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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 289 △82.6 △448 － △506 －

17年9月中間期 1,658 38.5 95 △52.1 154 △24.3

18年3月期 2,514 △746 △692

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 △7,283 － △31,854 91

17年9月中間期 154 △38.3 1,501 97

18年3月期 △5,617 △46,183 87

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期  228,656株 17年9月中間期 103,161株 18年3月期 121,637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 8,661 8,172 92.3 29,594 94

17年9月中間期 14,389 12,138 84.4 98,258 21

18年3月期 12,637 10,434 82.6 62,802 65

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 276,143.94株 17年9月中間期 123,532.94株 18年3月期 166,143.94株

②期末自己株式数 18年9月中間期 29.01株 17年9月中間期 27.35株 18年3月期 29.01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 1,300 △440 △7,210

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　26,109円57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 － － －

19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7ページを参照して下さい。
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７．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  925,970   1,089,447   1,222,192   

２．預け金  1,804,783   －   －   

３．受取手形  －   59,764   14,156   

４．売掛金  1,202,586   298,437   900,379   

５．営業有価証券  －   761,837   －   

６．たな卸資産  1,191,352   96,896   30,313   

７．関係会社短期貸
付金

 4,266,790   6,907,837   7,984,837   

８．その他 ※2 490,088   751,576   1,002,764   

貸倒引当金  －   △5,818,716   △3,937,750   

流動資産合計   9,881,572 68.7  4,147,080 47.9  7,216,891 57.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物付属設備 ※1 13,236   120,945   115,832   

(2）工具器具備品 ※1 13,693   11,723   11,613   

有形固定資産合
計

 26,929  0.2 132,669  1.5 127,445  1.0

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  89,497   9,386   2,950   

(2）電話加入権  509   509   509   

無形固定資産合
計

 90,007  0.6 9,896  0.1 3,460  0.0

３．投資その他の資
産

          

(1）投資有価証券  582,850   264,771   259,258   

(2）関係会社株式  3,526,007   2,027,298   3,594,890   

(3) 関係会社出資
金

 ―   1,744,296   966,415   

(4）出資金  229,310   238,962   311,000   

(5) 破産・更生債
権

 ―   926,902   ―   

(6）その他  52,955   529,705   158,022   

貸倒引当金  －   △1,359,902   －   

投資その他の資
産合計

 4,391,122  30.5 4,372,034  50.5 5,289,589  41.9

固定資産合計   4,508,059 31.3  4,514,600 52.1  5,420,495 42.9

資産合計   14,389,632 100.0  8,661,680 100.0  12,637,386 100.0
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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  203,538   16,743   129,157   

２．短期借入金  500,000   150,200   1,531,700   

３．その他  47,968   84,482   382,249   

流動負債合計   751,506 5.2  251,426 2.9  2,043,107 16.2

Ⅱ　固定負債           

１．新株予約権付社
債

 1,500,000   －   －   

２．社債  －   －   160,000   

３．債務保証損失引
当金

 －   237,790   －   

固定負債合計   1,500,000 10.4  237,790 2.7  160,000 1.2

負債合計   2,251,506 15.6  489,216 5.6  2,203,107 17.4

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,735,875 39.9  － －  7,331,702 58.0

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  6,465,282   －   8,965,475   

資本剰余金合計   6,465,282 44.9  － －  8,965,475 70.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  50   －   50   

３．中間（当期）未
処理損失

 55,136   －   5,827,748   

利益剰余金合計   △55,086 △0.4  － －  △5,827,698 △46.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  △1,341 0.0  － －  △28,192 △0.2

Ⅴ　自己株式   △6,604 0.0  － －  △7,007 △0.0

資本合計   12,138,125 84.4  － －  10,434,279 82.6

負債資本合計   14,389,632 100.0  － －  12,637,386 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 5,416,590 62.5 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 5,554,316 －

(2）その他資本剰
余金

    

　　資本金減少差
益

 － 4,331,702 －

資本剰余金合計  － － 9,886,018 114.1 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 50 －

繰越利益剰余
金

 － △7,283,816 －

利益剰余金合計  － － △7,283,766 △84.1 － －

４　自己株式  － － △7,007 △0.0 － －

株主資本合計  － － 8,011,834 92.5 － －
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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
（％）

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券
評価差額金

 － － △14,570 △0.1 － －

評価・換算差額等
合計

 － － △14,570 △0.1 － －

Ⅲ　新株予約権  － － 175,200 2.0 － －

純資産合計  － － 8,172,464 94.4 － －

負債純資産合計  － － 8,661,680 100.0 － －

－ 4 －



(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   1,658,375 100.0  289,019 100.0  2,514,708 100.0

Ⅱ　売上原価   1,141,143 68.8  80,264 27.8  1,811,696 72.0

売上総利益   517,232 31.2  208,754 72.2  703,012 28.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   421,408 25.4  656,945 227.3  1,449,391 57.6

営業利益又は営業損
失（△）

  95,823 5.8  △448,190 △155.1  △746,379 △29.7

Ⅳ　営業外収益 ※1  110,932 6.7  18,270 6.3  316,713 12.6

Ⅴ　営業外費用 ※2  52,117 3.1  76,194 26.3  263,220 10.5

経常利益又は経常損
失（△）

  154,638 9.4  △506,114 △175.1  △692,886 △27.6

Ⅵ　特別利益 ※3  63,164 3.8  434,697 150.4  532,913 21.2

Ⅶ　特別損失 ※4  60,753 3.6  7,211,795 ―  5,456,484 216.9

税引前中間純利益又
は税引前中間（当
期）純損失（△）

  157,049 9.6  △7,283,211 ―  △5,616,457 △223.3

法人税、住民税及び
事業税

  2,105 0.1  605 0.2  1,210 0.0

中間純利益又は中間
（当期）純損失
（△）

  154,944 9.5  △7,283,816 ―  △5,617,667 △223.4

前期繰越損失   210,081   ―   210,081  

中間（当期）未処理
損失

  55,136   ―   5,827,748  
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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

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

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
7,331,702 8,965,475 － 8,965,475 50 △5,827,748 △5,827,698 △7,007 10,462,471

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 2,416,590 2,416,590  2,416,590     4,833,180

欠損填補（千円）  △5,827,748  △5,827,748  5,827,748 5,827,748  －

減資（千円） △4,331,702  4,331,702 4,331,702     －

中間純損失（千円）      △7,283,816 △7,283,816  △7,283,816

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）
△1,915,112 △3,411,158 4,331,702 920,543  △1,456,068 △1,456,068  △2,450,636

平成18年９月30日　残高

（千円）
5,416,590 5,554,316 4,331,702 9,886,018 50 △7,283,816 △7,283,766 △7,007 8,011,834

評価・換算差額等

新株予約権 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）
△28,192 △28,192 － 10,434,279

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）    4,833,180

欠損填補（千円）    －

減資（千円）    －

中間純損失（千円）    △7,283,816

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）

13,621 13,621 175,200 188,821

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
13,621 13,621 175,200 △2,261,814

平成18年９月30日　残高

（千円）
△14,570 △14,570 175,200 8,172,464
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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、当中間会計期間において、448百

万円の営業損失を計上し、7,283百万円の中

間純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生

じております。

　当社は、当該状況の解消を図るべく以下の

対策を講じております。

１．営業損失の発生要因及びその解消につい

て

　営業損失につきましては、前事業年度

（平成18年3月期）に746百万円、当中間会

計期間に448百万円とそれぞれマイナスと

なっております。これは、新規投資案件の

実行の遅れ、子会社の整理統合にかかる費

用の増加や販売管理費の削減計画の遅れ等

によるものであります。

　中間連結財務諸表提出会社であります当

社は、当該状況の解消を図るべく以下の対

策を講じております。

　投資部門におきましては、平成18年６月

19日実施第三者割当増資と、グループ会社

の売却等により取得した資金をもとに、有

望な投資案件へ重点的に投資を行い、長期

的な収益確保を図ってまいります。具体的

には、既に中国、マカオ地区における不動

産及び有価証券等への投資を実施しており

ます。

　当社は、上記の再建計画を着実に実行し、

構造的な赤字体質から脱却し、早期に収益

を確保することを目標としております。

２．中間純損失の発生要因並びにその解消に

ついて

　中間純損失7,283百万円のうち7,211百万

円につきましては当中間会計期間において

特別損失として計上したものであります。

　これらは主に、不採算事業であった日欧

貿易㈱及び㈱エイチ・エヌ・ティーを整理

統合することにより発生したものであり、

今後これらに伴う費用が発生しないことか

ら、当該状況の解消が図れるものと考えて

おります。

　中間財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、上記のような重要な疑義の

影響を中間財務諸表には反映しておりませ

ん。

 　当社は、当事業年度において、746百万

円の営業損失、5,617百万円の当期純損失

を計上しております。当該状況により、当

社には継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じております。

　当社は、当該状況の解消を図るべく以下

の対策を講じております。

 １．営業損失の発生要因並びにその解消につい

て

　当社が前事業年度より広告SP事業本部内

のコンテンツ事業部を中心に重要な経営戦

略の一環として推進してまいりましたコン

テンツ販売における不振並びに、この目的

のために取得いたしましたコンテンツ版権

の償却負担の増加に起因するものが746百万

円とその大半を占めております。このこと

から、当事業年度内に当該事業からの撤退

を既に実施し、コンテンツ事業部につきま

しては、平成18年4月1日付けをもって当社

の完全子会社であります㈱ゾディアックに

その残務処理を既に移管済みであるほか、

当該事業に供する目的で計上しておりまし

た資産981百万円につきましても保守的な販

売見込みに基づき全額特別損失（版権償却）

として計上済みであります。また広告・SP

事業本部傘下のSP事業部につきましても、

平成18年2月1日をもって新設子会社である

ADDENDIS㈱へ事業を継承しております。

　こうした諸施策により、当社は平成18年4

月1日より持ち株会社への段階的な移行を推

進中であり、今後はグループ経営戦略の策定

や経営管理機能等、持ち株会社としての機能

に特化することにより、収益を捻出すること

の出来る体制を構築してまいります。当社は、

これら諸施策の実施により、当該状況の解消

が図れるものと考えております。

 ２．当期純損失の発生要因並びにその解消につ

いて

　当期純損失5,617百万円のうち5,456百万円

につきましては当事業年度において特別損失

として計上したものであります。

　これらはその性質上、事業の撤退に伴うも

のや、解消の困難な事業損失を一掃し、グ

ループ企業の財務体質の改善を図るために経

営判断として一括償却したものであります。

前述「1．営業損失の発生要因並びにその解

消について」において記載しております諸施

策と併せ下記施策を実施することにより、当

該状況の解消を図れるものと考えております。
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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）

  　なお、特別損失として計上したもののうち、

主なものは以下のとおりとなります。
 

内訳

金額

（百万

円）

対象
要因及び

対応策

貸倒引当

金繰入
3,886

①関係

会社貸

付金

（6

社）

3,251

百万円

②売掛

金509

百万円

③未収

入金

126百

万円

①関係会社貸付に

つきましては、財

務状況・将来的な

回収見込み等につ

いて充分な審査が

なされていなかっ

たとの認識から、

グループ企業への

貸付審査の厳格化

により再発防止に

努めるほか、タス

クフォースを編成

し、債権回収に努

めます。

②売掛金および未

収入金の発生につ

きましては、与信

審査・管理機能体

制の抜本的な見直

し・強化を通じ、

再発防止に努める

とともに、法的対

応も視野に入れた

回収に努めてまい

ります。

版権償却 981

当社コ

ンテン

ツ事業

部

ネットシネマDVD

化権やコンテンツ

版権および制作費

について、コンテ

ンツ事業の撤退お

よび保守的な販売

予測にもとづき償

却。コンテンツ版

権の売却による回

収に努めてまいり

ます。

商品評価

損
221

当社SP

事業部

販売用データベー

スシステムの評価

損。

　財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、上記のような重要な疑義の影響を財

務諸表には反映しておりません。

－ 8 －



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

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

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

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

　中間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）

②　その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価格等に

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）

②　その他有価証券

 　　 時価のあるもの

　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）

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

　　　　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

約に規定されている決算報告

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。

時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

個別法による原価法

(2）たな卸資産

　　　　　同左

(2）たな卸資産

　　　　　　  同左

(3）映像コンテンツ

  １年間の償却または契約期間

での均等償却によっております。

(3）映像コンテンツ

　　　　　同左

(3）映像コンテンツ

同左

２　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法によっております。ま

た、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間の均等償却によっ

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　　　　　　　８～15年

工具器具備品　　　３～15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

　定額法によっております。

　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）に基づいておりま

す。

(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

　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

 (2）　　　　　───  (2）債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備える

ため、被保証先の財政状態等を

勘案し、損失負担見込額を計上

しております。

(2）　　　　───

 ４　その他中間財務諸表（財務 (1）消費税等の処理方法 (1）消費税等の処理方法 (1）消費税等の処理方法 

 諸表）作成のための重要な  税抜方式によっております。  同左 同左

 事項
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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「（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

税金等調整前当期純損失は918百万円増加して

おります。

 　セグメント情報に与える影響額は当該箇所

に記載しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表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「純資産の部」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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

　7,997,264千円であります。

　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。

 

 

────── （金融商品に関する会計基準等）

　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）のうち時価のないもの

については、従来原価法による会計処理をして

おりましたが、「証券取引法等の一部を改正す

る法律」（平成16年法律第97号）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

となり、「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

間から営業投資目的による投資事業組合等への

出資に係る会計処理は、組合契約に規定されて

いる決算報告日に応じて入手可能な最近の決算

書を基礎として、組合の純資産及び収益・費用

を当社出資持分割合に応じて、営業投資有価証

券（流動資産）及び収益・費用として計上する

方法に、営業投資目的以外の目的による投資事

業組合等への出資に係る会計処理は、組合契約

に規定されてい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て、組合の純資産及

び純損益を当社に出資持分割合に応じて、投資

────── 
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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）

有価証券（投資その他の資産）及びその他有価

証券差額金（純資産の部）として計上する方法

に、それぞれ変更しております。

　なおこの変更により、従来と同一の方法を採

用した場合と比べ、投資事業組合等損失は

32,361千円増加、その他有価証券評価差額金は

32,361千円減少しております。
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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）

──────

 

（中間貸借対照表）

　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より適用となり、「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もの）のうち、営業投

資目的によるものを営業投資有価証券として、営業投資以

外の目的によるものを投資有価証券として表示する方法に

変更いたしました。
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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 ※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

           32,387 千円           45,297 千円                 33,889 千円

※２　消費税等の取り扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺の上金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて記載し

ております。

※２　消費税等の取り扱い

同左

※２　消費税等の取り扱い

──

　３　　　　　　　─── 　３　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおり

であります。

　外貨建定期預金　　　　2,000千US$

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金　　　　　100,000千円

　３　　　　　　　───

　３　偶発債務

──

　３　偶発債務

──

　３　偶発債務

　・債務保証

　次の関係会社等について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っておりま

す。

保証先 金額（千円） 内容

㈱エイチ・エ

ヌ・ティー

83,600 借入債務

日欧貿易㈱ 47,400 借入債務

計 131,000 －

　４　　　　　　　─── 　４　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１行と当座貸越

契約を締結しております。この契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額　　　100,000千円

借入実行残高　　　　100,000千円

　　　差引額　　　　　　　0千円

　４　　　　　　　───
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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 57,262千円 為替差益 9,033千円 受取利息 152,481千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

社債発行費 7,593千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

株式交付費 43,088千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

新株発行費 228,065千円

※３　特別利益のうち主要なもの

関係会社株式売却益 12,234千円

貸倒引当金戻入益 50,929千円

※３　特別利益のうち主要なもの

関係会社株式売却益 300,211千円

貸倒引当金戻入益 132,362千円

※３　特別利益のうち主要なもの

関係会社株式売却益 528,797千円

※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

貸倒引当金繰入額 3,337,678千円

関係会社株式評価損 1,491,603千円

関係会社出資金評価損 1,990,859千円

※４　特別損失のうち主要なもの

 貸倒引当金繰入額 3,886,820千円

　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 3,931千円

無形固定資産 10,235千円

有形固定資産 15,354千円

無形固定資産 818千円

有形固定資産 12,407千円

無形固定資産 98,451千円

（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 29.01 － － 29.01

合計 29.01 － － 29.01
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（リース取引関係）

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券）

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　　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。

　当中間会計期間末（平成18年９月30日）

子会社株式及び関連会社で時価のあるもの  

区分
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

 関連会社株式 308,271 260,996 △47,275

合計 308,271 260,996 △47,275

子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

子会社株式及び関連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 308,271 285,560 △22,711

合計 308,271 285,560 △22,711

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。

－ 15 －



（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）

（第3回無担保転換社債型新株予約権付

社債の新株予約権の権利行使の件）

　平成17年10月17日、18日、21日に第

３回無担保転換社債型新株予約権付社

債の新株予約権の権利行使により、次

のとおり新株を発行しております。

１．発行した株式の種類と数

普通株式　　　    7,320.66株

２．新株予約権の権利行使に伴う資本

等の増加額 

  資本金　　　　 750,002,107円

  資本準備金 　　749,997,893円

 

 （株式交換による株式発行の件）

　当社は、平成17年8月25日開催の当社

取締役会及び平成17年9月5日開催の㈱

出晄エンタープライズ株主総会におい

て承認決議された株式交換契約書に基

づき、㈱出晄エンタープライズとの間

で平成17年10月11日を株式交換の日と

する株式交換を実施いたしました。

　当社は、この株式交換に際し4,616株

の新株を発行し、㈱出晄エンタープラ

イズの株主に対してその所有する株式1

株につき23.08株の割合をもって当社の

株式を割当交付いたしました。

 

　(株式交換による株式発行の件)

 　当社は、平成17年11月25日開催の当

社取締役会及び平成17年11月28日開催

の㈱ゾディアック株主総会において承

認決議された株式交換契約書に基づき、

㈱ゾディアックとの間で平成17年12月

20日を株式交換の日とする株式交換を

実施いたします。

　当社は、この株式交換に際に際し、

1,200株の新株を発行し、㈱ゾディアッ

クの株主に対してその所有する株式1株

につき6株の割合をもって当社の株式を

割当交付いたします。

（株式交換による株式発行の件） 

当社は、平成17年11月25日開催の当社

取締役会及び平成17年11月28日開催の

日欧貿易㈱株主総会において承認決議

された株式交換契約書に基づき、日欧

貿易㈱との間で平成17年12月20日を株

式交換の日とする株式交換を実施いた

します。

　当社は、この株式交換に際し5,120株

 (重要な子会社等の破産申立の件)

 当社の連結子会社である㈱エイチ・

エヌ・ティーにおいて、破産手続開

始の申立てをすることを決議いたし

ました。

 １．申立てをするに至った理由

　事業を継続することが難しい状況

であることと、グループ戦略の大幅

な転換に伴い、今後は投資事業等の

成長性・収益性の見込まれる分野へ

の経営資源をシフトを目的としたこ

とによるものであります。

 ２．当該子会社の概要

(1)商号　

株式会社エイチ・エヌ・ティー

(2)事業内容

コイン駐車場の運営、コイン駐

車場システムの開発・販売

(3)主要株主

㈱オーベン（100%）

 ３．破産手続開始時期

 平成18年10月24日

 ４．子会社の状況

 (1)経営成績

 平成18年２月期

 売上高 2,840,213 千円 

 営業利益 △176,655 千円 

 経常利益 △222,018 千円 

 当期利益 △591,606 千円 

 総資産 3,453,178 千円 

 株主資本 △409,618 千円 

 (2)負債の総額

 約3,970百万円

 ５．当該倒産による会社の損失見込額

　約2,420百万円

 ６．当該倒産が営業活動等へ及ぼす重

要な影響

 　　現在精査中であります。

　（代位弁済の件）

　日欧貿易㈱に対して計上しました

債務保証損失引当金174,690千円のう

ち、保証先金融機関からの請求によ

り152,690千円の代位弁済を実行いた

しました。そのため債務保証損失引

当金の残高174,690千円は、22,000千

円となっております。

 ㈱エイチ・エヌ・ティーに対して

計上しました債務保証損失引当金

（子会社の吸収合併の件）

　当社は、平成18年４月25日開催の取

締役会において当社の完全子会社であ

るADDENDIS㈱と、同じく完全子会社で

ある㈱大阪第一企画の合併を承認決議

いたしました。当該合併契約書につい

ては、平成18年３月29日に合併会社お

よび被合併会社の取締役会において調

印し、平成18年４月13日開催の臨時株

主総会にて承認を得ております。

１　合併の目的 

　各種広告企画・制作並びにセール

スプロモーション需要に対して一括

して対応する体制を構築するととも

に、グループ会社間の整理統合によ

る経営の効率化を図るため。 

２　合併の方法

　ADDENDIS㈱を存続会社とする吸収

合併方式で、㈱大阪第一企画を解散。

３　資本金の増加

　当社は、合併当事会社である

ADDENDIS㈱（存続会社）および㈱大

阪第一企画（消滅会社）の発行済株

式を100％保有しておりますので、合

併による新株式の発行および資本金

の増加は行いません。

４　合併期日

 　平成18年６月１日

５　引継財産

　平成18年３月31日現在の㈱大阪第

一企画の資産、負債は以下のとおり

であります。

 ・資産合計　　　　383,516千円

 ・負債合計　　　　316,426千円

 ・資本合計　　　　 67,090千円

 （中間持ち株会社の解散の件）

　当社は、平成18年４月28日開催の当

社取締役会の決議に基づき、平成18年

６月１日をもって、当社の完全子会社

であるADDENDIS AGENCY㈱を解散致しま

す。  

１　当該子会社の事業内容

　当グループの広告企画・制作並び

にプロモーション事業会社

（ADDENDIS㈱、㈱大阪第一企画、㈱

バリタス、㈱プライムスタイル、㈱

エフ・マック）の持ち株管理。

２　解散の理由

　同社は、経営統合による傘下事業
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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）

の新株を発行し、日欧貿易㈱の株主に

対してその所有する株式1株につき0.128

株の割合をもって当社の株式を割当交

付いたします 

63,100千円のうち、保証先金融機関

からの請求により63,100千円の代位

弁済を実行いたしました。そのため

債務保証損失引当金の残高63,100千

円は、なくなっております。

会社間の連携強化によるシナジー効

果の創出や、サービス対応力の向上

による顧客の利便性向上等を目的と

して設立致しましたが、グループ企

業の更なる統合・整理による再編の

方が、より経営効率が高いとの判断

に至ったため。

 （資本の減少の件）

　当社は、平成18年５月29日開催の取

締役会において、資本の減少に関し、

平成18年６月29日開催の第９回定時株

主総会に付議することを決議いたしま

した。

１　資本の減少の目的 

　  今後、自社株買い等の柔軟、かつ、

機動的な資本政策を可能にするため。

２　資本の減少の方法

    発行済株式総数の変更は行わず、

かつ、払い戻しを行わない無償の減

資といたします。

３　減少すべき資本の額

　  資本の額を4,331,702,000円減少し、

資本金を3,000,000,000円といたしま

す。 

４　資本の減少の日程

・取締役会決議日

　　平成18年５月29日　

・定時株主総会決議日

　　平成18年６月29日

・債権者異議申述最終期日

　　平成18年８月２日（予定）　

・効力発生日

　　平成18年８月３日（予定）　

（第三者割当による新株の発行の件）

　当社は、平成18年５月30日開催の取

締役会において第三者割当による新株

の発行を決議いたしました。

１　募集する株式の要領　　

・発行新株式数

　普通株式　110,000株

・発行価額

　1株につき43,938円　

・発行総額

　4,833,180,000円　

・資本組入額

　2,416,590,000円　

・申込期日

　平成18年６月19日

・払込期日
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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）

　平成18年６月19日

・新株式交付日

　平成18年６月19日

２　資金の使途

 グループ企業の財務体質の改善並びに

アジア地域における不動産及び有価

証券等への投資に充当する予定であ

ります。

（代表取締役の異動の件）

　当社は、平成18年５月30日開催の取

締役会において、代表取締役の異動の

件に関し、平成18年６月29日開催の第

９回定時株主総会に付議することを決

議いたしました。

１　異動の内容

　　現任代表取締役佐藤克が退任し、

新任取締役候補者である江口隆が就

任する予定であります。

２　異動の理由

　　現任代表取締役の任期満了に伴い、

経営刷新並びに今後のグループ経営

再建をより確実たらしめるため。

（子会社の異動の件）

　当社は、平成18年６月５日開催の取

締役会において、当社の完全子会社で

ある㈱ゼルスの株式を譲渡することを

決議し、同日付で株式譲渡契約を締結

いたしました。

 １　異動の理由

　グループ戦略の大幅な見直し

に伴い、投資事業へ経営資源を

シフトしていくことがグループ

全体の収益性の改善に最も寄与

するものと判断したため。

 ２　当該子会社の概要

 　・商号

 　　株式会社ゼルス

 　・事業内容

 　　服飾繊維製品の企画・製造・

販売

 ３　譲渡の日程

平成18年６月12日（株券引渡し期

日）

 ４　譲渡に関する内容

 　①譲渡先

　 ㈱エクステンション

 　②譲渡株式数

　 200株（発行済み株式総数の

100％）
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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譲渡金額

　 300百万円

（特別利益の発生の件）

　投資事業組合への出資金の払い戻し

金について貸倒引当金繰入（特別損失）

として計上いたしました未収金126百万

円のうち、平成18年５月31日に100百万

円を回収したことにより、同額の特別

利益が発生いたしました。
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