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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 （百万円未満切捨て）

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 30,885 (0.5) 1,469 (△13.4) 1,898 (8.6)

17年9月中間期 30,725 (△0.7) 1,697 (－) 1,748 (－)

18年3月期 61,366 (△1.8) 2,243 (△13.7) 2,668 (△13.9)

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 1,075 (46.1) 7,457 77

17年9月中間期 736 (－) 5,104 59

18年3月期 1,440 (△29.1) 9,988 91

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 144,222株 17年９月中間期 144,222株 18年３月期 144,222株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、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 35,502 11,723 33.0 81,289 63

17年9月中間期 38,520 10,036 26.0 69,591 36

18年3月期 38,438 10,723 27.9 74,355 86

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 144,222株 17年9月中間期 144,222株 18年3月期 144,222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）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 61,800 2,700 1,470

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 　10,192円  62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 － － － 3,000.00 － 3,000.00

19年3月期（実績） － － － － － －

19年3月期（予想） － － － 2,000.00 － 2,000.00

 

 

※　上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異な

る結果となる可能性があります。上記の予想に関する事項については、添付資料11頁の「３．経営成績及び財政状態

②通期の見通し」をご覧下さい。
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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
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   6,123   4,428   3,688  

２　売掛金   1,808   1,772   1,596  

３　番組勘定   13,566   11,951   13,771  

４　貯蔵品   416   421   455  

５　前渡金   367   45   812  

６　その他   958   990   2,082  

貸倒引当金   △81   △74   △71  

流動資産合計   23,160 60.1  19,535 55.0  22,334 58.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※1,2          

(1）放送衛星   1,396   811   1,103  

(2）建物   1,947   1,946   1,867  

(3）構築物   28   24   25  

(4）機械及び装置   889   1,817   1,735  

(5）その他   79   319   276  

有形固定資産合計   4,340 11.3  4,919 13.9  5,009 13.0

２　無形固定資産           

(1）借地権   5,011   5,011   5,011  

(2）ソフトウェア   585   723   652  

(3）その他   61   52   57  

無形固定資産合計   5,658 14.7  5,787 16.3  5,720 14.9

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   800   667   819  

(2）関係会社株式   4,035   4,089   4,089  

(3）関係会社長期貸
付金

  －   925   925  

(4）その他   1,288   1,230   458  

貸倒引当金   △764   △1,653   △918  

投資その他の資産
合計

  5,360 13.9  5,259 14.8  5,373 14.0

固定資産合計   15,359 39.9  15,966 45.0  16,104 41.9

資産合計   38,520 100.0  35,502 100.0  38,438 100.0
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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
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   8,404   7,660   8,506  

２　１年以内返済予定
の長期借入金

※２  1,000   2,600   1,000  

３　未払費用   2,543   2,260   2,949  

４　前受収益   9,796   8,089   9,118  

５　賞与引当金   51   51   51  

６　その他 ※３  2,119   1,684   2,301  

流動負債合計   23,915 62.1  22,345 63.0  23,928 62.3

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２  2,600   －   2,100  

２　長期未払金   874   267   581  

３　退職給付引当金   756   813   790  

４　役員退職慰労引当
金

  178   202   204  

５　その他   157   149   110  

固定負債合計   4,567 11.9  1,433 4.0  3,786 9.8

負債合計   28,483 74.0  23,778 67.0  27,714 72.1
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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
要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,000 13.0  － －  5,000 13.0

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金   2,601   －   2,601  

２　その他資本剰余金           

減資差益   136   －   136  

資本剰余金合計   2,738 7.1  － －  2,738 7.1

Ⅲ　利益剰余金           

１　任意積立金   1,000   －   1,000  

２　中間（当期）未処
分利益

  1,478   －   2,182  

利益剰余金合計   2,478 6.4  － －  3,182 8.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  △180 △0.5  － －  △197 △0.5

資本合計   10,036 26.0  － －  10,723 27.9

負債及び資本合計   38,520 100.0  － －  38,438 100.0

           

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 5,000 14.1  － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  －  2,601  －

(2）その他資本剰余
金

     

減資差益  －  136   －  

資本剰余金合計   － 2,738 7.7  －

３　利益剰余金    

(1）任意積立金       

別途積立金   －  1,700  －

(2）その他利益剰余
金

      

繰越利益剰余金   －   2,125  －  

利益剰余金合計   － －  3,825 10.8  － －

株主資本合計   － －  11,564 32.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評
価差額金

 －  △310   －  

２　繰延ヘッジ損益  －  469   －  

評価・換算差額等
合計

 － － 159 0.4  － －

純資産合計  － － 11,723 33.0  － －

負債、純資産合計  － － 35,502 100.0  － －
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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
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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益  30,725 100.0 30,885 100.0 61,366 100.0

Ⅱ　営業費用        

１　事業費  18,320  18,871  37,957 61.8

２　販売費及び一般管
理費

 10,708  10,544  21,166 34.5

計  29,028 94.5 29,415 95.2 59,123 96.3

営業利益  1,697 5.5 1,469 4.8 2,243 3.7

Ⅲ　営業外収益        

１　受取利息  32  55  75  

２　為替差益  82  384  470  

３　その他  30  30  39  

計  145 0.5 470 1.5 585 1.0

Ⅳ　営業外費用        

１　支払利息  57  30  96  

２　支払手数料  19  7  36  

３　その他  16  3  26  

計  93 0.3 41 0.2 159 0.3

経常利益  1,748 5.7 1,898 6.1 2,668 4.4

Ⅴ　特別利益 ※２ － － － － 6 0.0

Ⅵ　特別損失 ※3,4 1,006 3.3 815 2.6 1,222 2.0

税引前中間（当
期）純利益

 742 2.4 1,083 3.5 1,452 2.4

法人税、住民税及
び事業税

 6 0.0 7 0.0 11 0.1

中間（当期）純利
益

 736 2.4 1,075 3.5 1,440 2.3

前期繰越利益  742  －  742  

中間（当期）未処
分利益

 1,478  －  2,182  
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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

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

任意積立金
その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

減資差益 別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日残高 （百万円） 5,000 2,601 136 2,738 1,000 2,182 3,182 10,921

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て － － － － 700 △700 － －

剰余金の配当 － － － － － △432 △432 △432

中間純利益 － － － － － 1,075 1,075 1,075

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

　　　　　　　　　　（百万円）
－ － － － 700 △57 642 642

平成18年９月30日残高（百万円） 5,000 2,601 136 2,738 1,700 2,125 3,825 11,564

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高 (百万円） △197 － △197 10,723

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て － － － －

剰余金の配当 － － － △432

中間純利益 － － － 1,075

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△112 469 357 357

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　    　（百万円）
△112 469 357 1,000

平成18年９月30日残高（百万円） △310 469 159 11,723
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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

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）たな卸資産 番組勘定　個別法にもとづく原価法

によっております。

同左 同左

 貯蔵品　　先入先出法にもとづく原

価法によっております。

  

(2）有価証券

 

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。

子会社株式及び関連会社株式

同左

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

中間決算日の市場価格等にもと

づく時価法によっております。

（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

平均法により算定）

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もと

づく時価法によっております。

（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

動平均法により算定）

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

価法によっております。（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

により算定）

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法によっ

ております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

   

(1）有形固定資産 放送衛星、機械及び装置は定額法、

その他は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

の建物（建物附属設備は除く）は定

額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。

放送衛星、機械及び装置は定額法、

その他は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

の建物（建物附属設備は除く）は定

額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。

同左

 

 放送衛星 10年

建物 ３～50年

構築物 10～25年

機械及び装置 ６年

その他 ２～20年

放送衛星 10年

建物 ３～50年

構築物 10～25年

機械及び装置 ２～６年

その他　　　　

　　　　　　　

３～20年

  

  

  

  

　　　　　　　

　　

 

(2）無形固定資産 映画は定率法、その他は定額法に

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。

同左 

 

同左

 映画 ２年

自社利用のソフ

トウェア
５年

その他 20年
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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　引当金の計上基準    

(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検討し、

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 従業員の賞与の支払に備えて支給見

込額のうち当中間会計期間の負担額

を計上しております。

同左 従業員の賞与の支払に備えて支給見

込額のうち当事業年度の負担額を計

上しております。

(3）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えて、中間期

末自己都合要支給額を計上しており

ます。

同左 従業員の退職給付に備えて、期末自

己都合要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えて役

員退職慰労金規程にもとづく中間期

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払に備えて役

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　外貨建ての資産及び負債

の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

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、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　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 繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約等が付されている外

貨建金銭債権債務等については、振

当処理を行っております。

同左

 

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段

デリバティブ取引（為替予約取引

等）

ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務

同左

 

同左

(3）ヘッジ方針 為替リスクのあるものについては、

為替予約等により、為替リスクを

ヘッジすることを基本としておりま

す。

同左 同左

(4）ヘッジ有効性評価の方

法

各取引ごとにヘッジの有効性の評価

を行うことを原則としておりますが、

高い有効性があるとみなされる場合

には、有効性の評価を省略しており

ます。

同左 同左

(5）その他のリスク管理方

法のうちヘッジ会計に

係るもの

取引の実行及び管理は「経理規程」

に従い、担当役員の承認を得て資金

担当部門にて行っております。

同左 同左

７　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。 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）

当中間会計期間から「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

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が264百

万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当

該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11,253百万円であります。

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。

（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」

（企業会計基準委員会　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が264百

万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

表等規則に基づき当該各資産の金額か

ら直接控除しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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

11,125百万円 12,205百万円 11,787百万円

※２　担保資産    

(1）担保に供している資

産

建物 1,803百万円

機械及び装置 791百万円

工具器具備品 37百万円

建物 1,816百万円

機械及び装置 1,727百万円

工具器具備品 91百万円

建物 1,732百万円

機械及び装置 1,633百万円

工具器具備品 64百万円

 なお、上記の他、放送衛星

（BSAT-1a）の保険金請求権に対し、

質権設定しております。

なお、上記の他、放送衛星

（BSAT-1a）の保険金請求権に対し、

質権設定しております。

なお、上記の他、放送衛星

（BSAT-1a）の保険金請求権に対し、

質権設定しております。

(2）上記に対応する債務

額

１年以内返済予

定の長期借入金
1,000百万円

長期借入金 2,600百万円

１年以内返済予

定の長期借入金
2,600百万円

  

１年以内返済予

定の長期借入金
1,000百万円

長期借入金 2,100百万円

※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

殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

同左 ─────

４　保証債務

 

金融機関からの借入金に対する保証

債務

関係会社

金融機関からの借入金に対する保証

債務

関係会社

金融機関からの借入金に対する保証

債務

関係会社

 ㈱放送衛星シス

テム
2,810百万円

㈱放送衛星シス

テム
2,129百万円

㈱放送衛星シス

テム
2,420百万円

（中間損益計算書関係）

 

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　減価償却実施額 有形固定資産 473百万円

無形固定資産 259百万円

有形固定資産 737百万円

無形固定資産 40百万円

有形固定資産 1,152百万円

無形固定資産 436百万円

※２　特別利益のうち主要な

もの

───── ───── 投資有価証券売却

益
6百万円

※３　特別損失のうち主要な

もの

固定資産除却損 6百万円

減損損失 264百万円

投資有価証券評価損 41百万円

関係会社貸倒引当金

繰入額
694百万円

固定資産除却損 42百万円

投資有価証券評価損 38百万円

貸倒引当金繰入額 735百万円

 

上記貸倒引当金繰入額は、ソフト

ウェア開発委託先への長期未収入

金に対するものです。

固定資産除却損 26百万円

投資有価証券評価損 82百万円

減損損失 264百万円

関係会社貸倒引当金

繰入額
848百万円
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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　減損損失 当社は、全体として放送事業を行っ

ており、当社が行う事業に係わる全

ての設備を一つの資産グループとし

ております。

放送事業に係わる設備のうち、CS放

送PPV設備については、当中間会計

期間に将来の利用見込みがなくなっ

たため、当該資産の帳簿価額を回収

可能額まで減額し、減損損失（197

百万円）として計上いたしました。

その内訳は、リース資産197百万円

です。

また、放送事業に係わる設備のうち、

BSデジタルラジオ設備については、

当中間会計期間末にその放送の終了

を決定し、当該資産の帳簿価額を回

収可能額まで減額し、減損損失（67

百万円）として計上いたしました。

その内訳は、リース資産62百万円、

建物１百万円、機械及び装置４百万

円です。

────────

 

 

 

当社は、全体として放送事業を行っ

ており、当社が行う事業に係わる全

ての設備を一つの資産グループとし

ております。

放送事業に係わる設備のうち、CS放

送PPV設備については、当事業年度

に将来の利用見込みがなくなったた

め、当該資産の帳簿価額を回収可能

額まで減額し、減損損失

（197百万円）として計上いたしま

した。その内訳は、リース資産197

百万円です。

また、放送事業に係わる設備のうち、

BSデジタルラジオ設備については、

当事業年度にその放送終了を決定し、

当該資産の帳簿価額を回収可能額ま

で減額し、減損損失（67百万円）と

して計上いたしました。その内訳は、

リース資産62百万円、建物０百万円、

機械及び装置４百万円です。

 場所 用途 種類

設備委託先
（東京都品川
区）

CS放送
PPV設備

リース資産

放送センター
（東京都江東
区）

BSデジタル
ラジオ設備

リース資産

放送センター
（東京都江東
区）

BSデジタル
ラジオ設備

建物

放送センター
（東京都江東
区）

BSデジタル
ラジオ設備

機械及び装
置

場所 用途 種類

設備委託先
（東京都品川
区）

CS放送
PPV設備

リース資産

放送センター
（東京都江東
区）

BSデジタル
ラジオ設備

リース資産

放送センター
（東京都江東
区）

BSデジタル
ラジオ設備

建物

放送センター
（東京都江東
区）

BSデジタル
ラジオ設備

機械及び装
置

 なお、上記設備の回収可能額は正味

売却価額によっておりますが、有償

での売却可能性は無いものと評価し

ております。

なお、上記設備の回収可能価額は正

味売却価額によっておりますが、有

償での売却可能性は無いものと評価

しております。

 

  （リース取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。
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（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係会社株式に時価のあるものはあり

ません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（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）

　該当事項はありません。

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）

　当社は、平成18年10月25日開催の取締役会において、東経110度ＣＳデジタル事業の撤退及び連結子会社である

㈱ＣＳ－ＷＯＷＯＷの解散を決議いたしました。

1.理由

　東経110度ＣＳデジタル事業は現状、依然として厳しい環境が続いており、今後も事業好転の可能性が乏しいこ

と及び今後当社はあらゆる伝送路に対してコンテンツを提供して行くことを戦略の一つとしていることから、プ

ラットフォームの運営を中心としている当該事業から撤退すべきと判断し、併せて、東経110度ＣＳを利用したデ

ジタル放送の委託放送事業を行っている㈱ＣＳ－ＷＯＷＯＷを解散することを決定いたしました。

2.当該子会社の名称等

　①当該子会社の名称　　　　株式会社　ＣＳ－ＷＯＷＯＷ

　②事業内容　　　　　　　　東経１１０度ＣＳを利用したデジタル放送の委託放送

　③持分比率　　　　　　　　94.33％

3.解散時期　　　　　　　　　平成18年12月26日開催予定の臨時株主総会にて決議を予定しております。

　　　　　　　　　　　　　　解散日　　平成18年12月31日（予定）

　　　　　　　　　　　　　　清算結了　平成19年 3月16日（予定）

4.当該子会社の状況　　　　　平成18年9月30日現在の負債総額は929百万円

5.当該解散による損失見込額　事業撤退、解散による損失は438百万円の発生を見込んでおります。

6.当該解散が営業活動等へ及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　ＣＳ110度事業からの撤退及び㈱ＣＳ－ＷＯＷＯＷの解散により、上記5の損失発

　　　　　　　　　　　　　　生があるものの、営業活動等への影響は軽微と判断しております。

　　　　　　　　　　　　　

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

－ 43 －




