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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 （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 20,321 (△7.0) △920 (―) 92 (△80.8)

17年9月中間期 21,851 (△6.2) △62 (―) 480 (△67.4)

18年3月期 48,181 712 2,549

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 △234 (―) △5 09

17年9月中間期 339 (△55.4) 14 88

18年3月期 1,440 61 37

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 45,924,795株 17年9月中間期 22,774,642株 18年3月期 22,897,577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 （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 95,926 34,187 35.6 752 26

17年９月中間期 91,963 33,939 36.9 1,490 86

18年３月期 98,198 36,220 36.9 1,567 21

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 45,446,708株 17年9月中間期 22,764,819株 18年3月期 23,089,154株

②期末自己株式数 18年9月中間期 1,288,626株 17年9月中間期 602,848株 18年3月期 278,513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 45,416  2,092  275  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 6円05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

19年３月期（実績） － －
10.00

19年３月期（予想） － 10.00

※  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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。
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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   19,594,614   22,400,647   21,562,032  

２　受取手形 ※５  605,464   237,506   286,039  

３　売掛金   20,946,427   20,895,081   23,836,956  

４　映像使用権   22,185,562   21,459,607   21,359,550  

５　仕掛品   2,045,042   2,830,124   2,469,748  

６　その他のたな卸資
産

  63,768   49,677   81,860  

７　繰延税金資産   582,996   477,169   520,848  

８　その他 ※４  1,485,955   2,293,378   2,003,720  

貸倒引当金   △294   △25,200   △29,300  

流動資産合計   67,509,538 73.4  70,617,993 73.6  72,091,456 73.4

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 3,960,596   3,903,915   3,984,030   

(2）土地 ※２ 10,841,561   10,938,511   11,098,798   

(3）建設仮勘定  265,650   552,121   531,300   

(4）その他 ※７ 406,246   378,841   388,298   

有形固定資産合計   15,474,054   15,773,389   16,002,426  

           

２　無形固定資産   249,095   200,786   227,204  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  7,199,628   8,352,352   8,926,741   

(2）長期貸付金  2,098,378   2,395,010   2,015,070   

(3）繰延税金資産  575,854   813,783   332,327   

(4）その他 ※２ 1,465,095   1,178,092   1,475,015   

貸倒引当金  △2,198,018   △2,987,567   △2,454,543   

投資損失引当金  △409,641   △417,641   △417,641   

投資その他の資産合
計

  8,731,297   9,334,028   9,876,971  

固定資産合計   24,454,447 26.6  25,308,205 26.4  26,106,602 26.6

資産合計   91,963,985 100.0  95,926,198 100.0  98,198,059 100.0
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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　買掛金 ※２  27,566,683   27,926,836   29,616,979  

２　短期借入金
※２、
６

 22,711,624   26,591,624   24,611,624  

３　１年以内に返済予
定の長期借入金

※２  17,000   500,000   500,000  

４　未払法人税等   191,304   18,448   533,531  

５　前受金   1,074,486   927,848   598,444  

６　賞与引当金   433,465   454,846   454,800  

７　その他   1,175,428   1,077,371   1,306,486  

流動負債合計   53,169,992 57.8  57,496,975 59.9  57,621,866 58.7

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   1,000,000   500,000   500,000  

２　退職給付引当金   885,659   691,069   778,632  

３　役員退職慰労引当
金

  1,990,243   2,073,781   2,030,225  

４　関係会社事業損失
引当金

  166,000   179,500   242,000  

５　その他   812,872   796,962   804,773  

固定負債合計   4,854,774 5.3  4,241,313 4.4  4,355,630 4.4

負債合計   58,024,767 63.1  61,738,288 64.4  61,977,496 63.1
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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   2,487,183 2.7  ― ―  2,487,183 2.5

Ⅱ　資本剰余金   3,732,826 4.1  ― ―  3,732,826 3.8

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  25,354   ―   25,354   

２　任意積立金  26,754,568   ―   26,754,568   

３　中間（当期）未処
分利益

 1,822,529 28,602,452 31.1 ― ― ― 2,861,833 29,641,756 30.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  546,409 0.6  ― ―  1,019,340 1.0

Ⅴ　自己株式   △1,429,653 △1.6  ― ―  △660,543 △0.6

資本合計   33,939,218 36.9  ― ―  36,220,562 36.9

負債資本合計   91,963,985 100.0  ― ―  98,198,059 100.0

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 2,487,183 2.6 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － － － 3,732,826 3,732,826 3.9 － － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 25,354 －

(2）その他利益剰余
金

    

①固定資産圧縮積
立金

 － 2,191,932 －

②別途積立金  － 25,533,079 －

③繰越利益剰余金  － － － 1,042,317 28,792,684 30.0 － － －

４　自己株式  － － △1,532,342 △1.6 － －

株主資本合計  － － 33,480,351 34.9 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評
価差額金

 － － 517,306 0.5 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － 190,251 0.2 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 707,558 0.7 － －

純資産合計  － － 34,187,910 35.6 － －

負債純資産合計  － － 95,926,198 100.0 － －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   21,851,840 100.0  20,321,870 100.0  48,181,094 100.0

Ⅱ　売上原価   18,967,928 86.8  18,368,739 90.4  41,688,619 86.5

売上総利益   2,883,911 13.2  1,953,131 9.6  6,492,474 13.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  2,946,856 13.5  2,873,672 14.1  5,780,346 12.0

営業利益又は営業
損失（△）

  △62,944 △0.3  △920,540 △4.5  712,127 1.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  876,271 4.0  1,290,079 6.4  2,381,663 4.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  332,786 1.5  277,237 1.4  544,531 1.1

経常利益   480,540 2.2  92,300 0.5  2,549,258 5.3

Ⅵ　特別利益 ※３  248,486 1.1  45,506 0.2  252,008 0.5

Ⅶ　特別損失
※４、
５

 107,205 0.5  593,300 2.9  454,544 0.9

税引前中間（当
期）純利益又は税
引前中間純損失
(△)

  621,821 2.8  △455,492 △2.2  2,346,723 4.9

法人税、住民税及
び事業税

 230,036   2,310   872,705   

法人税等調整額  52,703 282,739 1.2 △223,789 △221,479 △1.1 33,787 906,492 1.9

中間（当期）純利
益又は中間純損失
(△)

  339,082 1.6  △234,013 △1.1  1,440,230 3.0

前期繰越利益   1,522,156   ―   1,522,156  

自己株式処分差損   38,709   ―   100,553  

中間（当期）未処
分利益

  1,822,529   ―   2,861,833  
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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

資本準備金
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
計固定資産圧縮

積立金
別途積立金

 繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

 （千円）
2,487,183 3,732,826 3,732,826 25,354 2,221,488 24,533,079 2,861,833 29,641,756

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩し（注）2
    △29,556  29,556 ―

剰余金の配当（注）1       △577,228 △577,228

役員賞与（注）1       △35,000 △35,000

別途積立金の積立て

（注）1
     1,000,000 △1,000,000 ―

中間純損失(△)       △234,013 △234,013

自己株式の取得         

自己株式の処分       △2,829 △2,829

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）

― ― ― ― △29,556 1,000,000 △1,819,515 △849,071

平成18年９月30日　残高

 （千円）
2,487,183 3,732,826 3,732,826 25,354 2,191,932 25,533,079 1,042,317 28,792,684

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

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

（千円）
△660,543 35,201,222 1,019,340 ― 1,019,340 36,220,562

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩し（注）2
 ―    ―

剰余金の配当（注）1  △577,228    △577,228

役員賞与（注）1  △35,000    △35,000

別途積立金の積立て

（注）1
 ―    ―

中間純損失(△)  △234,013    △234,013

自己株の取得 △884,433 △884,433    △884,433

自己株式の処分 12,634 9,805    9,805

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

 ― △502,033 190,251 △311,781 △311,781

中間会計期間中の変動額

合計

（千円）

△871,798 △1,720,870 △502,033 190,251 △311,781 △2,032,652

平成18年９月30日　残高

（千円）
△1,532,342 33,480,351 517,306 190,251 707,558 34,187,910

（注）1　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

 　　 2　固定資産圧縮積立金の取崩し29,556千円のうち、19,704千円が平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であり、9,852千円が

当事業年度において予定している圧縮積立金の取崩を前提とした当中間会計期間に係る金額であります。
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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

 
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

子会社株式及び関連会社株式

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

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）

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） 

 

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

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

映像使用権及び仕掛品

個別法による原価法

(3）たな卸資産

映像使用権及び仕掛品

同左

(3）たな卸資産

映像使用権及び仕掛品

同左

商品

先入先出法による原価法

商品

同左

商品

同左

原材料

月次総平均法による原価法

原材料

同左

原材料

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

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用し

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　　　　　６～50年

工具器具備品　２～20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

自社利用のソフトウエア

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

(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

　売掛金、貸付金等債権の貸倒れ

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
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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）

(2）投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、その財政状態等を

勘案し、当中間会計期間末に必要

と見込まれる額を計上しておりま

す。

(2）投資損失引当金

　関係会社等への投資に対する損

失に備えるため、その財政状態等

を勘案し、当中間会計期間末に必

要と見込まれる額を計上しており

ます。

(2）投資損失引当金

　関係会社等への投資に対する損

失に備えるため、その財政状態等

を勘案し、当事業年度末に必要と

見込まれる額を計上しております。

(3）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、支給見込額を

基礎に当中間会計期間に属する賞

与計算対象期間が負担する金額を

算出して計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、支給見込額を

基礎に当事業年度に属する賞与計

算対象期間が負担する金額を算出

して計上しております。

(4）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

務及び年金資産の見込額に基づき、

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。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定率法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

　過去勤務債務は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により損益処理

しております。

　また、執行役員（取締役である

執行役員を除く）の退任時の退職

一時金支出に備えるため、当社所

定の規程に基づく当中間会計期間

末要支給額を計上しております。

(4）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

務及び年金資産の見込額に基づき、

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。

 　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定率法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

　また、執行役員（取締役である

執行役員を除く）の退任時の退職

一時金支出に備えるため、当社所

定の規程に基づく当中間会計期間

末要支給額を計上しておりま

す。 

(4）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

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

 

 

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定率法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

　過去勤務債務は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により損益処理

しております。

　また、執行役員（取締役である

執行役員を除く）の退任時の退職

一時金支出に備えるため、当社所

定の規程に基づく当事業年度末要

支給額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の将来の支出に

備えるため、当社所定の規程に基

づく当中間会計期間末要支給額を

計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の将来の支出に

備えるため、当社所定の規程に基

づく当事業年度末要支給額を計上

しております。

(6）関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備える

ため、関係会社に対する出資金額

及び貸付金等債権額を超えて、当

社が負担することとなる損失見込

額を計上しております。

(6）関係会社事業損失引当金

同左

(6）関係会社事業損失引当金

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）

４　重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は、振当処理

したものを除き、中間決算日の直物

為替相場により円換算し、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、振当処理

したものを除き、期末日の直物為替

相場により円換算し、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

　原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。

　なお、振当処理の要件を満たし

ている為替予約については振当処

理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

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

ヘッジ手段

為替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

外貨建営業債務及び外貨建予

定取引

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する社内

権限規程に基づき、ヘッジ対象に

係る為替相場変動リスクを対象債

務の範囲内でヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の重要

な条件は同一であり、高い有効性

があるとみなされるため、検証を

省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

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

(1）消費税等の会計処理

　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。

(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）税効果会計における固定資産圧

縮積立金の処理

　中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当事業年度

において予定している利益処分に

よる圧縮積立金の取崩を前提とし

て、当中間会計期間に係る金額を

計算しております。

(2）税効果会計における固定資産圧

縮積立金の処理

　中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当事業年度

において予定している圧縮積立金

の取崩を前提として、当中間会計

期間に係る金額を計算しておりま

す。

 (2）  　　 ―――――
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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は59,015千円減

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資産の金額から直

接控除しております。

―――――― （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59,015千円減

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

33,997,658千円であります。

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。

――――――

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）

　前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」に含めてお

りました「長期貸付金」については、重要性が増したため、当中間会

計期間より区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間の「長期貸付金」は1,850,180千円でありま

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

2,553,442千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

3,003,587千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,892,956千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

建物 2,375,148千円

土地 5,194,557千円

長期性預金（投資そ

の他の資産「その

他」）

20,000千円

合計 7,589,706千円

建物 2,299,402千円

土地 5,194,557千円

長期性預金（投資そ

の他の資産「その

他」）

20,000千円

合計 7,513,960千円

建物 2,336,714千円

土地 5,194,557千円

長期性預金（投資そ

の他の資産「その

他」）

20,000千円

合計 7,551,272千円

上記不動産については、短期借入金

12,099,880千円、１年以内に返済予定の長

期借入金17,000千円の担保に供しておりま

す。 

長期性預金については買掛金6,982千円の

担保として質権設定しております。

上記不動産については、短期借入金

11,991,624千円の担保に供しております。

 

長期性預金については営業債務（ただし、

当中間会計期間末残高はありません）の担

保として質権設定しております。

上記不動産については、短期借入金

13,011,624千円の担保に供しております。

 

長期性預金については営業債務（ただし、

当事業年度末残高はありません）の担保と

して質権設定しております。

３　偶発債務

債務保証

次の関係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。

３　偶発債務

債務保証

次の関係会社の金融機関等からの借入に

対し債務保証を行っております。

３　偶発債務

債務保証

次の関係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。

㈱プレイボーイ・

チャンネル・ジャパ

ン

380,000千円

㈱ファミリー劇場 80,000千円

㈱デジタルエッグ 327,250千円

㈱オン・ビット 167,000千円

㈱プレイボーイ・

チャンネル・ジャパ

ン

350,000千円

㈱デジタルエッグ 306,250千円

㈱オン・ビット 177,000千円

㈱スター・チャンネ

ル

750,000千円

㈱プレイボーイ・

チャンネル・ジャパ

ン

350,000千円

㈱デジタルエッグ 316,750千円

㈱オン・ビット 173,000千円

  

次の関係会社の仕入債務に対し債務保証

を行っております。

（（　）内は自己負担額）

次の関係会社の仕入債務に対し債務保証

を行っております。

（（　）内は自己負担額）

次の関係会社の仕入債務に対し債務保証

を行っております。

（（　）内は自己負担額）

㈱スター・チャンネ

ル

5,718,128千円

(1,429,532千円)

債務保証合計 6,672,378千円

㈱スター・チャンネ

ル

3,776,419千円

(944,104千円)

債務保証合計 5,359,669千円

㈱スター・チャンネ

ル

5,278,611千円

(1,319,652千円)

債務保証合計 6,118,361千円

※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、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。

５　　　　――――― 

※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、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。

 ※５　中間期末日満期手形

中間会計期間期末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処理

をしております。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

中間会計期間末日満期手形が中間会計期間

末残高に含まれております。

受取手形　　　　　　       19,405千円

４　　　　――――― 

 

 

 

 

５　　　　――――― 
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※６　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行７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。

当中間会計期間末における当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

※６　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行６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。

当中間会計期間末における当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

※６　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行６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。

当事業年度末における当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約に係る借入未

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

38,200,000千円

借入実行残高 21,211,624千円

差引額 16,988,376千円

当座貸越極度額及び貸

出コミットメントの総

額

40,200,000千円

借入実行残高 25,091,624千円

差引額 15,108,375千円

当座貸越極度額及び貸

出コミットメントの総

額

37,200,000千円

借入実行残高 23,110,624千円

差引額 14,089,376千円

 ※７　　　　　　―――――― ※７　車両運搬具の取得価額から控除してい

る保険差益等の圧縮記帳額

4,547千円

※７　車両運搬具の取得価額から控除してい

る保険差益等の圧縮記帳額

 2,547千円

（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 46,950千円

受取配当金 256,097千円

不動産賃貸収入 447,420千円

経営指導料 123,155千円

受取利息 93,804千円

受取配当金 479,664千円

不動産賃貸収入 448,369千円

経営指導料 198,977千円

受取利息 113,161千円

受取配当金 933,509千円

不動産賃貸収入 897,895千円

経営指導料 283,846千円

※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 156,323千円

不動産賃貸原価 131,762千円

為替差損 36,133千円

支払手数料 6,841千円

支払利息 178,839千円

不動産賃貸原価 83,643千円

支払利息 315,850千円

不動産賃貸原価 212,771千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 248,486千円 固定資産売却益 31,415千円

契約解除金 11,494千円

投資有価証券売却益 249,035千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

減損損失 59,015千円

投資有価証券評価損 27,780千円

貸倒引当金繰入額 14,496千円

貸倒引当金繰入額  551,191千円 減損損失 59,015千円

貸倒引当金繰入額 349,690千円

※５　減損損失

　当中間会計期間において当社は以下の資産

について減損損失59,015千円を計上しており

ます。　

場所 用途 種類

東京都世田谷区 遊休 土地

  ５ 　　  　―――――― ※５　減損損失

　当事業年度において当社は以下の資産につい

て減損損失59,015千円を計上しております。　

場所 用途 種類

東京都世田谷区 遊休 土地

当社は、事業用資産については管理会計上

の事業区分を、賃貸用資産及び遊休資産につ

いては各不動産等を、それぞれグルーピング

の単位としております。

当社は、事業用資産については管理会計上

の事業区分を、賃貸用資産及び遊休資産につ

いては各不動産等を、それぞれグルーピング

の単位としております。

上記の資産は、遊休状態にあり将来の用途

が定まっていないため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額（59,015千円）

を減損損失として計上しました。なお、回収

可能価額は、不動産鑑定評価に基づく正味売

却価額により評価しております。

上記の資産は、遊休状態にあり将来の用途

が定まっていないため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額（59,015千円）

を減損損失として計上しました。なお、回収

可能価額は、不動産鑑定評価に基づく正味売

却価額により評価しております。

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産 125,033千円

無形固定資産 26,440千円

有形固定資産 120,189千円

無形固定資産 27,468千円

 有形固定資産 259,625千円 

 無形固定資産 54,169千円 
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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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式（注）1,2 278 1,020 10 1,288

合計 278 1,020 10 1,288

（注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,020千株は、株式分割による増加278千株及び取締役会決議に基づく買付

　　　　　けによる増加742千株であります。

　　　２. 普通株式の自己株式の株式数の減少10千株は、ストック・オプションの行使による減少であります。　
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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

（借主側） （借主側） （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、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）

機械装
置

206,715 77,896 128,818

工具器
具備品

1,116,597 656,077 460,519

その他 409,746 251,542 158,204

合計 1,733,060 985,517 747,543

 
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）

機械装
置

206,077 116,444 89,633

工具器
具備品

657,911 285,235 372,675

その他 255,123 144,675 110,448

合計 1,119,113 546,355 572,758

 
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）

機械装
置

206,715 97,249 109,465

工具器
具備品

628,186 220,353 407,832

その他 286,497 156,401 130,096

合計 1,121,399 474,005 647,394

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 254,387千円

１年超 502,667千円

合計 757,054千円

１年内 215,911千円

１年超 366,722千円

合計 582,634千円

１年内 221,755千円

１年超 435,119千円

合計 656,875千円

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、減価償却費相当額及び支払利

息相当額及び減損損失

支払リース料 202,223千円

減価償却費相当額 193,531千円

支払利息相当額 7,007千円

支払リース料 125,418千円

減価償却費相当額 120,298千円

支払利息相当額 5,519千円

支払リース料 353,016千円

減価償却費相当額 338,131千円

支払利息相当額 13,184千円

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 

②　有価証券

　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。
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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 1,490円86銭

１株当たり中間純利益 14円88銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益
14円79銭

１株当たり純資産額 752円26銭

１株当たり中間純損失 5円09銭

 

 

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金額

であるため、記載しておりません。

当社は、平成18年４月１日付で株式１株

につき２株の株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の１株当たり情報について

は、それぞれ以下のとおりとなります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

745円43銭 783円60銭

  

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益

7円44銭 30円68銭

  

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益

7円39銭 30円43銭

１株当たり純資産額 1,567円21銭

１株当たり当期純利益 61円37銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
60円87銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、

次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)

１株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中

間純損失（△）
   

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）（千

円）
339,082 △234,013 1,440,230

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 35,000

（うち利益処分による役員賞与金（千円）） (―) (―)  (35,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中間純

損失（△）（千円）
339,082 △234,013 1,405,230

普通株式の期中平均株式数（株） 22,774,642 45,924,795 22,897,577

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） 146,945 ― 186,015

（うち新株予約権（株）） (146,945)  (―) (186,015)

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）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　　―

平成17年６月29日開催の

定時株主総会決議による新

株予約権方式のストック・

オプション（株式の数

989,800株）、平成15年６月

27日開催の定時株主総会決

議による新株予約権方式の

ストック・オプション（株

式の数538,200株）

　　―
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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）

（当社と有限会社ヴァンエンタープライズとの

合併）

当社は、有限会社ヴァンエンタープライズと

平成17年10月１日をもって合併いたしまし

た。

  合併に関する事項の概要は次のとおりであり

ます。 

(1) 合併の目的

有限会社ヴァンエンタープライズを通じ

た当社株式の間接保有解消のためでありま

す。

(2) 合併する相手会社の名称

有限会社ヴァンエンタープライズ

(3) 合併の方法、合併後の会社の名称

当社が存続会社となる吸収合併方式によ

り、合併後の会社の名称は「株式会社東北

新社」となります。

(4) 合併比率等

 ① 合併比率

 当社 1 ： 有限会社ヴァンエンタープラ

イズ 235

 ② 合併交付金の額

 該当事項はありません。

 ③ 合併により発行する株式の種類及び数

 該当事項はありません。

 ④ 増加すべき資本金等

合併により株式の発行は行わず、代用自

己株式を交付する方法を採用したため、資

本金、資本準備金は増加せず、代用自己株

式5,876,645株（484,182千円）の使用に

よる処分によりその他資本剰余金が4,654

千円増加します。

 

 ⑤ 引き継いだ資産・負債の額

（平成17年10月１日現在）

（単位：千円） 

科目 金額 科目 金額

（資産の部）  （負債の部）  

 流動資産 132,249 流動負債 2,616

 固定資産 399,929 固定負債 58,015

   負債の部合計 60,631

 資産の部合計 532,179 差引正味財産 471,548

 ―――――― ――――――
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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) 合併の時期

  平成17年10月１日

  (6) 配当起算日

  平成17年４月１日

  (7) その他重要な特約等がある場合にはその

内容

   該当事項はありません。

（第２回ストック・オプション制度の導入）

当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づき、平成17年６月29日開催の第43期

定時株主総会及び平成17年10月26日開催の取締

役会においてストック・オプションとして新株

予約権の発行を決議し、平成17年10月26日付け

で発行しております。

(1) 発行した新株予約権の数

5,000個 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　500,000株

(3) 新株予約権の発行価額

無償で発行する。

(4) 新株予約権の行使時の払込金額

１個当たり308,000円

（１株当たり3,080円）

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場

合の発行価額及び資本組入額

発行価額    308,000円

資本組入額　154,000円

(6) 新株予約権の行使期間

平成19年７月１日から平成22年６月30

日まで

(7) 新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利

行使時において当社並びに連結対象会社

の取締役、監査役及び従業員のいずれか

の地位を保有していることを要する。た

だし、定年退職その他取締役会が正当な

理由があると認めた場合はこの限りでは

ない。

―――――― ――――――
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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）

（株式分割）

平成17年11月24日開催の当社取締役会の決議

に基づき、次のとおり株式分割することを決議

いたしました。 

 ――――― （株式分割）

平成17年11月24日開催の当社取締役会の決議

に基づき、平成18年４月１日をもって普通株式

１株を２株に分割いたしました。 

(1) 平成18年４月１日をもって普通株式１株に

つき２株に分割します。

① 分割により増加する株式数

普通株式　23,367,667株

② 分割方法

平成18年３月31日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記録された株

主の所有株数を、１株につき２株の割合

をもって株式を分割します。

(2) 配当起算日

平成18年４月１日

 ① 分割により増加する株式数

 普通株式　23,367,667株

 ② 分割方法

平成18年３月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載または記録された株主の

所有株数を、１株につき２株の割合をもっ

て株式を分割いたしました。

 (2) 配当起算日

　 平成18年４月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前中間会計期間及び前事業年度における

１株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定

した場合の当中間会計期間における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報及び

当期首に行われたと仮定した場合の当事業年度

における１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

 

前中間会計

期間

当中間会計

期間

前事業年度

 

１株当たり純

資産額

１株当たり純

資産額

１株当たり純

資産額

793円93銭 745円43銭 749円79銭

   

１株当たり中

間純利益

１株当たり中

間純利益

１株当たり当

期純利益

19円32銭 7円44銭 53円66銭 

   

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益

16円78銭 7円39銭 48円41銭 

   

 

前事業年度

 

当事業年度

 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

749円79銭 783円60銭

  

１株当たり当期純利

益

１株当たり当期純利

益

53円66銭 30円68銭

  

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

48円41銭 30円43銭

－ 63 －




