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１．平成19年3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 ％

19年3月中間期 21 △31.8 △59 － △83 －

18年3月中間期 30 84.2 △79 － △91 －

18年3月期 43 △29.0 △147  △162  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

19年3月中間期 △430 － △927 97

18年3月中間期 △61 － △142 49

18年3月期 △253  △583 55

（注）①期中平均株式数 19年3月中間期 463,791.8株 18年3月中間期 433,541.4株 18年3月期 434,854株

②会計処理の方法の変更 有

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

19年3月中間期 492 463 94.1 985 86

18年3月中間期 654 567 86.6 1,307 85

18年3月期 2,468 540 21.9 1,217 71

（注）①期末発行済株式数 19年3月中間期 469,851.8株 18年3月中間期 433,627.8株 18年3月期 443,964.38株

②期末自己株式数 19年3月中間期 15.12株 18年3月中間期 6.57株 18年3月期 10.04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 26 △150 △486

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 △1,035円48銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

平成18年３月期 0 0 0 0 0 0

平成19年３月期（実績） － － － － 0  
0平成19年３月期（予想） 0 0 0 0 0

 

※　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中間決算短信（連結）添付資料の1～7ページを参照して下さい。
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(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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※１  341,343   217,412  △123,931  758,562  

２．売掛金   1,207   －  △1,207  262  

３．たな卸資産   735   －  △735  －  

４．未収入金   56,748   119,080  62,332  93,345  

５．前払費用   －   －  －  3,003  

６．短期貸付金   －   5,000  5,000  －  

７．関係会社短期
貸付金

  43,000   －  △43,000  364,672  

８．その他 ※３  3,611   4,909  1,298  1,836  

流動資産合計   446,645 68.2  346,402 70.4 △100,243  1,221,682 49.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※２  3,858   －  △3,858  2,761  

２．投資その他の
資産

           

  (1)投資有価証券  －   10,000    －   

　(2)関係会社株式  180,000   100,000    140,000   

　(3)関係会社長期
貸付金

 －   407,154    123,500   

　(5)長期預け金 ※１ －   －    1,000,000   

　(6)その他  －   10,820    10,770   

貸倒引当金  － 180,000  △382,000 145,974  △34,025 △56,600 1,217,670  

固定資産合計   183,858 28.1  145,974 29.6 △37,883  1,220,431 49.4

Ⅲ　繰延資産            

繰延資産合計   24,421 3.7  － － △24,421  26,115 1.1

資産合計   654,926 100.0  492,377 100.0 △162,549  2,468,229 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   3,360   －  △3,360  －  

２．未払金   39,117   24,956  △14,160  43,513  

３．その他   4,687   3,266  △1,420  4,092  

流動負債合計   47,164 7.2  28,223 5.7 △18,940  47,607 1.9

Ⅱ　固定負債            

１．社債   40,000   －  △40,000  1,880,000  

２．その他   638   941  302  －  

固定負債合計   40,638 6.2  941 0.2 △39,697  1,880,000 76.2

負債合計   87,802 13.4  29,164 5.9 △58,638  1,927,607 78.1

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   623,466 95.2  － － －  706,248 28.6

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  452,372   － －  － 535,154   

資本剰余金合計   452,372 69.1  － － －  535,154 21.7

－ 1 －



  
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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間（当期）
未処理損失

 508,603   －   － 700,588   

利益剰余金合計   △508,603 △77.7  － － －  △700,588 △28.4

Ⅳ　自己株式   △111 △0.0  － － －  △192 △0.0

資本合計   567,123 86.6  － － －  540,622 21.9

負債・資本合計   654,926 100.0  － － －  2,468,229 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  882,788 179.3 －  － －

２．資本剰余金   － －  711,695 144.6 －  － －

３．利益剰余金   － －  △1,130,976 △229.7 －  － －

４．自己株式   － －  △295 △0.1 －  － －

株主資本合計   － －  463,212 94.1 －  － －

純資産合計   － －  463,212 94.1 －  － －

負債・純資産合
計

  － －  492,377 100.0 －  － －

            

－ 2 －



(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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   30,850 100.0  21,050 100.0 △9,800  43,231 100.0

Ⅱ　売上原価   4,900 15.9  7,050 33.5 2,150  7,850 18.2

売上総利益   25,950 84.1  14,000 66.5 △11,950  35,381 81.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  105,331 341.4  73,745 350.3 △31,585  183,254 423.9

営業損失   79,381 △257.3  59,745 △283.8 19,635  147,873 △342.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,614 5.2  869 4.1 △744  16,750 38.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  13,368 43.3  24,698 117.3 11,329  31,838 73.6

経常損失   91,135 △295.4  83,574 △397.0 7,560  162,960 △377.0

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  25,049 119.0 25,049  － －

Ⅶ　特別損失
※
4,5,
6

 － －  384,769 1,827.9 384,769  137,314 317.6

税引前中間
（当期）純損
失

  91,135 △295.4  443,293 △2,105.9 △352,158  300,275 △694.6

法人税、住民
税及び事業税

  △29,358 △95.1  △12,906 △61.3 16,452  △46,514 △107.6

中間（当期）
純損失

  61,776 △200.2  430,387 △2,044.6 △368,611  253,761 △587.0

前期繰越損失   446,827   －  －  446,827  

中間(当期)未
処理損失

  508,603   －  －  700,588  

            

  (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

純資産合計
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

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高 (千円） 706,248 535,154 △700,588 △192 540,622 540,622

中間会計期間中の変動額

新株の発行 176,540 176,540 － － 353,081 353,081

中間純損失 － － △430,387 － △430,387 △430,387

自己株式の取得 － － － △103 △103 △103

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）
176,540 176,540 △430,387 △103 △77,409 △77,409

平成18年9月30日　残高 (千円） 882,788 711,695 △1,130,976 △295 463,212 463,212

－ 3 －



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）

　当社グループは、前連結会計年度

237,598千円の当期純損失を計上し、

当中間連結会計期間においても62,862

千円の中間純損失となっております。

このため、持株会社である当社におい

ても、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在していますが、中間財務諸

表は継続企業を前提として作成してお

り、このような重要な疑義の影響を中

間財務諸表には反映していません。

　当該状況に対応し、また子会社並び

に新規事業に対する投融資や当社グ

ループの財務基盤の強化・改善を図る

ため、前事業年度において、円建転換

社債型新株予約権付社債700,000千円

を発行し、当中間会計期間末までに本

社債660,000千円に係る新株予約権の

権利行使を受け、資本金および資本準

備金がそれぞれ330,000千円増加して

おります。

　事業の状況については、当社を持株

会社として、経営の効率化・体質強化

を継続的に図っております。コミュニ

ケーション・セールス事業を行ってお

ります株式会社フェヴリナにおきまし

ては、基礎化粧品の「NANO ACQUA」、

ベースメイクの「ACQUA FAIRY」及び

健康食品の「BE ACQUA」と３ブランド

の商品のラインナップを拡充するとと

もに、ホームページのリニューアル等

新規顧客の獲得を効率的に行うための

インターネットを活用したマーケティ

ングの強化などにより、登録顧客数お

よび販売は順調に伸びております。シ

ステム事業を行うアーツテクノロジー

株式会社は、事業ドメインをＥＣ分野

に特化させ、システム開発のみならず、

ＥＣ分野におけるサービスプロバイ

ダーとして、ＥＣ事業者向けの各種周

辺サービスの事業モデルを構築してお

ります。

　また、（重要な後発事象）に記載の

とおり、子会社としてスポーツ用品及

び関連商品の輸入販売を行うユーロス

ポーツ株式会社を設立し、新規事業に

も取り組んでおります。

　

　当社は、前事業年度において、継続

企業の前提に重要な疑義を抱かせる事

業又は状況の記載をいたしましたが、

当中間会計期間においても営業損失

59,745千円（前中間会計期間は79,381

千円の損失）、経常損失83,574千円

（前中間会計期間は91,135千円）、中

間純損失430,387千円（前中間会計期

間は61,776千円の損失）と継続的に営

業損失、経常損失及び中間純損失を計

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存在しております。

なお、当社は持株会社であり子会社か

らの収入を主要な財源とするため、以

下では持株会社としての経営計画及び

子会社の事業について説明いたします。

　

　このような状況を解消すべく以下の

経営計画を実施しております。

１．事業の選択と集中

　当社グループにおいてシナジー効果

の見込めない事業からの撤退とコア事

業への経営資源の集中を図っておりま

す。

　具体的には、平成18年8月31日にシ

ステム事業を行う連結子会社アーツテ

クノロジー株式会社の当社保有全株式

をソフィア総合研究所株式会社へ譲渡

いたしました。

　また、連結子会社が行うスポーツ関

連事業については、グループの事業戦

略の見直しを行った結果、平成18年11

月29日の取締役会において、HEAD 

INTERNATIONAL GMBH社と締結している

日本市場における独占的なディストリ

ビューション契約及びHEAD SPORT AG

社と締結しているライセンス契約を解

除し、当該事業から撤退することを決

議いたしました。

　以上のとおり、シナジー効果の見込

めない事業から撤退し、当社グループ

のコア事業であるコミュニケーショ

ン・セールス事業へ経営資源を集中す

ることにより黒字化を図ってまいりま

す。

　当社グループは、前連結会計年度

237,598千円の当期純損失を計上し、

当連結会計年度においても90,804千円

の当期純損失となっております。この

ため、持株会社であり、子会社からの

収入を主要な財源とする当社において

も継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在していますが、財務諸表は継続

企業を前提として作成しており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映していません。

　当該状況に対応し、また新規事業及

びＭ＆Ａ事業に対する投融資や当社グ

ループの財務基盤の強化・改善を図る

ため、前事業年度において、円建転換

社債型新株予約権付社債700,000千円

を発行し、当事業年度末までに本社債

700,000千円すべてに係る新株予約権

の権利行使を受け、資本金及び資本準

備金がそれぞれ350,000千円増加して

おります。

　また、2006年３月15日に、ユーロ円

建無担保転換社債型新株予約権付社債

額面総額2,000,000千円を発行し、

2006年５月末までに本社債450,000千

円に係る新株予約権の権利行使を受け、

資本金および資本準備金がそれぞれ

225,000千円増加しております。ただ

し、本社債総額2,000,000千円のうち

1,000,000千円は、エスクロー契約に

基づくエスクロー代理人である

Hammondsの口座に預託されているもの

であり、社債の転換に応じて当社の口

座に送金されるものであります。さら

に、重要な後発事象に記載のとおり、

本社債の未償還額のうち、550,000千

円を2006年６月15日に繰上償還してお

ります。

　事業の状況については、当社を持株

会社として、経営の効率化・体質強化

を継続的に図っております。

－ 4 －



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）

　当社はコミュニケーション・セール

ス事業とシステム事業の強化を図ると

ともに、今後は、既存事業とシナジー

効果を図ることのできる企業を中心に

Ｍ＆Ａによる事業提携を積極的に推進

しております。

　また、新規事業に意欲的に取り組み、

市場の変化に柔軟に対応しながら将来

の収益の柱を育てて参りたいと考えて

おり、当社のマーケティング力を生か

せる分野に積極的に臨み収益の拡大を

目指しております。

２．コミュニケーション・セールス事

業の収益基盤の強化

　コミュニケーション・セールス事業

を行う株式会社フェヴリナにおいては、

「新規顧客の獲得」・「既存顧客の囲

い込み」・「新商品の開発」・「ブラ

ンディング」を基本方針として掲げて

おります。特に「既存顧客の囲い込

み」・「新商品の開発」の２つを強化

していくため、データベースマーケ

ティングを一層強化し、次の施策につ

なげてまいります。当中間会計期間の

新商品として、４月に「フェイシャル

マスクシート」、７月に「ナノホワイ

トエッセンス」を発売しました。特に

「ナノホワイトエッセンス」は夏の時

期のＵＶ対策、美白効果の訴求により

好調な売上で推移いたしました。当中

間会計期間の取り組みのひとつである

顧客セグメンテーションに注力したこ

とにより、顧客の囲い込み強化につな

がり、リピーターに対する売上高は前

年同期比13％増となり、当中間会計期

間における同事業の売上及び利益目標

を達成いたしました。

３．持株会社における経費削減

　事業の選択と集中と平行して、持株

会社である当社の人件費をはじめとす

る間接コスト削減を順次進めておりま

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。

　コミュニケーション・セールス事業

を行う株式会社フェヴリナにおきまし

ては、商品のラインナップを拡充する

とともに、ウェブサイトのリニューア

ル等新規顧客の獲得を効率的に行うた

めインターネットを活用したマーケ

ティングの強化などにより、登録顧客

数および売上は順調に推移しておりま

す。また、データベースマーケティン

グの強化により既存顧客を囲い込むた

めのＤＭのレスポンスが増加し再販率

が向上しました。さらに当連結会計年

度における「オートシップコース」の

継続数が向上し、売上の安定につなが

りました。

　システム事業を行うアーツテクノロ

ジー株式会社では、事業ドメインをＥ

Ｃ分野でのＡＳＰサービス及びパッ

ケージ販売を核としたシステム開発、

並びにサイト構築・マーケティング活

動におけるコンサルテーション及び業

務運用・物流支援・コールセンター窓

口・決済等の関連サービスを全て提供

するサービスプロバイダーとして、Ｅ

Ｃ事業者向けの各種サービスの事業モ

デルを展開してまいりました。また、

当連結会計年度にはプライバシーマー

ク認証のコンサルテーション及び認証

資格取得支援サービスを新規事業とし

て立ち上げ、事業の拡大に努めてまい

りました。

　スポーツ関連事業を行うユーロス

ポーツ株式会社は平成17年11月１日に

設立しました。同月25日に営業を開始

し、顧客との販売契約を結び、順調に

販売を行なっております。平成18年３

月にはニューモデルラケットを投入し、

堅調な売上を計上しております。

　以上の通り、当社はコミュニケー

ション・セールス事業、システム事業

及びスポーツ関連事業の強化を図り、

当社グループの収益の拡大を目指して

おります。
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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

 

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

　　　　移動平均法による原価法

 (2)たな卸資産

　　　仕掛品

　　　　個別法による原価法

(1)有価証券

 　 子会社株式

　　　　　　　同左

 ──────

 

 

(1)有価証券

　　子会社株式

　　　　　　　同左

 ──────

２．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

　  定率法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は次のと

　おりであります。

　　建物付属設備　10～15年

　　工具器具備品　４～６年

有形固定資産

　　　　　　　同左

有形固定資産

　　定率法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は次のと

　おりであります。

　　工具器具備品　４～６年

３．引当金の計上基準 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．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

　　消費税等の会計処理は、税抜

　方式によっております。

(2)連結納税制度

　　連結納税制度を適用しており

　ます。

(1)消費税等の会計処理

　　　　　　同左

 

(2)連結納税制度

　　　　　　同左

(1)消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

 

(2)連結納税制度

　　　　　　　同左
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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基準）

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）および「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

部に相当する金額は463,212千円であります。

　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）

　「未払金」は前中間会計期間まで、流動負債の「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、

区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「未払金」の金額は

36,216千円であります。

 ─────
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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
（平成18年３月31日）

───── 
 

───── 
 

※１  ユーロ円建無担保転換社債型新株予約
権付社債の発行による、調達額のうち、
1,600,000千円については、資金使途を新規事
業及びＭ＆Ａに対する投融資に限定しており、
使途を変更する場合には社債権者との協議が
必要となります。また、そのうち長期預け金
1,000,000千円についてはエスクロー契約書に
基づくエスクロー代理人であるHammondsの口
座に預託されているものであります。
 

※２　有形固定資産の減価償却累計額

　 427千円

※３　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。

※２　有形固定資産の減価償却累計額

　    1,114千円

※３　消費税等の取扱い

同左

※２　有形固定資産の減価償却累計額

　    810千円

─────

 

４．偶発債務

　債務保証

　次の関係会社について、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

サイトデザイン㈱ 110,500 借入債務

合計 110,500 －

（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 1,103千円 受取利息      409千円 受取利息   3,120千円

社債発行差金償却     805千円

受取出向者収入 1,843千円

過年度支払手数料値引額 10,000千円

 ※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 723千円

社債発行費償却 8,140千円

本社移転費用 4,449千円

株式交付費    1,703千円

社債発行費償却   22,781千円

支払利息      934千円

新株発行費    1,255千円

社債発行費償却   21,198千円

本社移転費用   4,449千円

消費税等免税額   3,778千円

 ──────  ※３　特別利益のうち主要なもの  ──────

関係会社株式売却益  17,999千円

前期損益修正益   7,050千円

(過年度売上原価修正)　

　　

 

  ※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

────── 関係会社株式評価損   39,999千円

貸倒引当金繰入額  325,400千円

前期損益修正損   15,633千円

減損損失   3,736千円

関係会社株式評価損   79,999千円

貸倒引当金繰入額   56,600千円

固定資産除却損   714千円

 ──────  ※５　前期損益修正損の内訳及び金額は以下

のとおりであります。

過年度売上修正  12,300千円

過年度社債発行費修正 3,333千円

 ──────
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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）

 ──────  ※６　当中間会計期間において減損損失を計

上しております。

場所 用途 種類 金額 (千円）

東京都渋谷区

システム

事業用資産 

建物 1,791

工具器具備品 666

リース資産 1,278

 ──────

 　当社は事業の種類別を基礎として資産のグ

ルーピングを行なっております。当該事業用資

産について、帳簿価格を減額し当該減少額を減

損損失（3,736千円）計上いたしました。

　なお、当中間会計期間において減損損失の測

定に使用した回収可能額は正味売却価額であり、

零としております。

 

 ７　減価償却実施額  ７　減価償却実施額  ７　減価償却実施額

有形固定資産 198千円 有形固定資産    303千円 有形固定資産    581千円
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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（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）1 10.04 5.08 － 15.12

合計 10.04 5.08 － 15.12

     

　（注）１．普通株式の自己株式数の増加5.08株は、転換社債の転換により発生した端株の買取によるものであります。
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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

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、減損損失累計額総合額及び

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、減損損失累計額総合額及び

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

 

千円 千円 千円

工具器
具備品

2,796 1,398 1,398

合　計 2,796 1,398 1,398

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

中間期末

残高相当

額

千円 千円 千円 千円

工具器
具備品

2,796 1,518 1,278 0

合　計 2,796 1,518 1,278 0

取得価額相

当額

 

減価償却累

計額相当額

 

期末残高相

当額

 

千円 千円 千円

工具器
具備品

2,796 1,553 1,243

合　計 2,796 1,553 1,243

２．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 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 331千円

１年超 1,278千円

　合計 1,594千円

１年内 337千円

１年超 941千円

　合計

リース資産減損勘定

の残高

1,278千円

1,278千円

１年内    326千円

１年超    1,112千円

合計   1,439千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

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 204千円

減価償却費相当額 155千円

支払利息相当額 53千円

支払リース料 204千円

リース資産減損勘定

の取崩額 - 千円

減価償却費相当額 - 千円

支払利息相当額 43千円

減損損失 1,278千円

支払リース料       408千円

減価償却費相当額    310千円

支払利息相当額    101千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同左 同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。

同左 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）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

 

（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。

（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 1,307.85円

１株当たり中間純損失

金額
142.49円

１株当たり純資産額 985.86円

１株当たり中間純損失

金額
927.97円

１株当たり純資産額 1,217.71円

１株当たり当期純損失

金額
583.55円

  なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの中間純損失を計上して

いるため記載しておりません。

  なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの中間純損失を計上して

いるため記載しておりません。

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの当期純損失を計上して

いるため記載しておりません。 
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　（注）　１株当たり中間（当期）純損失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）純損失（千円） 61,776 430,387 253,761

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）純損

失（千円）
61,776 430,387 253,761

期中平均株式数（株） 433,541 463,791 434,854

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

新株予約権８種類（新株

予約権の数36,109個）

新株予約権８種類（新株

予約権の数22,123個）

新株予約権９種類（新株

予約権の数23,013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）

ユーロスポーツ株式会社の設立

　平成17年10月27日開催の取締役会に

おいて、ＨＥＡＤ及びＰｅｎｎのディ

ストリビューション契約並びにライセ

ンス契約を締結し、スポーツ用品及び

関連商品の輸入販売を行う子会社を新

たに設立することを決議致しました。

１．新会社設立の目的

　 当社は、既存事業の成長とともに、

新事業領域への進出も視野に入れ、Ｍ

＆Ａ及び新規事業の立上げを通じてグ

ループの成長を目指しております。特

に、当社グループの強みであるマーケ

ティング力を活用できる優れた商品力

やブランド力の獲得を目指し、更なる

事業拡大に取り組んでまいりました。

　このたび、世界的なトップブランド

であるＨＥＡＤ及びＰｅｎｎのスポー

ツ関連事業におきまして、ＨＥＡＤ　

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＭＢＨ

社及びＨＥＡＤ ＳＰＯＲＴ ＡＧ社と

日本市場において独占的なディストリ

ビューション契約及びライセンス契約

を締結することと致しました。これに

より、当社では新事業を立上げるにあ

たり新会社を設立することと致しまし

た。今後は、新会社において当社グルー

プのマーケティング力を活用し、お客

様に「満足」を超えた「感動」を提供

することを目的とし、幅広いビジネス

展開を目指してまいります。

２．新会社の概要

商　　号：  ユーロスポーツ株式会社

事業内容：  スポーツ用品及び関連商

            品の輸入販売

設立年月日：平成17年11日1日

営業開始日：平成17年11月25日

本店所在地：東京都千代田区麹町一丁

            目8番7号

代表者名：  代表取締役　武笠　広幸

資本金：　　4,000万円

従業員数：　20名　 

決算期：　　3月末

設立に際し

ての発行株

式総数：　　800株

株　　主：　当社100％

スポーツ関連事業の撤退について

　平成18年11月29日の取締役会におい

て、スポーツ関連事業を行う連結子会

社ユーロスポーツ株式会社について、

グループの事業戦略の見直しを行った

結果、HEAD INTERNATIONAL GMBH社と締

結している日本市場における独占的な

ディストリビューション契約及びHEAD 

SPORT AG社と締結しているライセンス

契約を解除し、当該事業から撤退する

ことを決議いたしました。

１．スポーツ関連事業の内容及び規模

（セグメント情報）a．事業の種類

別セグメント情報に記載のとおり

であります。

２．撤退の時期

　平成18年12月末（予定）

（2010年満期ユーロ円建無担保転換社

債型新株予約権付社債の一部繰上償還

について）

　平成18年３月15日に発行いたしまし

た2010年満期ユーロ円建無担保転換社

債型新株予約権付社債に関して、本社

債の発行要項に基づいて、割当先であ

るAIG-FP Structured Finance

(Cayman) Limitedに対し、以下の通り、

未償還額の一部を繰上償還致しました。

 

(1)繰上償還した社債の銘柄

株式会社ＳＤホールディングス2010

年満期ユーロ円建無担保転換社債

型新株予約権付社債

(2)繰上償還日

平成18年６月15日

(3)繰上償還額面金額

550,000,000円

(4)償還価格

額面100円につき金100円

(5)償還のための資金調達の方法

　今回の繰上償還原資には、余裕資

金を充当するため当該繰上償還によ

る業績に与える影響はないと考えて

おります。

 

本社債の概要

（平成18年５月31日現在）

(1)発効日　　　2006年３月15日（ロ

ンドン時間）

(2)発行総額　　20億円

(3)転換総額　　450,000,000円

(4)未償還残高　1,550,000,000円

(5)償還期限　　2010年３月31日（ロ

ンドン時間）

(6)利率　　　　本社債に利息は付さ

ない
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