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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 ＧＤＨ  上 場 取 引 所 東証マザーズ 

コ ー ド 番 号 3755  本 社 所 在 都 道 府 県 東京都 

(URL http://www.gdh.co.jp/)    

代 表 者 

問 合 せ 責 任 者 

役職名 代表取締役社長     氏 名 石川 真一郎 

役職名 執行役員副社長兼ＣＦＯ 氏 名 後藤 文明  ＴＥＬ 03-5358-1923

中間決算取締役会開催日 平成18年11月15日  中 間 配 当 制 度 の 有 無 有 

中 間 配 当 支 払 開 始 日 平成－年－月－日  単元株制度の採用の有無 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 (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 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 2,868 59.0 △286 － △290 － 

17年９月中間期 1,803 8.3 123 △39.2 149 △27.5 

18年３月期 3,846 (5.5) 194 (△33.6) 211 (△20.6) 

 

 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 △296 (－) △5,911     01 

17年９月中間期 86 (△23.2) 1,750     25 

18年３月期 123 (△24.3) 2,497     75 

 (注) ① 期中平均株式数 18年9月中間期  50,146株   17年9月中間期  49,177株   18年3月期  49,450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)純利益におけるﾊﾟｰｾﾝﾄ表示は、対前年中間期増減率であります。 
 
(2) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 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 10,315 2,766 26.8 55,057 76

17年９月中間期 8,066 2,973 36.9 60,232 10

18年３月期 9,676 3,054 31.6 61,107 15

 (注) ① 期末発行済株式数 18年9月中間期  50,196株  17年9月中間期   49,368株  18年3月期   49,984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 4,500 △820 △820 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  △16,335円 96銭 
    ※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素

を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 
３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間 期末 年間 

平成18年３月期 ０ ０ ０

平成19年３月期（実績） ― ―

平成19年３月期（予想） ０ ０
０
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３．中間財務諸表 

（1）中間貸借対照表 

  前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (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   773,566 456,266  725,087

 ２ 売掛金   1,341,337 1,312,116  1,451,573

 ３ たな卸資産   241,140 530,937  306,124

 ４ 未収入金   － 573,750  7,519

 ５ その他 ※４   239,121 883,364  584,222

   流動資産合計   2,595,165 32.2 3,756,435 36.4  3,074,526 31.8

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１  46,226 0.6 48,504 0.5  53,776 0.6

 ２ 無形固定資産    

  (1) コンテンツ版権   920,899 1,275,715  929,204

  (2) コンテンツ版権 

        仮勘定 
  938,183 1,127,978  1,436,984

  (3) その他 ※２  71,747 57,835  65,377

   無形固定資産合計   1,930,829 23.9 2,461,529 23.9  2,431,566 25.1

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券   － 543,323  504,857

  (2) 関係会社株式   2,803,600 3,174,825  3,164,825

  (3) その他   690,776 330,552  447,383

   投資その他の資産 

   合計 
  3,494,376 43.3 4,048,702 39.2  4,117,066 42.5

   固定資産合計   5,471,433 67.8 6,558,735 63.6  6,602,409 68.2

   資産合計   8,066,598 100.0 10,315,171 100.0  9,676,936 100.0
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  前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (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   129,162 381,378  184,238

 ２ 短期借入金   1,490,000 1,434,000  2,500,000

 ３ 一年以内返済予定 

    長期借入金 
※２  722,260 1,128,160  828,260

 ４ 一年以内償還予定社債   120,000 －  60,000

 ５ 未払金   891,075 1,389,492  815,627

 ６ その他   358,521 201,788  235,770

   流動負債合計   3,711,019 46.0 4,534,819 44.0  4,623,896 47.8

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※２  1,382,040 3,014,180  1,998,660

   固定負債合計   1,382,040 17.1 3,014,180 29.2  1,998,660 20.6

   負債合計   5,093,059 63.1 7,548,999 73.2  6,622,556 68.4

    (資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,338,179 16.6 － －  1,353,948 14.0

Ⅱ 資本剰余金    

      資本準備金  1,379,329 － 1,395,098 

      資本剰余金合計   1,379,329 17.1 － －  1,395,098 14.5

Ⅲ 利益剰余金    

      中間（当期） 

      未処分利益 
 264,959 － 302,400 

      利益剰余金合計   264,959 3.3 － －  302,400 3.1

Ⅳ その他有価証券 

    評価差額金 
  △8,930 △0.1 － －  2,931 0.0

   資本合計   2,973,538 36.9 － －  3,054,379 31.6

   負債資本合計   8,066,598 100.0 － －  9,676,936 100.0

    (純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   － － 1,360,808 13.2  － －

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  － 1,401,958 － 

資本剰余金合計   － － 1,401,958 13.6  － －

 ３ 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

     繰越利益剰余金  － 5,987 － 

  利益剰余金合計   － － 5,987 0.0  － －

株主資本合計   － － 2,768,754 26.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券 

評価差額金 
  － － △5,075 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   － － △5,075 △0.0  － －
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  前中間会計期間末 当中間会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (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

(％)

Ⅲ 新株予約権   － － 2,492 0.0  － －

純資産合計   － － 2,766,171 26.8  － －

負債及び純資産合計   － － 10,315,171 100.0  － －
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（2）中間損益計算書 

  前中間会計期間 当中間会計期間 
前事業年度 

要約損益計算書 

  
(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

(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   1,803,688 100.0 2,868,257 100.0  3,846,012 100.0

Ⅱ 売上原価   1,078,811 59.8 2,400,447 83.7  2,400,391 62.4

   売上総利益   724,877 40.2 467,810 16.3  1,445,621 37.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４  601,667 33.4 754,006 26.3  1,251,118 32.5

   営業利益又は 

営業損失（△） 
  123,209 6.8 △286,196 △10.0  194,502 5.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  38,848 2.2 34,479 1.2  55,901 1.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  12,191 0.7 38,687 1.3  38,470 1.0

   経常利益又は 

経常損失（△） 
  149,866 8.3 △290,403 △10.1  211,933 5.5

Ⅵ 特別損失 ※３  － － 1,083 0.1  － －

   税引前中間 

   (当期)純利益又は 

中間純損失(△) 

  149,866 8.3 △291,487 △10.2  211,933 5.5

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 80,173 2,911  83,268 

   法人税等調整額  △16,379 63,794 3.5 2,014 4,926 0.2 5,151 88,420 2.3

      中間(当期)純利益又は 

   中間純損失（△） 
  86,072 4.8 △296,413 △10.4  123,513 3.2

   前期繰越利益   178,887 －   178,887

   中間(当期)未処分利益   264,959 －   302,400

     
 
 

 

（3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間末（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 
評価・換算 

差額等 

 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

繰越利益剰余金

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等 

合計 

新株予約権
純資産 

合計 

平成18年３月31日残高 1,353,948 1,395,098 302,400 3,051,448 2,931 2,931 2,492 3,056,872

中間会計期間中の変動額   

新株予約権の行使 6,860 6,860 13,720 － 13,720

中間純損失  △296,413 △296,413 － △296,413

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

 － △8,006 △8,006 △8,006

中間会計期間中の 

変動額合計 
6,860 6,860 △296,413 △282,693 △8,006 △8,006 － △290,700

平成18年９月30日残高 1,360,808 1,401,958 5,987 2,768,754 △5,075 △5,075 2,492 2,766,171
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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) 有価証券 

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

を採用しております。 

 

②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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

③匿名組合出資金の会計処

理 

匿名組合出資金について

は、匿名組合損益のうち

持分相当額部分を「営業

損益」に計上し、同額を

匿名組合出資金に加減算

することにより評価して

おります。 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 

②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） 

時価のないもの 

同左 

 

③匿名組合出資金の会計処

理 

同左 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 

②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 

同左 

 

③匿名組合出資金の会計処

理 

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 

１ 資産の評価基

準及び評価方

法 

(3) たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

仕掛品・貯蔵品 

個別法による原価法を採用

しております。 

 

(3) たな卸資産 

商品 

同左 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

同左 

(3) たな卸資産 

商品 

同左 

 

 

仕掛品・貯蔵品 

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) 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数

は、以下のとおりでありま

す。 

建物         10年～15年 

車両運搬具         ３年 

器具備品     ３年～20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 

ソフトウェア 

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

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用

しております。 

コンテンツ版権 

法人税法に定める特別な償

却方法と同様の償却方法に

より２年で償却しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

コンテンツ版権 

同左 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

コンテンツ版権 

同左 

２ 固定資産の

減価償却の

方法 

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の

処理方法 

新株発行費 

 支出時に全額費用として処

理しております。 

株式交付費 

 支出時に全額費用として処

理しております。 

新株発行費 

 支出時に全額費用として処

理しております。 

４ 引当金の計

上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等によ

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。 

当中間会計期間において

は、債権の回収が確実であ

ること及び過去の貸倒実績

がないこと等により計上し

ておりません。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等によ

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。 

当事業年度においては、債

権の回収が確実であること

及び過去の貸倒実績がない

こと等により計上しており

ません。 

５ 外貨建の資

産又は負債

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

末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。 
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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) 

６ 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 

７ 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 

当中間会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ対象

とヘッジ手段は以下のとお

りであります。 

ヘッジ手段 金利スワ

ップ 

ヘッジ対象 借入金 

(3) ヘッジ方針 

金利リスクの低減並びに

金融収支改善のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行

っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

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。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘ

ッジ手段は以下のとおりで

あります。 

ヘッジ手段 金利スワ

ップ 

ヘッジ対象 借入金 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８ その他財務

諸表作成の

ための重要

な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜
方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 
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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) 

 （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。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は2,763,679千円であります。 

なお、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貸

借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。 

 

（繰延資産に関する会計基準等） 

 当中間会計期間より「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日実務対応報告第19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）

「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）を当事業年度か

ら適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

 

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) 

前中間会計期間末の「未収入金」は流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末

において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記し

ております。 

なお、前中間会計期間末の流動資産の「その他」に含ま

れている「未収入金」の額は30,620千円であります。 
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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 有形固定資産減価償却累計額 

21,770千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額

37,055千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

30,598千円

※２ 担保資産 

システム開発資金12,400千円

（長期借入金3,600千円、一

年以内返済予定の長期借入金

8,800千円）の担保に供して

いるものは、次のとおりであ

ります。 

ソフトウェア    10,343千円 

なお、上記のほか金融機関か

らの短期借入金40,000千円に

ついて、知財保険にかかる保

険金請求権に対し、質権が設

定されております。 

※２ 担保資産 

システム開発資金3,600千円

（一年以内返済予定の長期借

入金3,600千円）の担保に供し

ているものは、次のとおりで

あります。 

ソフトウェア 6,895千円

 

※２ 担保資産 

システム開発資金8,000千円

（一年内返済予定の長期借入

金8,000千円）の担保に供し

ているものは、次のとおりで

あります。 

ソフトウェア      8,619千円

３ 偶発債務 

次の関係会社について、債務

保証を行っております。 

保証先 
㈱ワープゲートオンライン
（現 ㈱ゴンゾロッソオン
ライン） 

金 額 100,000千円 

内 容 
 

被保証者の銀行借入に対す
る保証 

 

３ 偶発債務 

次の関係会社について、債務

保証を行っております。 

保証先 ㈱ゴンゾロッソオンライン

金 額 80,000千円 

内 容
 

被保証者の銀行借入に対す
る保証 

 

３ 偶発債務 

次の関係会社について、債務

保証を行っております。 

保証先 ㈱ゴンゾロッソオンライン

金 額 100,000千円 

内 容
 

被保証者の銀行借入に対す
る保証 

 

※４ 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、流動資産の

「その他」に含めて表示して

おります。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

※４ 消費税等の取扱い 

 

※５ 当座貸越契約 

   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３行と当座貸越契約を

締結しております。 

当中間会計期間末における当

座貸越契約に係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 

 当座貸越極度額 2,500,000千円 

 借入実行残高  1,300,000千円 

 差 引 額   1,200,000千円 

※５ 当座貸越契約 

   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

座貸越契約に係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 

 当座貸越極度額 2,100,000千円 

 借入実行残高  1,300,000千円 

 差 引 額    800,000千円 

※５ 当座貸越契約 

   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行と当座貸越契約を

締結しております。 

当事業年度末における当座貸

越契約に係る借入未実行残高

は次のとおりであります。 

 当座貸越極度額 3,100,000千円 

 借入実行残高  2,500,000千円 

 差 引 額    600,000千円 
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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 営業外収益の主要項目 

受取利息      500千円 

為替差益         5,690千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金        1,000千円

受取利息          7,622千円

保険解約返戻金     368千円

為替差益     23,346千円

※１ 営業外収益の主要項目 

補助金収入       24,519千円

為替差益         13,119千円

保険解約返戻金    7,507千円

受取配当金        3,487千円

受取利息            884千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息          9,683千円 

新株発行費    1,392千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         38,506千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息         34,861千円

新株発行費        1,779千円

社債利息          1,764千円

※３ 特別損失の主要項目 ※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損   1,083千円

 

※３ 特別損失の主要項目 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産   5,775千円 

無形固定資産  459,681千円 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産    7,261千円

無形固定資産  526,624千円

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産  14,604千円

無形固定資産  725,753千円

 

(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) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   中間連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   中間連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 
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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) 

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 

(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 

 

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額

相当額

中間期末 

残高 

相当額 

建物 

(千円) 
5,865 97 5,767 

器具備品 

(千円) 
92,536 37,814 54,721 

車両 

運搬具 

(千円) 

 3,451 896 2,554 

合計 

(千円) 
101,853  38,808  63,044 

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 

(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 
 

 
取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

中間期末

残高 

相当額

建物 

(千円)
5,865 1,270 4,594

器具備品

(千円)
110,690 38,915 71,774

車両 

運搬具

(千円)

3,450 1,838 1,611

合計 

(千円)
120,006 42,025 77,980

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 

(借主側) 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

建物 

(千円)
5,865 684 5,180

車両 

運搬具

(千円)

3,450 1,474 1,976

器具備品 

(千円)
93,089 44,716 48,373

合計 

(千円)
102,405 46,875 55,530

 

 

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内            21,166  千円 

１年超            45,244  千円 

合計            66,410  千円 

 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料    9,582  千円 

減価償却費相当額    8,786  千円 

支払利息相当額      986  千円 

 

 

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。 

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内            24,346  千円 

１年超            56,910  千円 

合計            81,256  千円 

 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料  13,411  千円 

減価償却費相当額  12,290  千円 

支払利息相当額    993  千円 

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２ 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内            19,396  千円

１年超            39,579  千円

合計            58,975  千円

 

 

３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料  21,344  千円

減価償却費相当額  19,663  千円

支払利息相当額   1,963  千円

 

 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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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) 

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。 

 

(貸主側) 

 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内            5,894  千円 

１年超            2,989  千円 

 合計            8,883  千円 

(注) 上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未経過リース料中

間期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はお

おむね同一の条件で第三者にリー

スしているので、ほぼ同額の残高

が上記の借主側の未経過リース料

中間期末残高相当額に含まれてお

ります。 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

(貸主側) 

 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内           1,757  千円 

１年超           1,231  千円 

 合計           2,989  千円 

 

同左 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

(貸主側) 

 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内            3,661  千円 

１年超            2,120  千円 

 合計            5,781  千円 

(注) 上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未経過リース料期

末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はお

おむね同一の条件で第三者にリー

スしているので、ほぼ同額の残高

が上記の借主側の未経過リース料

期末残高相当額に含まれておりま

す。 

 

 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成17年９月30日）、当中間会計期間末（平成18年９月30日）及び、前事業

年度末（平成18年３月31日）において、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 60,232.10円 
 

１株当たり純資産額 55,057.76円
 

１株当たり純資産額 61,107.15円
 

１株当たり中間 
純利益金額 

1,750.25円 
 

１株当たり中間 
純損失金額 

5,911.01円
 

１株当たり当期純利益
金額 

2,497.75円
 

潜在株式調整後 

１株当たり中間 
純利益金額 

1,595.91円 
 

なお、潜在株式調整後1株当たり中間
純利益金額は、潜在株式は存在する
ものの、１株当たり中間純損失を計
上しているため、記載しておりませ
ん。 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
金額 

2,282.81円
 

(注)１. １株当たり純資産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)

純資産の部の合計額（千円） － 2,766,171  － 

純資産の部の合計額から控除する金
額(千円) 

－ 2,492  － 

（うち新株予約権） （－） （2,492） （－）

普通株式に係る中間期末 
（期末）の純資産額(千円) 

－ 2,763,679  － 

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた中間期末（期末）の 
普通株式の数(株) 

－ 50,196  － 

２. 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)

中間（当期）純利益又は 
中間純損失（△）（千円） 

86,072 △296,413  123,513 

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） 
純利益又は普通株式に係る 
中間純損失（△）（千円) 

86,072 △296,413  123,513 

普通株式の期中平均株式数(株) 49,177 50,146  49,450 

中間(当期)純利益調整額(千円) － －  － 

普通株式増加数(株) 4,756 －  4,656 

（うち新株予約権） （4,756） －  （4,656）

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
金額の算定に含まれなかった潜在株式
の概要 

新株予約権(新株予約

権の数2,550個) 

新株予約権(新株予約権
の数9,915個) 

新株予約権（新株予約
権の数2,790個） 
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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.株主以外の者に対する新株予約権

の無償発行について 

当社は、商法280条ノ20及び商法

280条ノ21の規定並びに、平成17年

６月29日開催の定時株主総会決議に

基づき、平成17年11月２日開催の取

締役会において、当社従業員、当社

子会社役員、当社子会社従業員及び

当社顧問に対して、商法第280条ノ

21の規定に基づき新株予約権（スト

ックオプション）を付与しておりま

す。その概要は以下のとおりであり

ます。 

(1)発行株式数 

240株 

(2)行使時の払込金額 

１株につき490,928円 

(3)付与対象者 

当社従業員、当社子会社役員、

当社子会社従業員及び当社顧問 

合計32名 

(4)発行予定 

平成19年６月30日から 

平成27年６月29日まで 

 

2.子会社の設立について 

 平成17年11月18日開催の取締役会

決議により、当社全額出資の新会社

を平成17年12月８日付で設立いたし

ました。 

(1) 商号 
株式会社ＧＤＨキャピタル 

(2) 本店 
東京都新宿区 

(3) 資本金 
300,000千円 

(4) 代表者 
代表取締役  後藤 文明 

(5) 決算期 
3月 

(6) 主な事業の内容 
コンテンツ・ファンド及びＶＣ

ファンドの組成・運営事業 

子会社株式の売却 

 当社は、平成18年10月27日開催の

臨時取締役会において、当社が保有

する、当社子会社の株式会社ゴンゾ

ロッソオンラインの株式の一部につ

いて、譲渡することを決議し、同日

に売却を実施いたしました。その概

要は以下のとおりであります。 

 

(1)売却先会社名 

 サイバード・プラスモバイル・フ

ァンド投資事業有限責任組合 

 無限責任組合員 株式会社サイバ

ード・インベストメント・パート

ナーズ 代表取締役 太田 譲治 

(2)売却の目的 

 資本政策の一環 

(3)売却株式数 

 500株 

(4)売却価額 

 105,000千円 

(5)売却損益 

 52,160千円 

 

株主以外の者に対する新株予約権の

無償発行について 

当社は、平成13年改正旧商法第

280条ノ20及び商法第280条ノ21の規

定に基づき、平成17年６月29日開催

の定時株主総会及び平成18年４月28

日開催の取締役会において、当社従

業員、当社子会社従業員に対して、

平成13年改正旧商法第280条ノ21の

規定に基づき新株予約権（ストック

オプション）を付与しております。

その概要は以下のとおりでありま

す。 

(1)発行株式数 

普通株式 210株 

(2)行使時の払込金額 

１株につき422,435円 

(3)新株予約権の行使期間 

平成19年６月30日から平成27年

６月29日まで 

(4)株式の発行価額 

１株につき422,435円 

(5)資本組入額 

１株につき211,218円 

(6)新株予約権の行使の条件 
新株予約権者が当社または当社

の子会社の取締役、監査役、従業
員もしくは顧問の地位を保有して
いることを要する。 
その他の条件については、当社

と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権付与契約書」に定め

るところによる。 

(7)新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要する。 

 

 

 

 


