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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 31日 

上 場 会 社 名        株式会社セガトイズ                               上場取引所          ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号        ７８４２                                        本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www.segatoys.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 國分  功 
問合せ先責任者 役職名 取締役 財務経理部長 氏名 山重 佳治    ＴＥＬ (03)5822－6244 
決算取締役会開催日  平成18年10月31日            配当支払開始日   ― 
単元株制度採用の有無 有（1単元 100株）  
 
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 

 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 
17年９月中間期 

7,785 （ 22.6） 
6,349 （ 43.9） 

289 （△10.9） 
325 （ 138.5） 

270 （ △7.7） 
292 （ 88.2） 

18年３月期 14,400        1,059        1,019        
 
 

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 
17年９月中間期 

148 （△14.1） 
172 （ 115.3） 

6     92 
26   51 

18年３月期 637        31   32 
(注)①期中平均株式数 18年9月中間期 21,388,316株  17年9月中間期 6,497,427株  18年3月期 20,342,655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 

(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 
17年９月中間期 

7,948    
7,316      

4,345    
3,751      

54.7   
51.3     

203  00   
534  65   

18年３月期 7,586      4,330      57.1     202   62   
(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 21,404,100株  17年９月中間期 7,016,300株  18年３月期 21,372,900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 
 
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 17,000     1,400     840     

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  39円24銭 
 
３．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 

18年３月期 ― ― ― 5.00 ― 5.00 

19年３月期（実績） ― ― ― ― ―  

19年３月期（予想） ― ― ― 8.00 ― 8.00 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

※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わ

る本資料の発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績等は、経済情勢、市場動向など様々な要

因により予想数値と異なる可能性があります。 
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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) 

前事業年度末 

(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 ※2 1,346,714  954,255  2,226,159  

２ 受取手形 ※3 449,717  419,168  279,629  

３ 売掛金  2,575,568  3,732,537  2,639,937  

４ 有価証券  499,970  ―  ―  

５ たな卸資産  791,573  1,263,237  928,990  

６ 繰延税金資産  179,567  53,964  60,141  

７ その他  264,727  180,008  230,645  

 貸倒引当金  △3,907  △5,429  △3,848  

  流動資産合計  6,103,931 83.4 6,597,742 83.0 6,361,656 83.9 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※1 429,872 5.9 437,627 5.5 388,446 5.1 

２ 無形固定資産  53,989 0.7 31,625 0.4 41,278 0.5 

３ 投資その他の資産        

(1)投資有価証券  522,384  551,963  604,397  

(2)破産更生債権等  267,695  ―  ―  

(3)繰延税金資産  48,796  51,546  47,852  

(4)その他  148,015  284,283  148,673  

 貸倒引当金  △261,422  △6,200  △6,200  

  投資その他の資産合計  725,469 9.9 881,593 11.1 794,723 10.5 

  固定資産合計  1,209,332 16.5 1,350,846 17.0 1,224,447 16.1 

Ⅲ 繰延資産  3,258 0.1 ― ― ― ― 

   資産合計  7,316,522 100.0 7,948,589 100.0 7,586,104 100.0 
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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) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

 区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

 （負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形  443,926  284,702  376,158  

２ 買掛金  1,205,511  1,845,094  1,185,856  

３ 一年内返済予定長期借入金  260,000  260,000  260,000  

４ 一年内償還予定社債  50,000  50,000  50,000  

５ 未払費用 ※2 361,076  411,343  343,457  

６ 未払法人税等  9,282  108,401  133,133  

７ その他  249,855  64,940  99,027  

  流動負債合計  2,579,652 35.2 3,024,482 38.0 2,447,633 32.3 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債  560,000  510,000  535,000  

２ 長期借入金  320,000  60,000  190,000  

３ 役員退職慰労金引当金  72,865  ―  72,865  

４ その他  32,766  9,000  10,047  

  固定負債合計  985,632 13.5 579,000 7.3 807,913 10.6 

   負債合計  3,565,285 48.7 3,603,482 45.3 3,255,546 42.9 

    (資本の部)        

Ⅰ 資本金  1,668,023 22.8 ― ― 1,713,959 22.6 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  1,688,280  ―  1,734,171  

  資本剰余金合計  1,688,280 23.1 ― ― 1,734,171 22.9 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 中間(当期)未処分利益  398,254  ―  863,164  

  利益剰余金合計  398,254 5.4 ― ― 863,164 11.4 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △3,321 △0.0 ― ― 19,262 0.2 

   資本合計  3,751,237 51.3 ― ― 4,330,557 57.1 

   負債資本合計  7,316,522 100.0 ― ― 7,586,104 100.0 

    (純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金    1,718,356 21.6   

２ 資本剰余金        

(1)資本準備金    1,738,562    

  資本剰余金合計    1,738,562 21.9   

３ 利益剰余金        

(1)その他利益剰余金        

 繰越利益剰余金    904,327    

  利益剰余金合計    904,327 11.4   

   株主資本合計    4,361,246 54.9   

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券評価差額金    △16,139    

  評価・換算差額等合計    △16,139 △0.2   

   純資産合計    4,345,107 54.7   

   負債純資産合計    7,948,589 100.0   
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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 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日) 

 区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  6,349,508 100.0 7,785,016 100.0 14,400,087 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※5 4,210,726 66.3 5,474,287 70.3 9,380,977 65.1 

   売上総利益  2,138,782 33.7 2,310,728 29.7 5,019,110 34.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※5 1,813,710 28.6 2,021,176 26.0 3,959,918 27.5 

   営業利益  325,072 5.1 289,552 3.7 1,059,192 7.4 

Ⅳ 営業外収益 ※1 44,674 0.7 10,205 0.1 68,332 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※2 76,865 1.2 29,467 0.3 108,425 0.8 

   経常利益  292,880 4.6 270,290 3.5 1,019,098 7.1 

Ⅵ 特別利益 ※3 25,787 0.4 ― ― 27,135 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※4 ― ― ― ― 36,463 0.3 

  税引前中間(当期)純利益  318,667 5.0 270,290 3.5 1,009,770 7.0 

  法人税、住民税及び事業税  1,890  106,564  120,927  

  法人税等調整額  144,499 2.3 15,698 1.6 251,655 2.6 

  中間(当期)純利益  172,278 2.7 148,027 1.9 637,187 4.4 

  前期繰越利益  225,976    225,976  

  中間(当期)未処分利益  398,254    863,164  
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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 

その他利益剰余金 
項目 

資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金 

株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 1,713,959 1,734,171 863,164 4,311,295 

中間会計期間中の変動額     

 ｽﾄｯｸ･ｵﾌ゚ ｼｮﾝの行使による新株の発行 4,396 4,390  8,787 

 剰余金の配当   △106,864 △106,864 

 中間純利益   148,027 148,027 

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） 4,396 4,390 41,163 49,951 

平成18年９月30日残高（千円） 1,718,356 1,738,562 904,327 4,361,246 

 

評価・換算差額等 

項目 
その他有価証券評価 

差額金 
評価・換算等差額合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 19,262 19,262 4,330,557 

中間会計期間中の変動額    

ｽﾄｯｸ･ｵﾌ゚ ｼｮﾝの行使による新株の発行   8,787 

 剰余金の配当   △106,864 

 中間純利益   148,027 

株主資本以外の項目の中間会計期間中の 

変動額（純額） 
△35,401 △35,401 △35,401 

中間会計期間中の変動額合計（千円） △35,401 △35,401 14,549 

平成18年９月30日残高（千円） △16,139 △16,139 4,345,107 

 

 

 



 

- 6 - 

(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４月１日
至 平成17年９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４月１日
至 平成18年３月31日) 

 
 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

1  税引前中間（当期）純利益  318,667 1,009,770 

2  減価償却費  134,968 412,592 

3  受取利息及び受取配当金  △124 △431 

4  支払利息及び社債利息  14,019 26,047 

5  社債発行費償却  3,258 － 

6  シンジケートローン手数料  8,499 16,999 

7  為替差損益(△差益)  △2,375 348 

8  為替予約評価益  △40,789 △62,519 

9  売上債権の増加額  △955,686 △849,968 

10  たな卸資産の増加額  △401,245 △538,662 

11  仕入債務の増加額  739,853 652,430 

12  未払金の減少額  △11,024 △33,969 

13  未払費用の増加額  39,296 22,876 

14  その他  △121,800 △46,436 

  小  計   △274,482 609,079 

15  利息及び配当金の受取額  124 3,900 

16  利息及び社債利息の支払額  △14,081 △26,046 

17  シンジケートローン手数料の支払額  △15,500 △15,500 

18  法人税等の支払額  △2,031 △3,096 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △305,970 568,336 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

1  有価証券の取得による支出  △499,870 △499,870 

2  有形固定資産の取得による支出  △223,390 △553,642 

3  無形固定資産の取得による支出  △26,206 △38,439 

4  関係会社株式の取得による支出  ― △19,000 

5  投資有価証券の取得による支出  △523,057 △571,481 

6  その他  3,000 485,960 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,269,523 △1,196,472 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

1  長期借入金の返済による支出  △130,000 △260,000 

2  社債の償還による支出  △25,000 △50,000 

3  株式の発行による収入  2,186,707 2,276,518 

4  配当金の支払額  △1 △1 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  2,031,705 1,966,517 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,375 △348 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  458,587 1,338,032 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  883,126 883,126 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※1 1,341,714 2,221,159 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

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) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

   償却原価法(定額法)を採用

しております。 

  子会社株式 

   移動平均法による原価法を

採用しております。 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間会計期間末の市場価格

等に基づく時価法を採用し

ております。 

   （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出し

ております） 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法を

採用しております。 

(1) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

    ――――― 

 

  子会社株式 

   同左 

 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間会計期間末の市場価格

等に基づく時価法を採用し

ております。 

   （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出

しております） 

  時価のないもの 

   同左 

 

(1) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

   償却原価法(定額法)を採用

しております。 

  子会社株式 

   同左 

 

  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

く時価法を採用しておりま

す。 

   （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出し

ております） 

  時価のないもの 

   同左 

 

 (2) デリバティブ 

  時価法を採用しております｡ 

(2) デリバティブ 

   同左 

(2) デリバティブ 

   同左 

 (3) たな卸資産 

  商品、製品、原材料 

   移動平均法による原価法を

採用しております。 

  貯蔵品 

最終仕入原価法による原価

法を採用しております。 

(3) たな卸資産 

  商品、製品、原材料 

   同左 

 

  貯蔵品 

   同左 

(3) たな卸資産 

  商品、製品、原材料 

   同左 

 

  貯蔵品 

   同左 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

  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

を除く)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    10年～35年 

  金 型       ２年 

  車両運搬具     ４年 

  工具器具備品 ２年～８年 

(1) 有形固定資産 

   同左 

(1) 有形固定資産 

   同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

  なお、自社利用のソフトウェ

アにつきましては、社内におけ

る利用可能期間(５年以内)に基

づく定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

   同左 

(2) 無形固定資産 

   同左 

３ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

  支出時に全額費用として計上

しております。 

(1) 株式交付費 

支出時に全額費用として計上

しております。 

(1) 新株発行費 

支出時に全額費用として計上

しております。 

 (2) 社債発行費 

  支出時より３年間で毎期均等

償却しております。 

(2) 社債発行費 

    ――――― 

(2) 社債発行費 

  支出時より３年間で毎期均等

償却しております。 
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項目 

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) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  金銭債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、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。 

(1) 貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

簡便法による退職給付債務及び

年金資産残高に基づき、当中間

会計期間において発生している

と認められる金額を計上してお

ります。 

  なお、当中間会計期間末にお

いては、年金資産残高が退職給

付債務を上回ったため、前払年

金費用(投資その他の資産の「そ

の他」に含む)を計上しておりま

す。 

(2) 退職給付引当金 

    ――――― 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、簡便法による退職給付債務

及び年金資産残高に基づき計上

しておりましたが、平成17年12

月、労使合意のうえ規程を改訂

し、確定拠出型年金制度及び前

払退職金制度に移行したことに

より、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会

計基準摘要指針第１号）を適用

しております。 

  この移行に伴い発生した影響

額を特別損失として36,463千円

計上しております。 

 (3) 役員退職慰労金引当金 

  役員への退職慰労金は、従来、

内規に基づき計算される支給額

を基準として支払うこととして

おりましたが、平成16年３月16

日の取締役会決議により、制度

の廃止を決定いたしました。 

  上記決議に基づき役員退職慰

労金引当金の繰入を中止すると

ともに、従来の慰労金相当額に

つきましては支給実績に基づき

取り崩す予定であります。 

(3) 役員退職慰労金引当金 

  役員への退職慰労金は、従来、

内規に基づき計算される支給額

を基準として支払うこととして

おりましたが、平成16年３月16

日の取締役会決議により、制度

の廃止を決定いたしました。 

  上記決議に基づき役員退職慰

労金引当金の繰入を中止すると

ともに、従来の慰労金相当額に

つきましては支給実績に基づき

当中間会計期間において取り崩

しました。 

(3) 役員退職慰労金引当金 

  役員への退職慰労金は、従来、

内規に基づき計算される支給額

を基準として支払うこととして

おりましたが、平成16年３月16

日の取締役会決議により、制度

の廃止を決定いたしました。 

  上記決議に基づき役員退職慰

労引金当金の繰入を中止すると

ともに、従来の慰労金相当額に

つきましては支給実績に基づき

取り崩す予定であります。 

５ 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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してお

ります。 

 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してお

ります。また、為替変動リスク

のヘッジについて振当処理を採

用しております。  

(1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してお

ります。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…借入金の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約、 

金利スワップ 

  ヘッジ対象…買掛金、 

未払費用、 

借入金の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…借入金の利息 
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項目 

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) ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクをヘ

ッジする目的で金利スワップ取

引を行っております。 

(3) ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクをヘ

ッジする目的で金利スワップ取

引を行っております。また、為

替変動リスクをヘッジする目的

において、対象債務の範囲内で

行なっております。 

(3) ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクをヘ

ッジする目的で金利スワップ取

引を行っております。 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

  個別取引毎にヘッジ効果を検

証しております。ただし、特例

処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省

略しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

  特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。 

７ 中間キャッシュ・フロ

ー計算書(キャッシ

ュ・フロー計算書)に

おける資金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手元現金、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。 

    ―――――  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)

は、手元現金、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。 

８ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 なお、仮受消費税等と仮払消費

税等の中間会計期間末残高相殺後

の金額は、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

消費税等の会計処理 

   同左 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 
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会計処理の変更 

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) 

 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｢固定資産の減損会計

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｢固定資産の減損会計に

係る会計基準の適用指針｣(企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第6号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

      ―――――――       

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

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。 

これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は4,345,107千円であります。 

 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。 

      ―――――――       
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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９月30日現在) 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前事業年度末 

(平成18年３月31日現在) 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

              408,642千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

              797,185千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

              662,141千円 

※２担保資産及び担保付債務 

  担保資産 

    定期預金       5,000千円 

  担保付債務 

    買掛金          0千円 

    未払費用         17千円 

※２担保資産及び担保付債務 

  担保資産 

    定期預金       5,000千円 

  担保付債務 

    未払費用         17千円 

※２担保資産及び担保付債務 

    担保資産 

      定期預金       5,000千円 

    担保付債務 

      買掛金､未払費用     240千円 

※３     ―――――   ※３ 当中間会計期間末日満期手形 

   期末満期手形の処理については、手形   

交換日をもって決済しております。 

   なお、当中間会計期間末日が金融機関

の休日であったため、次の中間会計期間

末日満期手形が、当中間会計期間末残高

に含まれております。 

    受取手形       4,662千円 

※３     ―――――   

 ４ 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５行と当座貸

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｡ 

   当中間会計期間末における当座貸越

契約及び貸出コミットメントに係わる

借入金未実行残高等は、次のとおりであ

ります。 

  当座貸越契約及び貸出コミットメントの総額 

             2,000,000千円 

  借入金実行残高        － 千円 

   差 引 額        2,000,000千円 

 

 ４ 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結

しておりましたが、これまでの利用状

況、今後の資金計画等を勘案し、平成18

年９月29日付で貸出コミットメント契

約を解約いたしました。 

   その結果、当中間会計期間末における

当座貸越契約に係わる借入金未実行残

高等は、次のとおりとなりました。 

  当座貸越契約の総額  1,000,000千円 

  借入金実行残高        － 千円 

   差 引 額        1,000,000千円 

 ４ 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５行と当座貸

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｡ 

   当期末における当座貸越契約及び貸

出コミットメントに係わる借入金未実

行残高等は、次のとおりであります。 

  当座貸越契約及び貸出コミットメントの総額 

             2,000,000千円 

  借入金実行残高     － 千円 

   差 引 額       2,000,000千円 

 

 

 

 

(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 

   受取利息          98千円 

   為替予約評価益     40,789千円 

※１営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息         859千円 

   為替予約評価益      5,702千円 

※１営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息         400千円 

   為替予約評価益     62,519千円 

※２営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息        10,576千円 

   社債利息        3,442千円 

   為替差損        22,045千円 

※２営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息         6,611千円 

   社債利息        3,283千円 

   為替差損         8,641千円 

※２営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息        19,221千円 

   新株発行費       28,954千円 

   為替差損        25,717千円 

※３特別利益の内訳 

    貸倒引当金戻入益    25,787千円 

※３特別利益の内訳 

       ――――― 

※３特別利益の内訳 

   貸倒引当金戻入益    27,135千円 

※４特別損失の内訳 

      ――――― 

※４特別損失の内訳 

      ――――― 

※４特別損失の内訳 

   退職給付制度移行損失  36,463千円 

※５減価償却実施額 

   有形固定資産     112,466千円 

   無形固定資産      22,501千円 

※５減価償却実施額 

   有形固定資産     135,044千円 

   無形固定資産      17,324千円 

※５減価償却実施額 

    有形固定資産     365,944千円 

   無形固定資産      46,648千円 
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(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総数に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

 

 

(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４月１日
至 平成17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 

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,346,714 千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5,000 千円 

現金及び現金同等物 1,341,714 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 

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,226,159 千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5,000 千円 

現金及び現金同等物 2,221,159 千円 
 

 

 

 

 

(リース取引関係) 

 半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

  子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

  子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 

  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   534円65銭 １株当たり純資産額   203円00銭 １株当たり純資産額   202円62銭 

１株当たり中間純利益   26円51銭 １株当たり中間純利益    6円92銭 １株当たり当期純利益   31円32銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益   25円37銭 

 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益    6円81銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益   30円27銭 

 

 当社は、平成17年11月18日付で株式

１株につき３株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度におけ

る１株当たり情報については、それぞ

れ以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額    76円75銭 

１株当たり当期純利益   25円60銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益   24円48銭 

（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、次のと

おりであります。 

項目 

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） 172,278 148,027 637,187 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 172,278 148,027 637,187 

期中平均株式数（株） 6,497,427 21,388,316 20,342,655 

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） 293,865 350,399 708,439 

（うち新株予約権） (293,865) (350,399) (708,439) 

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 

― ― ― 
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（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) 

  当社は、平成17年５月31日開催の取締役会決議に基づき、次のように株式分割による新株発行を予定しております。 

  当該株式分割の内容は以下のとおりであります。 

  １ 平成17年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載されている株主の所有株式を１株につき３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 14,032,600株 

  ３ 配当起算日 平成17年10月１日 

   当該株式分割が前期首に行われた場合の前事業年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場

合の当事業年度における１株当たり情報は、以下のとおりであります。 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額    55円56銭 １株当たり純資産額   178円22銭 １株当たり純資産額    76円75銭 

１株当たり中間純利益    4円75銭 １株当たり中間純利益    8円84銭 １株当たり当期純利益   25円60銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益    4円55銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益    8円46銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益   24円48銭 

 

 

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) 

  該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  該当事項はありません。 
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【参考情報】 

 

生産、受注及び販売の状況（個別） 

当社は、当社の企画と仕様に基づいて生産のすべてを外部に委託しております。従って生産の状況については、原材

料・商品の仕入実績及び製品の外注委託実績を記載しております。 

 

(1) 仕入実績 

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) 品目別分類 

金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 

エ デ ュ テ イ メ ン ト 関 連 27,597 7.8% 20,166 7.7% 37,433 4.2% 

ﾌ ｧ ﾐ ﾘ ｰ ｴ ﾝ ﾀ ｰ ﾃ ｲ ﾒ ﾝ ﾄ 関 連 244,570 69.4% 25,687 9.8% 605,125 67.3% 

ＮＥＷコンテンツビジネス関連 72,242 20.5% 113,598 43.1% 241,487 26.9% 

そ の 他 8,136 2.3% 103,796 39.4% 14,265 1.6% 

 合 計   352,547 100.0% 263,248 100.0% 898,311 100.0% 

  （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(2) 外注委託実績 

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) 品目別分類 

金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 

エ デ ュ テ イ メ ン ト 関 連 686,336 18.2% 654,058 13.1% 1,378,058 17.7% 

ﾌ ｧ ﾐ ﾘ ｰ ｴ ﾝ ﾀ ｰ ﾃ ｲ ﾒ ﾝ ﾄ 関 連 1,643,757 43.6% 2,763,770 55.5% 3,236,800 41.4% 

ＮＥＷコンテンツビジネス関連 1,144,849 30.3% 1,052,864 21.2% 2,718,527 34.8% 

そ の 他 298,000 7.9% 506,018 10.2% 476,630 6.1% 

 合 計   3,772,943 100.0% 4,976,711 100.0% 7,810,016 100.0% 

  （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(3) 受注実績 

 当社は、受注生産を行っていないため記載を省略しております。 

 

 

(4) 販売実績 

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) 品目別分類 

金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 金額(千円) 構成比 

エ デ ュ テ イ メ ン ト 関 連 1,049,726 16.5% 1,302,185 16.7% 2,526,531 17.5% 

ﾌ ｧ ﾐ ﾘ ｰ ｴ ﾝ ﾀ ｰ ﾃ ｲ ﾒ ﾝ ﾄ 関 連 2,414,863 38.0% 3,558,995 45.7% 5,608,018 39.0% 

ＮＥＷコンテンツビジネス関連 2,150,123 33.9% 2,011,239 25.9% 4,887,826 33.9% 

そ の 他 734,794 11.6% 912,596 11.7% 1,377,710 9.6% 

 合 計   6,349,508 100.0% 7,785,016 100.0% 14,400,087 100.0% 

  （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


