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１．平成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 (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 8,345 (　18.5) 175 (　18.4) 264 (　　8.2)

17年９月中間期 7,045 (△11.2) 148 (　93.6) 244 (△37.6)

18年３月期 14,614 163 391

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 △442 ( 　－) △31 58

17年９月中間期 △729 ( 　－) △52 06

18年３月期 △3,031 △216 23

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 14,017,650株 17年９月中間期 14,017,650株 18年３月期 14,017,650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であります。

(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 16,977 11,002 64.8 784 90

17年９月中間期 18,060 13,849 76.7 988 00

18年３月期 17,799 11,537 64.8 823 10

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 14,017,650株 17年９月中間期 14,017,650株 18年３月期 14,017,650株

②期末自己株式数 18年９月中間期 133株 17年９月中間期 133株 18年３月期 133株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期   15,680 460    120

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　８円56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 － － － － － －

19年３月期（実績） － － － － － －

19年３月期（予想） － － － 5 － 5

※　上記の業績予想に関する注意事項につきましては、本資料の10ページをご参照ください。
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9．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 2,146,741 2,829,995 3,961,375

２．受取手形 ※２ 878,447 642,214 437,696

３．売掛金 568,949 780,230 932,669

４. 有価証券 100,330 － －

５．たな卸資産 3,525,928 1,854,324 1,948,725

６．その他 978,884 1,172,798 942,644

貸倒引当金 △2,000 △4,296 △1,000

流動資産合計 8,197,281 45.4 7,275,265 42.9 8,222,115 46.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1) 建　物 1,680,371 1,912,486 1,523,228

(2) 工具器具備品 1,203,727 1,487,416 1,164,184

(3) その他 168,851 146,168 448,939

有形固定資産合計 3,052,950 16.9 3,546,070 20.9 3,136,353 17.6

２．無形固定資産 266,773 1.5 439,674 2.5 285,640 1.6

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 2,329,946 1,580,132 1,747,658

(2) 関係会社株式 900,029 － 942,591

(3) 敷金・差入保証金 3,038,882 3,180,258 3,187,572

(4) 破産債権・更生債権
その他これらに準ず
る債権

246,648 123,677 115,108

(5) その他  282,524 930,840 253,185

貸倒引当金 △254,719 △98,639 △90,534

投資その他の資産合計 6,543,312 36.2 5,716,268 33.7 6,155,583 34.6

固定資産合計 9,863,035 54.6 9,702,013 57.1 9,577,578 53.8

資　産　合　計 18,060,317 100.0 16,977,279 100.0 17,799,693 100.0
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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．支払手形 ※２ 1,010,490 1,152,631 737,708

２．買掛金 424,187 632,588 886,981

３．短期借入金 200,000 500,000 1,000,000

４．１年以内返済予定長期
借入金

168,000 368,000 268,000

５．未払法人税等 36,768 37,811 48,984

６．賞与引当金 98,838 155,167 148,391

７．返品調整引当金 31 － －

８．その他 520,374 975,772 1,136,298

流動負債合計 2,458,690 13.6 3,821,971 22.5 4,226,365 23.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 290,000 847,000 606,000

２．役員退職慰労引当金 98,040 98,040 98,040

３．繰延税金負債 195,360 124,809 188,486

４．その他 1,168,821 1,083,071 1,142,931

固定負債合計 1,752,222 9.7 2,152,921 12.7 2,035,458 11.4

負　債　合　計 4,210,912 23.3 5,974,893 35.2 6,261,824 35.2

（資本の部）

Ⅰ　資　本　金 8,450,002 46.8 － － 8,450,002 47.5

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,113,973 － 2,113,973

２.その他資本剰余金 3,400,000 － 3,400,000

資本剰余金合計 5,513,973 30.5 － － 5,513,973 31.0

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金 － － －

２．中間（当期）未処分利
益

－ － －

中間未処理損失 399,432 － 2,700,752

利益剰余金合計 △399,432 △2.2 － － △2,700,752 △15.2

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

284,954 1.6 － － 274,739 1.5

Ⅴ　自己株式 △93 △0.0 － － △93 △0.0

資　本　合　計 13,849,404 76.7 － － 11,537,869 64.8

 負 債 資 本 合 計 18,060,317 100.0 － － 17,799,693 100.0
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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  － － 8,450,002 49.8 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 2,113,973 －

(2）その他資本剰余
金

 － 699,247 －

資本剰余金合計  － － 2,813,220 16.5 － －

３　利益剰余金  

(1）その他利益剰余
金

    

　繰越利益剰余金  － △442,667 －

利益剰余金合計  － － △442,667 △2.6 － －

４　自己株式  － － △93 △0.0 － －

株主資本合計  － － 10,820,462 63.7 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評
価差額金

 － － 181,923 1.1 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 181,923 1.1 － －

純資産合計  － － 11,002,386 64.8 － －

負債純資産合計  － － 16,977,279 100.0 － －
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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　売　　上　　高 7,045,773 100.0 8,345,683 100.0 14,614,086 100.0

Ⅱ　売　上　原　価 5,544,895 78.7 6,733,014 80.7 11,699,255 80.1

売 上 総 利 益 1,500,878 21.3 1,612,668 19.3 2,914,831 19.9

返品調整引当金繰入額 20 0.0 － － － －

差引売上総利益 1,500,857 21.3 1,612,668 19.3 2,914,831 19.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,352,486 19.2 1,436,980 17.2 2,751,261 18.8

営　業　利　益 148,370 2.1 175,687 2.1 163,570 1.1

Ⅳ　営 業 外 収 益 ※１ 97,331 1.4 107,837 1.3 258,781 1.8

Ⅴ　営 業 外 費 用 ※２ 1,512 0.0 19,249 0.2 31,231 0.2

経　常　利　益 244,190 3.5 264,275 3.2 391,121 2.7

Ⅵ　特　別　利　益 ※３ 471,890 6.7 17,086 0.2 613,372 4.2

Ⅶ　特　別　損　失 ※４ 1,430,705 20.3 707,555 8.5 4,004,518 27.4

税引前中間(当期)純損
失

714,624 △10.1 426,193 △5.1 3,000,025 △20.5

法人税、住民税及び事
業税

15,140 0.3 16,473 0.2 31,059 0.2

中間(当期)純損失 729,764 △10.4 442,667 △5.3 3,031,084 △20.7

前期繰越利益 330,332 － 330,332

中間(当期)未処理損失 399,432 － 2,700,752
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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

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金
繰越利益剰余
金

平成18年３月31日　残高

（千円）
8,450,002 2,113,973 3,400,000 5,513,973 △2,700,752 △93 11,263,129

中間会計期間中の変動額

資本剰余金の取崩による欠損

填補(注)
－ － △2,700,752 △2,700,752 2,700,752 － －

中間純利益 － － － － △442,667 － △442,667

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）
－ － △2,700,752 △2,700,752 2,258,085 － △442,667

平成18年９月30日　残高

（千円）
8,450,002 2,113,973 699,247 2,813,220 △442,667 △93 10,820,462

評価・換算差額
等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

平成18年３月31日　残高

（千円）
274,739 11,537,869

中間会計期間中の変動額

資本剰余金の取崩による欠損

填補(注)
－ －

中間純利益 － △442,667

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△92,815 △92,815

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△92,815 △535,483

平成18年９月30日　残高

（千円）
181,923 11,002,386

 (注)平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。

－ 6 －



中間財務諸表作成のため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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同　　　左

その他有価証券

時価のあるもの

同　　　左

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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（評価差額は、全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同　　　左

時価のないもの

同　　　左

(2) たな卸資産

商品、製品

移動平均法に基づく原価法

(2) たな卸資産

商品、製品

同　　　左

(2) たな卸資産

商品、製品

同　　　左

仕掛品

個別法に基づく原価法

仕掛品

同　　　左

仕掛品

同　　　左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

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。

なお主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建　物　　　　３～21年

工具器具備品　２～８年

(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以下のとお

りであります。

建　物　　　　２～31年

工具器具備品　２～20年

(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以下のとお

りであります。

建　物　　　　３～21年

工具器具備品　２～20年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、自社利用ソフトウエア

については、社内における利用

可能期間（３年～５年）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．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

て、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) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えて、賞与支給見込額の当中間

会計期間の負担額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同　　　左

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えて、賞与支給見込額のうち当

事業年度の負担額を計上してお

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）

(3) 役員退職慰労引当金

平成17年５月における当社取締

役会において、平成17年３月期

にかかわる第19回定時株主総会

の終結の時をもって役員退職慰

労金制度を廃止し、同日までの

在任期間に対する退職慰労金を

退任の際に支給することが決議

されました。これに伴い同日ま

での在任期間に対応する内規に

基づく要支給額を引当計上して

おります。従って、同日以降の

役員退職慰労引当金の繰入は

行っておりません。

(3) 役員退職慰労引当金

同　　　左

(3) 役員退職慰労引当金

同　　　左

(4) 返品調整引当金

ゲームソフト等の返品による損

失に備えて、タイトル毎の返品

予測高に基づき、返品損失の見

込額を計上しております。

(4) ────────────

 

(4) ────────────

 

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
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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）

５．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

(1) 投資事業組合による持分の会計

処理

当社の出資に関わる投資事業組

合の持分を適正に評価するため

に、当社の出資に関わる投資事

業組合の持分相当額の損益を、

投資有価証券を増減する方法で

投資事業組合投資損失を計上し

ております。また、投資事業組

合が保有するその他有価証券の

評価損益については、投資有価

証券を増減する方法で資本の部

にその他有価証券評価差額金を

計上しております。

(1) 投資事業組合による持分の会計

処理

当社の出資に関わる投資事業組

合の持分を適正に評価するため

に、当社の出資に関わる投資事

業組合の持分相当額の損益を、

投資有価証券を増減する方法で

投資事業組合投資損失を計上し

ております。また、投資事業組

合が保有するその他有価証券の

評価損益については、投資有価

証券を増減する方法で純資産の

部にその他有価証券評価差額金

を計上しております。

(1) 投資事業組合による持分の会計

処理

当社の出資に関わる投資事業組

合の持分を適正に評価するため

に、当社の出資に関わる投資事

業組合の持分相当額の損益を、

投資有価証券を増減する方法で

投資事業組合投資損失を計上し

ております。また、投資事業組

合が保有するその他有価証券の

評価損益については、投資有価

証券を増減する方法で資本の部

にその他有価証券評価差額金を

計上しております。

(2) 匿名組合契約による持分の会計

処理

当社の出資に関わる匿名組合

（レバレッジドリース）の持分

を適正に評価するために、当社

の持分相当額の損益を、出資金

（表示科目は投資その他の資産

の「その他」）から直接控除す

る方法で匿名組合投資利益を計

上しております。

(2) 匿名組合契約による持分の会計

処理

同　　　左

(2) 匿名組合契約による持分の会計

処理

同　　　左

(3) 消費税等の会計処理及び表示

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、その差額

を流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

(3) 消費税等の会計処理及び表示

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、その差額

を流動資産の「その他」に含め

て表示しております。

(3) 消費税等の会計処理及び表示

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。
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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)

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。これにより税引前中間純利益は181,491

千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表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。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額

は11,002,386千円であります。

(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。これにより税引前当期純損失は

220,991千円増加しております。

　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。 

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)

投資事業有限責任組合に対する出資は、従来、投資その他の資産「そ

の他」として計上しておりましたが、「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　平成17年２月15日)が改正されたこ

とに伴い、当中間会計期間において、「投資有価証券」として表示し

ております。

　なお、前中間会計期間末の投資その他の資産「その他」に含まれて

いる投資事業有限責任組合に対する出資は20,182千円であり、当中間

会計期間末の「投資有価証券」に含まれている投資事業有限責任組合

に対する出資は4,713千円であります。

　(中間貸借対照表)

従来、区分掲記しておりました投資その他の資産の「関係会社株式」

（当中間会計期間末469,497千円）は資産総額（負債及び資本の合計

額）の100分の5以下となったため、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しております。
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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）

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）

※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

4,924,382千円 5,720,887千円 5,200,501千円

 ※２　中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。なお、

当中間会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれております。

　受取手形　 19,477千円

　支払手形　228,274千円

 

（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　営業外収益の主な内訳 ※１　営業外収益の主な内訳 ※１　営業外収益の主な内訳

受　取　利　息 2,857千円

匿名組合投資利益 47,068千円

受　取　利　息 4,741千円

受 取 配 当 金 5,855千円

受  取  家  賃 10,846千円

匿名組合投資利益 55,452千円

受　取　利　息 4,180千円

受 取 配 当 金

受  取  家  賃

匿名組合投資利益

為替差益

75,204千円

  15,905千円

98,440千円

35,650千円

※２　営業外費用の主な内訳 ※２　営業外費用の主な内訳 ※２　営業外費用の主な内訳

支　払　利　息   945千円 支　払　利　息 7,467千円 支　払　利　息 2,849千円

※３　特別利益の主な内訳 ※３　特別利益の主な内訳 ※３　特別利益の主な内訳

投資有価証券売却益  458,576千円 投資有価証券売却益 12,754千円 投資有価証券売却益 495,303千円

※４　特別損失の主な内訳 ※４　特別損失の主な内訳 ※４　特別損失の主な内訳

固定資産除却損 47,798千円

（内訳　建物付属設備 28,303千円)

（　　　工具器具備品 14,228千円）

（　　　ソフトウェア  5,267千円）

解　約　損　失 130,000千円

たな卸資産評価損 198,575千円

たな卸資産廃棄損 684,778千円

減　損　損　失 181,491千円

特 別 退 職 金 62,771千円

固定資産除却損 13,774千円

（内訳　工具器具備品 3,802千円)

（　　　車両運搬具  490千円）

（　　　ソフトウェア   9,481千円）

関係会社株式評価損 474,993千円

たな卸資産廃棄損  5,000千円

たな卸資産処分損 43,079千円

減　損　損　失  83,594千円

過年度未払社会保険料 76,220千円

固定資産除却損 126,026千円

（内訳  建        物 32,323千円）

（　　  工具器具備品 75,626千円）

（　　　車両運搬具 492千円）

（　　　ソフトウェア 17,583千円）

関係会社株式評価損 203,516千円

解　約　損　失

たな卸資産評価損

たな卸資産廃棄損

投資有価証券評価損

減　損　損　失

子 会 社 整 理 損 

320,146千円

  644,846千円

1,462,435千円

600,947千円

220,991千円

308,317千円

  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   505,683千円

無形固定資産 47,636千円

有形固定資産 581,205千円

無形固定資産 48,815千円

有形固定資産 1,111,420千円

無形固定資産   91,714千円
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①　有価証券

　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。

10．役員の異動

　該当事項はありません
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