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上 場 会 社 名        ジャパン･デジタル･コンテンツ信託株式会社        上場取引所    東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         ４８１５                                      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 土井宏文 
問合せ先責任者  役職名 常務取締役     氏名 宮田清治 ＴＥＬ (０３)３４３４－５６５１ 
決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 24日           配当支払開始日   平成 －年 －月 －日 
単元株制度採用の有無  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                    （百万円未満切り捨て） 

   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 
17年９月中間期 

      560      58.5 
353      37.9 

△196      － 
△515      － 

   △256      － 
   △438      － 

18年３月期 1,498 △504     △652 
 

 
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 

△1,007      － 
△439       － 

△4,843  52 
△4,941  74 

18年３月期   △653 △3,523  74 
(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 208,023株    17年９月中間期 88,914株    18年３月期 185,391.5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 
 

(2)財政状態                                （百万円未満切り捨て） 

 
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 

 3,599 
    3,456 

    2,391 
    1,990 

66.4 
57.6 

11,498  41 
   21,309  43 

18年３月期  5,329 3,379     63.4    16,246  70 
 (注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 208,023 株  17 年９月中間期 93,421 株  18 年３月期  208,023 株 

     ②期末自己株式数   18 年９月中間期  18 株   17 年９月中間期          8 株  18 年３月期    18 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 2,010  295  △455 
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   △2,187円 26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 

平成 18 年３月期 0.00 0.00 0.00 
平成 19 年３月期（実績） 0.00 － 

平成 19 年３月期（予想） － 0.00 
0.00 

 

※上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。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。 
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５．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 ※４ 444,396 195,401 430,606 

２ 売掛金  133,562 480,595 825,754 

３ 信託未収収益  － 12,844 － 

４  営業投資有価証券  1,065,127 970,430 1,039,545 

５ たな卸資産  279,390 125,654 236,200 

６ 短期貸付金  64,000 1,237,220 1,515,920 

７ 前払費用  6,453 7,277 20,124 

８ その他 ※２ 93,252 119,875 40,840 

貸倒引当金  △1,890 △5,262 △4,069 

流動資産合計   2,084,293 60.3 3,144,035 87.3  4,104,923 77.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１ 1,762 3,338 3,372 

２ 無形固定資産    

 (1)ソフトウェア  172,490 15,590 146,114 

 (2)その他  1,630 1,758 1,833 

無形固定資産合計  174,120 17,348 147,948 

３ 投資その他の資産    

(1)投資有価証券  998,580 222,161 854,724 

(2)出資金  92,295 97,100 94,807 

(3)その他  107,064 115,614 119,718 

貸倒引当金  △9,243 △8,742 △9,243 

投資その他の資産合計  1,188,697 426,133 1,060,007 

固定資産合計   1,364,580 39.5 446,820 12.4  1,211,328 22.7

Ⅲ 繰延資産   7,658 0.2 9,112 0.3  13,517 0.3

資産合計   3,456,532 100.0 3,599,968 100.0  5,329,769 100.0
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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  89,524 48,119 312,482 

２ 短期借入金 ※３ 812,500 770,000 1,150,000 

３ １年以内返済予定 

長期借入金 
 33,200 － 25,300 

４ 未払金  17,459 24,022 45,057 

５ 未払法人税等  3,460 5,155 9,068 

６ 預り金  4,491 7,347 7,180 

７ 組合出資預り金  90,670 39,600 51,647 

８ その他 ※２ 5,778 13,789 29,135  

流動負債合計   1,057,083 30.6 908,033 25.3  1,629,873 30.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  308,700 300,000 300,000 

２ 社債  100,000 － － 

３ 新株予約権  － － 20,000 

固定負債合計   408,700 11.8 300,000 8.3  320,000 6.0

負債合計   1,465,783 42.4 1,208,033 33.6  1,949,873 36.6
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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   1,471,692 42.6 － －  2,272,911 42.6

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  1,383,292 － 2,184,511 

資本剰余金合計   1,383,292 40.0 － －  2,184,511 41.0

Ⅲ 利益剰余金    

  中間（当期）未処理

損失 
 861,277  － 1,075,155 

      

      

利益剰余金合計   △861,277 △24.9 － －  △1,075,155 △20.2

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  △1,016 △0.0 － －  △333 △0.0

Ⅴ 自己株式   △1,943 △0.1 － －  △2,038 △0.0

資本合計   1,990,748 57.6 － －  3,379,895 63.4

負債資本合計   3,456,532 100.0 － －  5,329,769 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   － － 2,272,911 63.1  － －

２ 資本剰余金    

 (1)資本準備金  － 2,184,511 － 

  資本剰余金合計   － － 2,184,511 60.7  － －

３ 利益剰余金    

 (1)その他利益剰余金    

   繰越利益剰余金  － △2,082,717 － 

  利益剰余金合計   － － △2,082,717 △57.8  － －

 ４ 自己株式   － △2,038 △0.1  －

  株主資本合計   － － 2,372,666 65.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評

価差額金 
  － △732  －

 評価・換算差額等合計   － － △732 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,000 0.5  － －

純資産合計   － － 2,391,934 66.4  － －

負債純資産合計   － － 3,599,968 100.0  － －
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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   353,870 100.0 560,981 100.0  1,498,265 100.0

Ⅱ 売上原価   550,018 155.4 410,008 73.1  1,376,494 91.9

売上総利益又は総損失

（損失は△） 
  △196,147 △55.4 150,973 26.9  121,770 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※4  319,643 90.4 347,249 61.9  626,121 41.8

営業損失   515,791 △145.8 196,276 △35.0  504,350 △33.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  92,617 26.3 6,473 1.2  8,006 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  15,745 4.5 67,054 12.0  155,977 10.4

経常損失   438,918 △124.0 256,857 △45.8  652,321 △43.5

Ⅵ 特別利益   － － － －  － －

Ⅶ 特別損失 ※3,5  － － 750,229 133.7  － －

税引前中間(当期) 

純損失 
  438,918 △124.0 1,007,087 △179.5  652,321 △43.5

法人税、住民税及び事

業税 
 475 475 950 

法人税等調整額  － 475 △0.2 － 475 △0.1 － 950 △0.1

中間(当期)純損失   439,393 △124.2 1,007,562 △179.6  653,271 △43.6

前期繰越損失   421,883 －  421,883

中間(当期)未処理損失   861,277 －  1,075,155
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 
繰越利益  

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年３月31日

残高       (千円) 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

中間会計期間中の

変動額 
   

中間純利益 

(千円) 
－ － － △1,007,562 △1,007,562 － △1,007,562

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額)   (千円) 

－ － － － － － －

中間会計期間中の

変動額合計 (千円) 
－ － － △1,007,562 △1,007,562 － △1,007,562

平成18年９月30日

残高    (千円) 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △2,082,717 △2,082,717 △2,038 2,372,666

 

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

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日

残高    (千円) 
△333 △333 20,000 3,399,895

中間会計期間中の

変動額 
 

中間純利益 

 (千円) 
－ － － △1,007,562

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額)  (千円) 

△399 △399 － △399

中間会計期間中の

変動額合計 (千円) 
△399 △399 － △1,007,961

平成18年９月30日

残高    (千円) 
△732 △732 20,000 2,391,934
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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） 

 

───── 

当社は、前々期504,166千円、前

期504,350千円、当中間会計期間

196,276千円と大幅な営業損失を計

上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

前期より開始した信託業務を事業の

中核として積極的に推進しており、

今後は、信託業務及び関連事業によ

る収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を図っていく計画でありま

す。 

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような疑義

の影響を中間財務諸表には反映して

おりません。 

当社は、前期504,166千円、当期

504,350千円と大幅な営業損失を計

上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

当期より開始した信託業務を事業の

中核として、信託スキームを活用し

た新たな金融商品を開発し、信託ス

キームのメリットをアピールするこ

とで受託財産額の積み上げを図り、

信託業務及び関連事業による収益拡

大により、利益計上体質への改善を

目指す計画であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として

作成しており、このような疑義の影

響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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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。 

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）を採用して

おります。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

を採用しております。 

なお､投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合へ

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

能な最近の決算書等を基礎

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。 

(1)有価証券 

子会社及び関連会社株式

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)を採用し

ております。 

時価のないもの 

同 左 

 

(1)有価証券 

子会社及び関連会社株式

同 左 

 

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 

 

 

  (2)たな卸資産 

 商品・仕掛品 

 個別法による原価法を採

用しております。 

(2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

同 左 

(2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

同 左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

(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。 

(2）無形固定資産 

同 左 

(2)無形固定資産 

同 左 

 (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 

－  － 8



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 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えて、

一般債権については貸倒実

績率により計上しており、

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。 

貸倒引当金 

同 左 

貸倒引当金 

同 左 

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．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は

特例処理の要件を満たして

おりますので特例処理を採

用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） 

  金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

  借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスク

を回避する目的で行なって

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップの特例処理

の要件を満たしているた

め、有効性の判定を省略し

ております。 

 

同 左 

 

同 左 

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 

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 

 

 

 

－  － 9



 

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処理） 

 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。 

 

───── 

（固定資産の減損に係る会計処理） 

 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」（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準第５号）

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 平成 17 年 12 月９

日 企業会計基準適用指針第８号）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、2,371,934 千円であります。 

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。 

 

───── 
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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） 

営業投資有価証券及び投資有価証券の表示方法 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97条）が平成16年6月9日に公布され､平成16年12月1

日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務

指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年2月15日

付で改正されたことに伴い､当中間会計期間から投資事業

有限責任組合及びそ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）を、従来

の「営業出資金」、「出資金」から、それぞれ「営業投

資有価証券」、「投資有価証券」として表示しておりま

す。 

なお、当中間会計期間の「営業投資有価証券」「投資

有価証券」に含まれる当該出資の額はそれぞれ1,065,127

千円、787,446千円であり、前中間会計期間における「営

業出資金」「出資金」に含まれる当該出資の額はそれぞ

れ931,293千円、243,830千円であります。 

 

 

───── 

 

追加情報 

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） 

 

───── 

 

───── 

当社は、平成18年５月25日開催の

取締役会において当社の従業員に対

し、会社法第236条、第238条及び第

239条の規程に基づきストックオプ

ションとして新株予約権を付与する

ことを平成18年６月22日開催予定の

定時株主総会の議案とすることを決

議しておりましたが、平成18年６月

19日開催の取締役会決議に基づき、

当該議案を撤回致しました。 
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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

額は、2,312千円です。 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、3,611千円です。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,835千円です。 

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．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。 

 

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。 

 

───── 

 

※３．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４行と当座借越契約を締結し

ております。これらの契約に基

づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりでありま

す。 

※３．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行と当座借越契約を締結し

ております。これらの契約に基

づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりでありま

す。 

※３．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４行と当座借越契約を締結し

ております。これらの契約に基

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。 

 

当座借越限度額 700,000千円 

借入実行残高 650,000千円 

差引額 50,000千円 

 

当座借越限度額 400,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 200,000千円

 

当座借越限度額 1,000,000千円

借入実行残高  900,000千円

差引額 100,000千円

※４．担保資産 

関連会社㈱九天社の金融機関

からの借入金に対し、定期預金

120,000千円を担保として差し

入れております。 

 

※４．担保資産 

同 左 

 

※４．担保資産 

同 左 

５．   ───── 

 

 

 

５．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラムの

権利に対する債務について保証を

行っております。 

㈱メビウス 58,368千円 

 ５．   ───── 
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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 

組合損益分配額    90,312千円 

受取利息          1,946千円 

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息         4,703千円

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

買取債権回収益   1,987千円 

受取利息        5,304千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        12,140千円 

    社債発行費償却      2,051千円 

新株発行費償却      1,503千円 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息       15,836千円

 社債発行費償却    2,051千円

    新株発行費償却     2,353千円

匿名組合損益分配額 46,021千円

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        27,509千円 

社債発行費償却     4,103千円 

新株発行費償却     7,713千円 

匿名組合損益分配額 84,855千円 

支払手数料     25,790千円 

 

※３．   ───── 

 

 

※３．特別損失のうち主要なもの 

 関係会社株式評価損   28,000千円

投資有価証券評価損  525,439千円

たな卸資産評価損     77,308千円

減損損失       119,482千円

※３．   ───── 

 

※４．減価償却実施額 

  有形固定資産      442千円 

  無形固定資産    26,433千円 

 

※４．減価償却実施額 

有形固定資産    776千円

無形固定資産   27,107千円

※４．減価償却実施額 

有形固定資産   1,063千円 

  無形固定資産   52,878千円 

※５．      ───── 

 

※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を

計上しました。 

  当社は事業用資産について、当

社全体を一つの資産グループとし

てグルーピングを行い、遊休資産

については、個々の資産ごとにグ

ルーピングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが

低下したため遊休となったソフト

ウェアについて、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

119,482千円を減損損失として特別

損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額

は、正味売却価額により測定して

おり、売却や転用が困難であるこ

とから備忘価額としております。 

場所 用途 種類 

本社(東京

都港区）

遊休資

産 

ソ フ ト

ウェア 

※５．      ───── 
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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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増  加 減  少 当中間会計期間期末 

普通株式（株） 18.28 － － 18.28 

 

（リース取引関係） 

EDINETにより半期報告書を開示するため、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及び関連会社株式で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。 
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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．転換社債型新株予約権付社債の権利

行使について当中間会計期間終了後、当

社において平成17年10月１日から平成17

年11月25日までに転換社債型新株予約権

付社債の権利行使による新株への転換が

行われました。その概要は次のとおりで

あります。 

(1)転換社債型新株予約権付社債の減少  

100,000千円 

(2)資本金の増加額 

           50,000千円 

(3)資本準備金の増加額 

50,000千円 

(4)増加した株式の種類及び株数 

普通株式   1,941.74株 

(5)新株の配当起算日 

        平成17年10月1日 

２.平成17年９月５日開催の当社取締役会

の決議に基づき、次のように株式分割に

よる新株式を発行しております。 

(1)分割により増加する株式数 

  普通株式    93,429.77株 

(2)分割方法 

 平成17年９月30日（金曜日）最終の株

主名簿および実質株主名簿に記載または

記録された株主の所有株式数を１株につ

き２株の割合をもって分割します。 

(3)日程 

・株式分割基準日 

 平成17年９月30日 

・効力発生日・新株式交付日 

       平成17年11月18日 

(4)配当起算日 

  平成17年10月１日 

 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───── 

     

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───── 
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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） 

３．平成17年11月25日開催の当社取締役

会において第三者割当による第５回新株

予約権の発行及びコミットメントライン

契約の締結について決議しております。 

ⅰ．新株予約権の発行 

内容は、以下のとおりであります。 

(1)新株予約権の数  160個 

(2)新株予約権の行使により発行される

金額（株数） 

・新株予約権1個当たり25百万円 

 総額4,000百万円 

・行使により発行される株数は25百万円

を行使価格で除した数 

(3)当初の行使価額 

121,800円(11／24終値116,000円×1.05) 
(4)行使価格の修正 

 毎週金曜日実施。月曜日～金曜日の終

値平均値の90％に上下修正。なお、下限

の行使価格は当初行使価額の50％の

60,900円とする。 

(5)行使請求期間 

平成17年12月14日～平成19年６月13日 

(6)譲渡制限 

 取締役会の承認を要する。 

(7)割当先 

 日興シティグループ証券株式会社 

(8)新株予約権の発行価額 

 １個当たり125,000円 

  （総額20百万円） 

(9)払込期日 平成17年12月12日 

ⅱ．コミットメントライン契約の締結 

本新株予約権の行使により機動的に資

金調達を行なうことを目的として、本新

株予約権の割当先である日興シティグ

ループ証券株式会社と以下の内容のコ

ミットメントライン契約を締結しており

ます。 

(1)予約権の行使 

・当社は予約権の行使の指示を日興シ

ティグループ証券株式会社に対して行な

う。 

・日興シティグループ証券株式会社は20

取引日目の日までに権利行使をおこな

う。 

 

 

───── 

 

───── 
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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） 

・日興シティグループ証券株式会社は当

社の指示がない限り、権利行使は行なわ

ない。但し、日興シティグループ証券株

式会社より権利行使の希望があり、当社

がそれを承諾した場合に限り行使できる

ものとする。但し、当社が承諾した日か

ら起算して６営業日までに行使するもの

とする。 

(2)１回に行使できる予約権の数・行使さ

れる金額 

20個  金額500百万円までとする。 

(3)行使の制限 

①行使金額の制限 

 新株予約権の行使価額が当初の行使価

額である121,800円の60％である73,080円

を下回った場合には、当社は行使の指示

を行なうことができない。 

②期間の制限 

 権利行使を通知した翌日から、20取引

日目または、その行使指示によって新株

予約権がすべて行使された日のいずれか

早い方の日までは当社は、次の権利行使

の指示を行なうことができない。 

③重要事実等の発生 

 業務等に関して、重要事実（インサイ

ダー情報）がある場合や当社及び関係会

社の財政状態や経営成績に重大な悪影響

を及ぼす事態が発生した場合、権利行使

ができない。 

(4)権利行使最終の１ヶ月間の取扱い。 

・当社は、平成19年５月10日以降、権利

行使は出来ない。 

・日興シティグループ証券株式会社は、

平成19年５月11日から平成19年６月13日

までの間、今までの新株予約券の権利行

使が32個(金額800百万円)に達していない

場合、32個に達するまで自由に権利行使

できる。 

(5)コミットメントフィー 

本新株予約権の行使請求期間内におい

て、当社の権利行使指示により日興シ

ティグループ証券株式会社が本新株予約

権の権利行使義務を負うことの対価とし

て、当社は日興シティグループ証券株式

会社に、新株予約権１個あたり104,000円

（総額16,640,000円）を支払うものとす

る。 
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（ご参考） 

当中間会計期間末における信託財産の残高については､以下のとおりです。 

 

信託財産残高表 

 

                                             （千円） 

科  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） 

有価証券 

信託受益権 

知的財産権・動産 

預金 

その他債権 

－ 

－ 

75,600 

5,000,000 

55,650 

740,000 

732,012 

761,412 

14,994,677 

735,971 

740,000 

53,865 

270,215 

7,553,121 

128,664 

資産合計 5,131,250 17,964,072 8,745,865 

金銭信託 

有価証券信託 

金銭信託以外の金銭の信託 

包括信託 

－ 

－ 

5,000,000 

131,250 

6,150,000 

857,461 

10,000,000 

956,611 

180,000 

740,000 

7,500,000 

325,865 

負債合計 5,131,250 17,964,072 8,745,865 
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