主資本等変動計算書関係)  

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
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（リース取引関係) 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円)

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

機械及び装
置 388,133 205,599 182,534 

工具器具及
び備品 43,917 26,942 16,974 

合計 432,050 232,541 199,508 

  

 
取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額相
当額 
(千円)

中間期末
残高相当
額 
(千円)

機械及び装
置 388,133 270,287 117,845

工具器具及
び備品 34,897 27,013 7,883

合計 423,031 297,301 125,729

  

 
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）

機械及び装
置 388,133 237,943 150,190

工具器具及
び備品 43,917 31,583 12,333

合計 432,050 269,527 162,523

  
(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額   未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 74,960千円

１年超 131,864千円

合計 206,824千円
  

  
１年内 73,269千円

１年超 58,594千円

合計 131,864千円
  

  
１年内 74,684千円

１年超 94,789千円

合計 169,473千円
  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 
  

支払リース料 39,712千円

減価償却費相当額 36,971千円

支払利息相当額 2,817千円
  

  
支払リース料 39,533千円

減価償却費相当額 36,793千円

支払利息相当額 1,923千円
  

  
支払リース料 79,443千円

減価償却費相当額 73,957千円

支払利息相当額 5,198千円
  

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

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

同左 同左 

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

同左  同左 

  

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは

ありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり 
純資産額 

138,941.11円

１株当たり 
中間純利益金額 

4,982.31円

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額 

4,960.90円
 

１株当たり 
純資産額 

35,855.12円

１株当たり 
中間純利益金額 

1,733.37円

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額 

1,719.82円
 

１株当たり 
純資産額 

36,347.68円

１株当たり 
当期純利益金額 

2,500.12円

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

2,475.64円

  当社は、平成17年12月9日付で株式１株に

つき４株の株式分割を行っております。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間における１株当

たり情報については、以下のとおりとなり

ます。 

 

 １株当たり 
純資産額 

34,735.28円

１株当たり 
中間純利益金額 

1,245.58円

潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額 

1,240.22円

 

 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 132,858 184,937 287,943 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 21,270 

(うち利益処分による役員賞与金) － － （21,270） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 132,858 184,937 266,673 

期中平均株式数（株） 26,666 106,693 106,664 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 115.11 840.57 1,054.88 

（うち新株予約権） （115.11）      (840.57) (1,054.88) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

－ － － 

  



 

－  － 

 

 

49

(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 平成17年９月29日開催の当社取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割による

新株式を発行しております。 

───── 

 

───── 

 

１. 平成17年12月9日をもって普通株式１

株につき４株に分割しております。 

  

 （1）分割により増加する株式数   

   普通株式    79,998株   

 （2）分割方法   

  平成17年10月21日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載された株主の所有株

式数を、１株につき４株の割合をもって

分割しております。 

  

２. 配当起算日   

  平成17年10月１日   

３. 当該株式分割が前期首におこなわれた

と仮定した場合の前中間会計期間及び前

事業会計年度における１株当たり情報並

びに当期首におこなわれたと仮定した場

合の当中間会計期間における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

  

 
前中間会計
期間 

当中間会計
期間 

前事業年度 

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額 

32,476.48円 34,735.28円 34,572.90円 

１株当たり 

中間純利益

金額 

１株当たり 

中間純利益

金額 

１株当たり 

当期純利益

金額 

934.49円 1,245.58円 2,315.07円 

 なお、潜在

株式調整後１

株当たり中間

純利益金額に

ついては、希

薄化効果を有

している潜在

株式が存在し

ないため記載

しておりませ

ん。 

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益金額 

1,240.22円 

 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、希

薄化効果を有

している潜在

株式が存在し

ないため記載

しておりませ

ん。 
  

 
 

  

 




