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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 11 月 15 日 

上 場 会 社 名          株式会社アミューズ           上場取引所(所属部) 東京証券取引所第一部 
コ ー ド 番 号             ４３０１                                        
（ＵＲＬ  http://www.amuse.co.jp）                     本社所在都道府県 東京都 
代  表  者 役職名 代表取締役社長        氏名 松﨑 澄夫    
問合せ先責任者 役職名 執行役員(広報宣伝部長)        氏名 久保田 康     ＴＥＬ(０３)５４５７-３３５８ 
中間決算取締役会開催日 平成 18年 11月 15日             配当支払開始日 平成 18年 12月 11日           
単元株制度採用の有無            有(１単元 100 株)  
 
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) 

 営業収入 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 

6,502 （ △6.8）
6,979 （ 54.4）

347  （ －）
△164  （ －）

394  （ －）
△133  （ －）

18 年３月期 17,129      1,520      1,587       
 
 

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 

206  （ －） 
△208  （ －） 

26  67 
△26  88 

18 年３月期 800         100   63 

 
 

 (注) ①期中平均株式数 18 年９月中間期 7,751,628 株 17 年９月中間期 7,752,390 株 18 年３月期 7,752,215 株 

②会計処理の方法の変更  無 

③営業収入、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                                 (百万円未満切捨) 
 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 

14,342   
13,292   

9,708  
8,734  

67.7  
65.7  

1,252  47
1,126  70

18 年３月期   13,057   9,711  74.4  1,250  26
 (注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 7,751,585 株  17 年９月中間期 7,752,240 株  18 年３月期 7,751,880 株                   
   ②期末自己株式数  18 年９月中間期   8,215 株 17 年９月中間期   7,560 株 18 年３月期   7,920 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） 

 
営 業 収 入 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 13,950   1,000  520  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  67 円 08 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 

18 年３月期 10.00 10.00 20.00 

19 年３月期（実績） 10.00 － 

19 年３月期（予想） － 10.00 
20.00 

 

 

 

※上記業績予想につきましては、当企業グループが本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものでありま 
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。業績予想に関する記載は、平成19 
年３月期中間決算短信（連結）添付資料の11ページ「(3) 通期の業績見通し」をご参照ください。 
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（添付資料） 

５.中間財務諸表等 

（1）中間財務諸表 

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） 

増減 
区分 

金 額（千円）
構成比

（％）
金 額（千円）

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比

（％） 
金 額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

  現金及び預金 1,949,569 1,014,270 1,370,111  △355,840

  営業未収入金 1,619,518 1,961,573 1,613,796  347,777

  たな卸資産 1,405,889 2,137,396 1,121,713  1,015,683

  短期貸付金 3,149,194 4,240,176 4,142,472  97,703

  その他         ※3 421,418 381,659 248,691  132,967

  貸倒引当金 △ 155,326 △ 159,763 △157,924  △1,839

 流動資産合計 8,390,264 63.1 9,575,314 66.8 8,338,862 63.9 1,236,451

Ⅱ 固定資産      

  有形固定資産      

   建物         ※1 619,810 606,617 598,868  7,748

   土地   1,105,587 1,093,612 1,093,612  －

   その他        ※1 96,552 71,584 80,536  △8,952

  有形固定資産合計 1,821,950 13.7 1,771,814 12.3 1,773,018 13.6 △1,203

  無形固定資産 91,170 0.7 160,192 1.1 106,789 0.8 53,402

  投資その他の資産      

   投資有価証券 1,088,507 1,058,666 1,214,094  △155,428

   関係会社株式 1,000,784 1,000,784 1,000,784  －

   その他 1,057,186 968,771 815,098  153,672

   貸倒引当金 △ 157,844 △ 192,753 △191,306  △1,447

  投資その他の資産合計 2,988,633 22.5 2,835,467 19.8 2,838,671 21.7 △3,203

 固定資産合計 4,901,754 36.9 4,767,474 33.2 4,718,479 36.1 48,995

 資産合計 13,292,019 100.0 14,342,788 100.0 13,057,341 100.0 1,285,447

（注）増減は、当中間会計期間末と前事業年度の要約貸借対照表との比較で表示しております。 
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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） 

増減 
区分 

金 額（千円）
構成比

（％）
金 額（千円）

構成比

（％）
金 額（千円） 

構成比 

（％） 
金 額（千円）

（負債の部） 
          

Ⅰ 流動負債           

  営業未払金 2,904,532   2,723,459   1,522,528  1,200,930

  短期借入金  500,000   500,000   －  500,000

  その他         ※3 348,721   526,216   980,193  △453,976

 流動負債合計 3,753,254 28.2 3,749,676 26.1 2,502,722 19.2 1,246,954

Ⅱ 固定負債           

  退職給付引当金 426,241   484,607   450,308  34,299

  役員退職慰労引当金 376,928   398,878   391,562  7,316

  その他 1,110   994   854  140

 固定負債合計 804,280 6.1 884,479 6.2 842,724 6.4 41,755

 負債合計 4,557,534 34.3 4,634,156 32.3 3,345,446 25.6 1,288,710

（資本の部）           

Ⅰ 資本金 1,587,825 11.9 － － 1,587,825 12.1 －

Ⅱ 資本剰余金      

  資本準備金 1,694,890 － 1,694,890  －

  資本剰余金合計 1,694,890 12.8 － － 1,694,890 13.0 －

Ⅲ 利益剰余金      

  利益準備金 4,033 － 4,033  －

  任意積立金 4,600,164 － 4,600,164  －

  中間（当期）未処分利益 600,417 － 1,531,341  －

 利益剰余金合計 5,204,614 39.1 － － 6,135,538 47.0 －

Ⅳ その他有価証券評価差額金 262,130 2.0 － － 309,677 2.4 －

Ⅴ 自己株式 △ 14,975 △0.1 － － △16,035 △0.1 －

 資本合計 8,734,484 65.7 － － 9,711,895 74.4 －

 負債資本合計 13,292,019 100.0 － － 13,057,341 100.0 －

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本    

 1 資本金 － － 1,587,825 11.1 － － －

 2 資本剰余金    

    資本準備金 － 1,694,890 －  －

  資本剰余金合計 － － 1,694,890 11.8 － － －

 3 利益剰余金    

  (1) 利益準備金 － 4,033 －  －

   (2) その他利益剰余金    

    別途積立金 － 5,200,164 －  －

    繰越利益剰余金 － 1,040,565 －  －

  利益剰余金合計 － － 6,244,762 43.5 － － －

 4 自己株式 － － △16,843 △0.1 － － －

  株主資本合計 － － 9,510,633 66.3 － － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

   その他有価証券評価差額金 － 197,998 －  

  評価・換算差額等合計 － － 197,998 1.4 － － －

 純資産合計 － － 9,708,632 67.7 － － －

 負債純資産合計 － － 14,342,788 100.0 － － －

（注）増減は、当中間会計期間末と前事業年度の要約貸借対照表との比較で表示しております。 
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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）

増減 

（参考）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 

金 額（千円） 
百分比

（％）
金 額（千円）

百分比

（％）
金 額（千円）

増減率

（％） 
金 額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ 営業収入 6,979,811 100.0 6,502,885 100.0 △476,925 △6.8 17,129,882 100.0

Ⅱ 営業原価 6,305,936 90.3 5,390,873 82.9 △915,063 △14.5 14,008,188 81.8

 営業総利益 673,874 9.7 1,112,011 17.1 438,137 65.0 3,121,693 18.2

   

Ⅲ 販売費及び一般管理費 838,652 12.1 764,871 11.8 △73,781 △8.8 1,600,757 9.3

 営業利益（△損失） △ 164,778 △2.4 347,140 5.3 511,918 － 1,520,936 8.9

         

Ⅳ 営業外収益        ※１ 44,818 0.7 58,237 0.9 13,418 29.9 93,924 0.6

Ⅴ 営業外費用        ※２ 13,999 0.2 11,098 0.1 △2,900 △20.7 27,738 0.2

 経常利益（△損失） △ 133,958 △1.9 394,279 6.1 528,237 － 1,587,122 9.3

   

Ⅵ 特別利益 59,541 0.8 － － △59,541 － 59,541 0.4

Ⅶ 特別損失       ※３,４ 233,293 3.3 18,875 0.3 △214,417 △91.9 233,293 1.4

 税引前中間（当期）純利益 

 （△損失） 
△ 307,710 △4.4 375,403 5.8 683,113 －  1,413,370 8.3

  法人税、住民税及び事業税 12,261 0.2 134,428 2.1 122,166 996.3 660,415 3.8

  法人税等調整額 △ 111,606 △1.6 34,235 0.5 145,841 － △47,125 △0.2

  中間（当期）純利益（△損失） △ 208,365 △3.0 206,739 3.2 415,105 － 800,080 4.7

  前期繰越利益 808,783 － －  808,783

  中間配当額 － － －  77,522

 中間（当期）未処分利益 600,417 － －  1,531,341

（注）増減は、当中間会計期間と前中間会計期間との比較で表示しております。 
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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）  

（単位：千円） 

株 主 資 本 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

    

資本金 
資本 

準備金 

利益 

準備金 別途積立金
繰越利益

剰余金 

 

自己 

株式 

 

株主資 

本合計 

平成 18 年３月 31 日  残高 1,587,825 1,694,890 4,033 4,600,164 1,531,341 △16,035 9,402,218 

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て（注）  600,000 △600,000  － 

剰余金の配当   （注）  △77,518  △77,518 

役員賞与     （注）  △19,997  △19,997 

中間純利益  206,739  206,739 

自己株式の取得  △808 △808 

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 － － － 600,000 △490,776 △808 108,415 

平成 18 年９月 30 日  残高 1,587,825 1,694,890 4,033 5,200,164 1,040,565 △16,843 9,510,633 

 

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 309,677 309,677 9,711,895

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立て（注）  －

剰余金の配当   （注）  △77,518

役員賞与     （注）  △19,997

中間純利益  206,739

自己株式の取得  △808

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
△111,678 △111,678 △111,678

中間会計期間中の変動額合計 △111,678 △111,678 △3,262

平成 18 年９月 30 日  残高 197,998 197,998 9,708,632

（注）平成 18 年６月 25 日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 1. 資産の評価基準及び評

価方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法 同 左 同 左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 ①時価のあるもの ①時価のあるもの ①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

法により算定している） 

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

平均法により算定してい

る） 

決算期末日の市場価格等

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

均法により算定している）

 ②時価のないもの ②時価のないもの ②時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同 左 同 左 

 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

 商品 商品 商品 

 総平均法による原価法 同 左 同 左 

 製品及び仕掛品 製品及び仕掛品 製品及び仕掛品 

 個別法による原価法 

なお、映像作品については、

営業収入(映画配給、ビデオ・

ＤＶＤ販売、ＴＶ番組販売収入

等)ごとに過去の販売実績を基

礎とする販売見込額により原

価を区分し、その販売区分ごと

の収益計上時に一括償却する

方法によっております。 

同 左 

 

同 左 

 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法 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） 

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 

 建物 建物 建物 

 定額法 同 左 同 左 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  

 
建物 ８～50年

  

   

 
その他の資産 その他の資産 その他の資産 

 定率法 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 

 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 

同 左 同 左 

 (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 

 均等償却 同 左 同 左 

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 

  売上債権等の貸倒れによる

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、貸倒懸念債権等の特定債

権については個別に回収可能

性を検討して、回収不能見込

額を計上しております。 

同 左 同 左 

 (2) 退職給付引当金 (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、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

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

退職給付債務の見込額に基づ

き、計上しております。 

 (3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規による中間

期末要支給額を計上しており

ます。 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規による中間

期末要支給額を計上しており

ましたが、平成18年５月に当

社取締役会で、役員退職慰労

金制度の廃止を決議し、６月

の定時株主総会で、その廃止

に伴う打切り支給が決議され

たことにより、平成18年６月

末の要支給額を計上しており

ます。 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規による期末

要支給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） 

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（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。 

   消費税等の会計処理 

同 左 

   消費税等の会計処理 

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。これにより税引

前中間純損失は233,293千円増加しており

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。 

  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233,293千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 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」（企業会計基準委員会 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。 

 これによる損益にあたえる影響はありま

せん。なお、従来の資本の部に該当する金

額は9,708,632千円であります。 

 また、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。 

 

 

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．従来、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「投資有価証券」は、資産総額の

5/100を超えたため、区分掲記しております。 

  なお、前中間会計期間末における「投資有価証 

 券」の金額は、417,392千円であります。 
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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 

452,541千円 475,069,千円 461,492千円

 2.保証債務  2.保証債務  2.保証債務 

 下記の会社の金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

 下記の会社の金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

 下記の会社の金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っております。 
 

㈱アミューズシネカノ
ン 

365,648千円 

計 365,648 〃 
  

 
㈱アミューズシネカノ
ン 

314,962千円

計 314,962 〃
  

 
㈱アミューズシネカノ
ン 

339,092千円

計 339,092 〃
  

※3.消費税等の取扱い ※3.消費税等の取扱い ※3.     ――――― 

 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。 

 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

資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

4.当社は、運転資金の効率かつ安定的な

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。これら契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

4.当社は、今後の事業展開に備え、機動

的な運転資金の調達を図るため、取引銀

行４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。これら

契約に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高等は次のとおりであります。 

4.当社は、今後の事業展開に備え、機動的

な運転資金の調達を図るため、取引銀行４

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。これら契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残高等

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 

2,000,000千円 

借入実行残高 500,000 〃 

  差引額 1,500,000 〃 
  

 
当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額

2,000,000千円

借入実行残高 500,000 〃

  差引額 1,500,000 〃
  

 
当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額 

2,000,000千円

借入実行残高 － 〃

  差引額 2,000,000 〃
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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 21,423千円 

受取配当金 14,685 〃 

受取手数料 1,982 〃 
  

 
受取利息 31,321千円

受取配当金 14,830 〃

為替差益 6,239 〃
  

 
受取利息 46,083千円

受取配当金 26,978 〃

受取手数料 3,614 〃
 

※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 3,774千円 

支払手数料 8,524 〃 
  

 
支払利息 6,151千円

支払手数料 4,890 〃
  

 
支払利息 5,609千円

支払手数料 19,831千円
   

※3．特別損失のうち主要なもの 

減損損失 233,293千円 

      

※3．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 10,139千円

投資有価証券評価損 8,736 〃
 

※3．特別損失のうち主要なもの 

減損損失 233,293千円

      

※4．減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上い

たしました。 

※4．    ――――― ※4．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上

いたしました。 
 

場所 用途 種類 

東京都   

世田谷区 

将来売却目

的 

建物、土地、借

地権 

中国    

（北京） 
賃貸 建物 

当社は、当社の事業区分（アーティス
トマネージメント事業、メディアビジュ
アル事業、コンテンツ事業）を基礎とし
て資産のグルーピングを実施しており
ます。 

その結果、一部の賃貸資産及び売却予
定の資産について市場価額の著しい下
落や、賃貸相場の低迷等により、資産の
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を特別損失に減損損失
(233,293千円)として計上いたしまし
た。 

その内訳は、建物66,579千円、土地
20,524千円、借地権146,188千円であり
ます。 

なお、回収可能価額の測定につきま
しては、売却予定及び賃貸資産は正味売
却価額により測定しており、「不動産鑑
定評価基準」及び販売予定見込額に基づ
き評価しております。 

 

 
 

場所 用途 種類 

東京都   

世田谷区 

将来売却目

的 

建物、土地、借

地権 

中国    

（北京） 
賃貸 建物 

当社は、当社の事業区分（アーティス
トマネージメント事業、メディアビジュ
アル事業、コンテンツ事業）を基礎とし
て資産のグルーピングを実施しており
ます。 

その結果、一部の賃貸資産及び売却予
定の資産について市場価額の著しい下
落や、賃貸相場の低迷等により、資産の
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を特別損失に減損損失
(233,293千円)として計上いたしまし
た。 
その内訳は、建物66,579千円、土地

20,524千円、借地権146,188千円であり
ます。 

なお、回収可能価額の測定につきまし
ては、売却予定及び賃貸資産は正味売却
価額により測定しており、「不動産鑑定
評価基準」及び販売予定見込額に基づき
評価しております。 

 

 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 33,653千円 

無形固定資産 11,536 〃 
  

 
有形固定資産 25,933千円

無形固定資産 12,684 〃
  

 
有形固定資産 65,559千円

無形固定資産 24,600 〃
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 (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 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式 （注） 7,920 295 － 8,215 

合計 7,920 295 － 8,215 

（注）当中間会計期間増加株式数の内訳は、単元未満株式の取得によるものであります。 

 

（リース取引関係） 

   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、当中間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 1,126.70円 

１株当たり中間純損失
金額 

26.88円 

  

 

１株当たり純資産額 1,252.47円

１株当たり中間純利益
金額 

26.67円

  

 

１株当たり純資産額 1,250.26円

１株当たり当期純利益
金額 

100.63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、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

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

在株式が存在しないため記載して

おりません。 

   

 

(注)１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失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）

 中間（当期）純利益（△損失）

（千円） 
△208,365 206,739 800,080

 普通株主に帰属しない 

金額（千円） 
－ － 19,997

 （うち利益処分による役員賞

与）（千円） 
－ － (19,997)

 普通株式に係る中間 

（当期）純利益（△損失） 

（千円） 

△208,365 206,739 780,083

 普通株式の期中平均株式数

（株） 
7,752,390 7,751,628 7,752,215

 

 

（重要な後発事象） 

  

（前中間会計期間） 

該当事項はありません。 

 

（当中間会計期間） 

 該当事項はありません。 

 

（前事業年度） 

 該当事項はありません。 


