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コード番号 ３７９７ 本社所在都道府県 東京都
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代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　森 哲夫

問合せ先責任者　役職名 取締役経営管理本部長 氏名　溝上 篤史 ＴＥＬ　　（03）5280－3861

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－年－月－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 （注）記載金額は百万円未満を切り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 1,375 22.2 244 △6.7 243 △30.6

17年9月中間期 1,125 － 262 － 351 －

18年3月期 2,291 412 438

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 169 △17.8 26 59

17年9月中間期 206 － 37 74

18年3月期 250 44 66

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 6,370,461株 17年9月中間期 5,461,222株 18年3月期 5,606,395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。

④17年9月中間期における対前年中間期増減率については、17年9月中間期から中間財務諸表を作成しているため、

　記載を省略しております。

 

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り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 7,232 6,895 95.3 1,082 44

17年9月中間期 3,873 3,038 78.4 545 51

18年3月期 7,390 6,730 91.1 1,056 45

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 6,370,322株 17年9月中間期 5,570,497株 18年3月期 6,370,497株

②期末自己株式数 18年9月中間期 175株 17年9月中間期 ―株 18年3月期 ―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 2,786 635 349

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　54円83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9月中間期 － － －

18年3月期（実績） － － －

19年3月期（予想） － － －

※　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。
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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   1,572,309   2,408,612   4,606,499  

２．売掛金   136,582   315,543   192,889  

３．たな卸資産   18,265   13,310   4,724  

４. 関係会社短期貸付金   170,000   113,333   113,333  

５．その他   30,558   38,747   61,114  

貸倒引当金   △2,005   △2,093   △2,191  

流動資産合計   1,925,710 49.7  2,887,454 39.9  4,976,369 67.3

Ⅱ　固定資産           

１. 有形固定資産  17,305   120,821   105,140   

　減価償却累計額  12,280 5,024 0.1 44,975 75,846 1.0 29,178 75,961 1.0

２. 無形固定資産   17,595 0.5  156,667 2.2  178,790 2.4

３. 投資その他の資産           

（1）関係会社株式   1,882,431   3,879,359   1,897,431  

（2）関係会社長期貸付金   －   56,666   56,666  

　　（3）その他   43,204   176,999   205,446  

投資その他の資産合計   1,925,636 49.7  4,113,024 56.9  2,159,543 29.3

固定資産合計   1,948,256 50.3  4,345,538 60.1  2,414,295 32.7

資産合計   3,873,967 100.0  7,232,993 100.0  7,390,665 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   93,534   87,541   121,830  

２．未払法人税等   155,408   129,712   197,682  

３．前受金   525,594   9,502   263,025  

４．その他   60,678   110,758   76,620  

流動負債合計   835,216 21.6  337,515 4.7  659,157 8.9

Ⅱ　固定負債           

１．繰延税金負債   －   －   1,407  

固定負債合計   － －  － －  1,407 0.0

負債合計   835,216 21.6  337,515 4.7  660,564 8.9
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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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,742,624 45.0  － －  3,238,624 43.9

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  1,042,624   －   3,192,224   

資本剰余金合計   1,042,624 26.9  － －  3,192,224 43.2

Ⅲ　利益剰余金           

中間（当期）未処分利益  251,752   －   296,043   

利益剰余金合計   251,752 6.5  － －  296,043 4.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   1,749 0.0  － －  3,208 0.0

資本合計   3,038,750 78.4  － －  6,730,100 91.1

負債資本合計   3,873,967 100.0  － －  7,390,665 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

1.資本金   － －  3,238,624 44.8  － －

　2.資本剰余金           

　（1）資本準備金  －  3,192,224   －   

資本剰余金合計   － －  3,192,224 44.1  － －

　3.利益剰余金           

　（1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －  465,450   －   

利益剰余金合計   － －  465,450 6.4  － －

　4.自己株式   － －  △821 △0.0  － －

株主資本の合計   － －  6,895,477 95.3  － －

純資産合計   － －  6,895,477 95.3  － －

負債・純資産合計   － －  7,232,993 100.0  － －
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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   1,125,439 100.0  1,375,779 100.0  2,291,388 100.0

Ⅱ　売上原価   737,211 65.5  851,202 61.9  1,584,373 69.1

売上総利益   388,227 34.5  524,577 38.1  707,014 30.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   126,140 11.2  279,939 20.3  294,862 12.9

営業利益   262,087 23.3  244,637 17.8  412,152 18.0

Ⅳ　営業外収益           

　　１. 受取利息  －   1,069   1,028   

　　２．受取配当金  98,445   －   98,445   

　　３. その他  8 98,454 8.7 1,026 2,095 0.1 399 99,873 4.3

Ⅴ　営業外費用   9,412 0.8  3,187 0.2  73,566 3.2

経常利益   351,129 31.2  243,545 17.7  438,459 19.1

Ⅵ　特別利益           

　　１．貸倒引当金戻入  －   98   －   

　　 2．投資有価証券売却益  － － － 52,433 52,532 3.8 － － －

Ⅶ　特別損失           

　　１．固定資産除却損  ※2 1,658 1,658 0.1 10 10 0.0 2,107 2,107 0.1

税引前中間（当期）純利
益

  349,470 31.1  296,066 21.5  436,352 19.0

法人税、住民税及び事業
税

 152,617   124,409   205,526   

法人税等調整額  △9,227 143,390 12.8 2,250 126,660 9.2 △19,545 185,981 8.1

中間（当期）純利益   206,080 18.3  169,406 12.3  250,370 10.9

前期繰越利益   45,672   －   45,672  

中間未処分利益   251,752   －   296,043  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

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

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年3月31日 残高　

　　　　　

　　　　　　（千円）

3,238,624 3,192,224 － 3,192,224 － － 296,043 296,043 － 6,726,891

中間会計期間中の

変動額

剰余金の配当 － － － － － － － － － －

中間純利益 － － － － － － 169,406 169,406 － 169,406

自己株式の取得 － － － － － － － － △821 △821

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）
－ － － － － － 169,406 169,406 △821 168,585

平成18年9月30日 残高　

　            （千円）
3,238,624 3,192,224 － 3,192,224 － － 465,450 465,450 △821 6,895,477

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日 残高

　　　　　　（千円）
3,208 3,208 6,730,100

中間会計期間中の変動

額

剰余金の配当 － － －

中間純利益 － － 169,406

自己株式の取得 － － △821

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

△3,208 △3,208 △3,208

中間会計期間中の変動額

　合計　　（千円）
△3,208 △3,208 165,377

平成18年9月30日　残高

　　　　　　 （千円）
－ － 6,895,477
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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）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

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

 

 

 

その他有価証券

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

　　時価のないもの

移動平均法による原価法

  なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資（証

券取引法第2条第2項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。

その他有価証券

　　時価のないもの

移動平均法による原価法

 なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資（証券

取引法第2条第2項により有価証券

とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。

 

 

 

(2）たな卸資産

商品

　　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

 

 

仕掛品

　　個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

 

 

貯蔵品

　　最終仕入原価法による原価法

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

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　　　　建物　　　　　　　３年

　　　　工具器具備品　４～５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

なお、自社利用目的のソフト

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。

(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

 

新株発行費

──────

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

同左

  

──────

(会計方針の変更）

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。

前中間会計期間において営業外

費用として掲記されていた「新

株発行費」は、当中間会計期間

より「株式交付費」として処理

する方法に変更しております。

 

──────

４．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

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
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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．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) 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) 連結納税制度の採用

──────

(2) 連結納税制度の採用

 当中間会計期間から連結納税

制度を適用しております。

(2) 連結納税制度の採用

──────
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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。これによる損益

に与える影響はありません。

　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）

　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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は6,895,477千円であります。

　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。

──────
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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　当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントについて

1　当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントについて

1　当座貸越契約及び貸出コミット

メントについて

当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行一行と当

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

期間の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行一行と当

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

期間の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行一行と当

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

100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額

100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額

100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円

2　配当制限

 ──────

2　配当制限

 ──────

2　配当制限

　商法施行規則第124条第3号に規定

する資産に時価を付したことにより

増加した純資産額は3,208千円であ

ります。

（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　減価償却実施額 1　減価償却実施額 1　減価償却実施額

有形固定資産 1,342千円

無形固定資産 6,474千円

有形固定資産 15,913千円

無形固定資産 23,643千円

有形固定資産 18,251千円

無形固定資産 30,703千円

※2　固定資産除却損の内訳 ※2　固定資産除却損の内訳 ※2　固定資産除却損の内訳

工具器具備品 　 43千円

ソフトウエア 1,615千円

工具器具備品 　　　10千円

  

工具器具備品 　 43千円

ソフトウエア 2,064千円

（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）

 

 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） － 175 － 175

 　　　　合計 － 175 － 175

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加175株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

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

　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

　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

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具
備品

3,680 2,575 1,104

合計 3,680 2,575 1,104

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具
備品

3,680 3,311 368

合計 3,680 3,311 368

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
備品

3,680 2,943 736

合計 3,680 2,943 736

（2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　 未経過リース料中間期末残高相当額

（2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　 未経過リース料中間期末残高相当額

（2）未経過リース料期末残高相当額等

　　 未経過リース料期末残高相当額

１年内 775千円

１年超 397千円

合計 1,172千円

１年内 397千円

１年超 －千円

合計 397千円

１年内 788千円

１年超 0千円

合計 788千円

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 402千円

減価償却費相当額 367千円

支払利息相当額 24千円

支払リース料 402千円

減価償却費相当額 367千円

支払利息相当額 11千円

支払リース料 804千円

減価償却費相当額 735千円

支払利息相当額 42千円

（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。

（4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（4）減価償却費相当額の算定方法

　同左

（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。

（5）利息相当額の算定方法

同左

（5）利息相当額の算定方法

　同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

　同左

（減損損失について）

同左
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②　有価証券

　前中間会計期間（平成17年9月30日）、当中間会計期間（平成18年9月30日）及び前事業年度（平成18年3月31

日）の「有価証券関係」については、連結財務諸表において前中間会計期間（平成17年9月30日）、当中間会計期

間（平成18年9月30日）及び前事業年度（平成18年3月31日）に係る「有価証券関係」を注記しているため、「子

会社及び関連会社株式で時価のあるもの」を除き、記載しておりません。

 前中間会計期間末（平成17年9月30日現在）

 子会社及び関連会社株式で時価のあるもの

区分
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 953,681 2,953,542 1,999,861

当中間会計期間末（平成18年9月30日現在）

子会社株式で時価のあるもの

区分
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 2,716,077 3,100,220 384,143

前事業年度末（平成18年3月31日現在）

子会社株式で時価のあるもの

区分
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 953,681 2,552,300 1,598,618

（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）

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）

　当社は、平成18年4月18日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社ロジャム・エンターテイメント・

ホールディングス社の第三者割当増資を引受けることに関する契約締結の決議を致しました。本第三者割当増資

は、平成18年5月22日開催の同社臨時株主総会において承認されたため、当社は、平成18年5月25日を払込日とす

る増資払込を行いました。この結果、当社の同社に対する議決権保有比率は67.77%から73.99%となりました。

　なお、当該第三者割当増資に係る同社の臨時株主総会開催の時点において、当社は同社の67.77%の議決権を保

有しておりましたが、同社がその株式を上場する香港証券取引所GEMが定める上場規則により、当社は、当該決議

に際して、議決権の行使を行っておりません。

(1) 相手先会社の名称

ロジャム・エンターテイメント・ホールディングス社

(2）増資払込金額

117,000,450香港ドル（1株につき0.315香港ドル） 

(3) 増資の内容

発行形態と発行株数　　　第三者割当による普通株式　371,430,000株

割当と引受　　　　　　　当社が全株式を引受

増資払込期日等　　　　　平成18年5月22日開催の同社 臨時株主総会における承認決議の後に決定

(4) 増資引受の目的

① 中国をはじめとする海外事業の拡大

② パッケージビジネスにおけるコンテンツ開発資金の確保等
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