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（訂正）「平成 19 年 3 月期中間決算短信（連結）および平成 19 年 3 月期個別中間財

務諸表の概要に関する一部訂正について 

 

 
 
平成 18年 11月 29日に発表いたしました『平成 19年 3月期中間決算短信（連結）』および『平成 19年
3 月期個別中間財務諸表の概要』について一部誤りがございましたので下記のとおり訂正いたします。
株主・投資家の皆様にご迷惑をおかけいたしましたことを陳謝いたしますとともに、再発防止に努め、対
策を講じてまいります。 
 

記 
 
訂正箇所（①～⑤） 
訂正箇所は＿線で示しております。 
 
① [決算短信（連結）の１頁目] 
１．平成 18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月 1日～平成 18 年 9月 30 日） 

(3） 連結キャッシュ・フローの状況        

【 訂正前 】 
（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。 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 9月中間期 △579 △3,520 2,931 2,436 

17 年 9 月中間期 △508 △3,874 5,776 5,388 

18 年 3 月期 △3,223 △4,087 9,741 6,683 

 
【 訂正後 】 

（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。 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 9月中間期 △718 △3,381 2,931 2,436 

17 年 9 月中間期 △508 △3,874 5,776 5,388 

18 年 3 月期 △3,223 △4,087 9,741 6,683 

 
 
② [決算短信（連結）の 7頁目] 
３．経営成績及び財政状態 
(2) 財政状況 
キャッシュ・フローの状況 



 

【 訂正前 】 
 当中間連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシ
ュ・フローは中間純損失のため579,650千円の減少となり、また投資活動によるキャッシュ・フローにおい
て貸付金の実行等により 3,520,050 千円の減少となりましたが、財務活動によるキャッシュ・フローにお
いて第三者割当による新株の発行等により 2,931,989 千円増加したため、当中間連結会計期間の資金
の減少額は 1,194,912 千円となりました。 
 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
  営業活動の結果減少した資金は、579,650 千円（前年同期は、508,481 千円の減少）であります。 
  これは主に、売上債権や棚卸資産の減少といったプラス要因がある一方で、売上総利益が低迷したこ
と、及び営業投資有価証券が増加したことが主因であります。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動の結果減少した資金は、3,520,050 千円（前年同期は、3,874,646 千円の減少）であります。 
  これは主に、貸付金の実行、投資有価証券の取得等によるものであります。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
  財務活動の結果増加した資金は、2,931,989 千円（前年同期比△49.2%）であります。 
  これは主に、第三者割当による新株の発行等によるものであります。 
 
【 訂正後 】 
当中間連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシ
ュ・フローは中間純損失のため718,679千円の減少となり、また投資活動によるキャッシュ・フローにおい
て貸付金の実行等により 3,381,021 千円の減少となりましたが、財務活動によるキャッシュ・フローにお
いて第三者割当による新株の発行等により 2,931,989 千円増加したため、当中間連結会計期間の資金
の減少額は 1,194,912 千円となりました。 
 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
  営業活動の結果減少した資金は、718,679 千円（前年同期は、508,481 千円の減少）であります。 
  これは主に、売上債権や棚卸資産の減少といったプラス要因がある一方で、売上総利益が低迷したこ
と、及び営業投資有価証券が増加したことが主因であります。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動の結果減少した資金は、3,381,021 千円（前年同期は、3,874,646 千円の減少）であります。 
  これは主に、貸付金の実行、投資有価証券の取得等によるものであります。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
  財務活動の結果増加した資金は、2,931,989 千円（前年同期比△49.2%）であります。 
  これは主に、第三者割当による新株の発行等によるものであります。 
 
 
③ [決算短信（連結）の 15～16 頁目] 
５．中間連結財務諸表等 
(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
【 訂正前 】 

    

前中間連結会計期間

（自 平成 17 年４月１日

 至 平成 17 年９月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー計算

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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１ 税金等調整前中間（当期）純利益   493,744 △7,181,823 △5,401,568 

２ 減価償却費   89,475 208,075 270,408 

３ 連結調整勘定償却   4,621 － 715,358 

４ のれん償却   － 896,343 － 

５ 減損損失   － 110,599 918,718 

６ 持分法による投資損失   3,814 35,067 3,814 

７ 投資事業組合投資損失   －３ 94,523 － 

８ 版権償却   － － 999,445 

９ 固定資産除売却損   － 675 66,915 

10 固定資産売却益   － △182 △41,528 

11 出資金評価損   34,768 72,037 61,378 



 

    

前中間連結会計期間

（自 平成 17 年４月１日

 至 平成 17 年９月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー計算

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） 金額（千円） 金額（千円） 

12 出資金清算益   － － △4,115 

13 為替差益   △45,500 － △109,872 

14 金利スワップ評価損   － 2,722 24,273 

15 関係会社株式売却益    △18,926 △227,171 △99,591 

16 持分変動益    － △582,452 － 

17 商品低価評価損    25,000 660,959 255,913 

18 仕掛品低価評価損    11,380 － － 

19 投資有価証券評価損    22,313 738,700 379,341 

20 投資有価証券売却益   － △4,752 － 

21 子会社清算損   － 237 － 

22 営業譲渡損失   － 110,922 － 

23 貸倒引当金の増減額（△は減少）   △48,286 3,807,269 660,530 

24 違約金損失引当金の増減額（△は減少）   － 110,245 － 

25 債務保証損失引当金の増減額（△は減少）   － 174,690 － 

26 貸倒損失   － － 167,739 

27 少数株主損益   － △71,627 － 

28 受取利息及び受取配当金   △9,045 △2,575 △25,003 

29 支払利息    21,117 39,602 76,585 

30 売上債権の増減額（△は増加）   △374,427 365,151 674,763 

31 たな卸資産の増減額（△は増加）   △56,409 56,879 △1,275,327 

32 営業投資有価証券の増減額（△は増加）   － △291,634 △228,671 

33 為替換算調整勘定の増減額（△は増加）   － 48,295 － 

34 未収消費税の増減額（△は増加）   21,990 20,799 △84,191 

35 その他の資産の増減額（△は増加）   △238,120 749,344 △1,278,562 

36 仕入債務の増減額（△は減少）   △73,228 △102,915 △403,414 

37 前受金の増減額（△は減少）   23,135 78,915 52,050 

38 未払金の増減額（△は減少）   △225,036 283,790 257,357 

39 その他の負債の増減額（△は減少）   47,643 △644,248 442,496 

小計   △289,977 △443,537 △2,924,755 

41 利息及び配当金の受取額   9,045 2,653 50,842 

42 利息の支払額   △21,117 △34,026 △69,008 

43 法人税等の支払額   △206,432 △104,739 △280,983 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △508,481 △579,650 △3,223,904 

          

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

１ 有形固定資産の取得による支出   △328,649 △411,322 △1,355,516 

２ 有形固定資産の売却による収入   － 2,155 39,414 

３ 無形固定資産の取得による支出   △52,349 △9,895 △276,872 

４ 投資有価証券の取得による支出   △1,233,503 △925,887 △3,522,485 

５ 投資有価証券の売却による収入   － 48,207 335,000 

６ 出資金の払込による支出   △742,360 △25,451 － 

７ 出資金の返還による収入   － 278 122,206 

８ 敷金及び保証金の差入れによる支出   △1,942,431 △244,612 △369,998 

９ 敷金及び保証金の返還による収入   10,572 289,509 81,583 

10 新規連結子会社株式の取得による支出 ※３ － － △355,034 

11 新規連結子会社株式の取得による収入 ※２ 247,035 － 393,137 

12 連結範囲の変更に伴う関係会社株式の売

却等による収入  
  18,156 － － 

13 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による収入 
※４ － 227,171 728,053 

14 貸付による支出    △2,149,643 △2,471,384 △3,753,501 

15 貸付の回収による収入   2,298,527 1,180 3,846,957 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △3,874,646 △3,520,050 △4,087,055 



 

 
 
 
 
【 訂正後 】 

    

前中間連結会計期間

（自 平成 17 年４月１日

 至 平成 17 年９月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー計算

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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１ 税金等調整前中間（当期）純利益   493,744 △7,243,139 △5,401,568 

２ 減価償却費   89,475 208,075 270,408 

３ 連結調整勘定償却   4,621 － 715,358 

４ のれん償却   － 896,343 － 

５ 減損損失   － 110,599 918,718 

６ 持分法による投資損失   3,814 35,067 3,814 

７ 投資事業組合投資損失   －３ 94,523 － 

８ 版権償却   － － 999,445 

９ 固定資産除売却損   － 675 66,915 

10 固定資産売却益   － △182 △41,528 

11 出資金評価損   34,768 72,037 61,378 

12 出資金清算益   － － △4,115 

13 為替差益   △45,500 － △109,872 

14 金利スワップ評価損   － 2,722 24,273 

15 関係会社株式売却益    △18,926 △227,171 △99,591 

16 持分変動益    － △582,452 － 

17 商品低価評価損    25,000 660,959 255,913 

18 仕掛品低価評価損    11,380 － － 

19 投資有価証券評価損    22,313 738,700 379,341 

20 投資有価証券売却益   － △4,752 － 

21 子会社清算損   － 237 － 

22 営業譲渡損失   － 110,922 － 

23 貸倒引当金の増減額（△は減少）   △48,286 3,807,269 660,530 

24 違約金損失引当金の増減額（△は減少）   － 110,245 － 

25 債務保証損失引当金の増減額（△は減少）   － 174,690 － 

26 貸倒損失   － － 167,739 

27 少数株主損益   － △71,627 － 

28 受取利息及び受取配当金   △9,045 △2,575 △25,003 

29 支払利息    21,117 39,602 76,585 

30 売上債権の増減額（△は増加）   △374,427 365,151 674,763 

31 たな卸資産の増減額（△は増加）   △56,409 56,879 △1,275,327 

32 営業投資有価証券の増減額（△は増加）   － △291,634 △228,671 

33 為替換算調整勘定の増減額（△は増加）   － 48,295 － 

34 未収消費税の増減額（△は増加）   21,990 20,799 △84,191 

35 その他の資産の増減額（△は増加）   △238,120 671,631 △1,278,562 

36 仕入債務の増減額（△は減少）   △73,228 △102,915 △403,414 

37 前受金の増減額（△は減少）   23,135 78,915 52,050 

38 未払金の増減額（△は減少）   △225,036 283,790 257,357 

39 その他の負債の増減額（△は減少）   47,643 △644,248 442,496 

小計   △289,977 △582,566 △2,924,755 

41 利息及び配当金の受取額   9,045 2,653 50,842 

42 利息の支払額   △21,117 △34,026 △69,008 

43 法人税等の支払額   △206,432 △104,739 △280,983 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △508,481 △718,679 △3,223,904 

          

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

１ 有形固定資産の取得による支出   △328,649 △411,322 △1,355,516 



 

    

前中間連結会計期間

（自 平成 17 年４月１日

 至 平成 17 年９月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー計算

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） 金額（千円） 金額（千円） 

２ 有形固定資産の売却による収入   － 2,155 39,414 

３ 無形固定資産の取得による支出   △52,349 △9,895 △276,872 

４ 投資有価証券の取得による支出   △1,233,503 △925,887 △3,522,485 

５ 投資有価証券の売却による収入   － 48,207 335,000 

６ 出資金の払込による支出   △742,360 △25,451 － 

７ 出資金の返還による収入   － 278 122,206 

８ 敷金及び保証金の差入れによる支出   △1,942,431 △244,612 △369,998 

９ 敷金及び保証金の返還による収入   10,572 289,509 81,583 

10 新規連結子会社株式の取得による支出 ※３ － － △355,034 

11 新規連結子会社株式の取得による収入 ※２ 247,035 － 393,137 

12 連結範囲の変更に伴う関係会社株式の売

却等による収入  
  18,156 － － 

13 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による収入 
※４ － 366,200 728,053 

14 貸付による支出    △2,149,643 △2,471,384 △3,753,501 

15 貸付の回収による収入   2,298,527 1,180 3,846,957 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △3,874,646 △3,381,021 △4,087,055 

 
 
④ [決算短信（連結）の 18～19 頁目] 
継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

【 訂正前 】 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度 
（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、当中間連結会計期間にお

いて、1,371 百万円の営業損失を計上し、前連結

会計年度に引き続き営業キャッシュ・フローがマ

イナスとなっているほか、当中間連結会計期間に

おいて、7,181 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。 

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。 

１．営業損失、及び営業キャッシュ・フローが継続

してマイナスである要因並びにその解消につい

て 

営業損失につきましては、前連結会計年度

（平成 18 年 3 月期）に 735 百万円、当中間連結

会計期間に1,371百万円とそれぞれマイナスとな

っております。これは、駐車場事業における新規

駐車場獲得の不振や不採算駐車場の収益改善

の遅れ等に伴う売上総利益の低迷、海外子会社

の営業不振、販売管理費の削減計画の遅れ等

によるものであります。 

また、営業キャッシュ・フローにつきましては、

前連結会計年度（平成 18 年 3 月期）に 3,223 百

万円、当中間連結会計期間に 579 百万円とそれ

ぞれマイナスとなっております。これは、売上債権

や棚卸資産の減少といったプラス要因がある一

方で、売上総利益が低迷したこと、及び営業投

資有価証券が増加したことが主因であります。 

事業運営部門におきましては、不採算事業か

らの撤退や不採算グループ会社の清算を進めて

おり、既に服飾関連商品の輸入及び卸し事業を

営む日欧貿易㈱と駐車場運営管理を営む㈱エイ

チ・エヌ・ティーについて、破産手続きの申立てを

行っております。 

当社グループは、当連結会計年度において、

前連結会計年度に引き続き営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスとなっているほか、当連結会計年度

において、735百万円の営業損失、5,554百万円

の当期純損失を計上しております。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要な疑義が生

じております。 

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。 

１．営業キャッシュ・フローが継続してマイナスで

ある要因並びにその解消について 

営業キャッシュ・フローにつきましては、前連結

会計年度（平成 17 年 3 月期）に 1,897 百万円、

当連結会計年度に 3,223 百万円とそれぞれマイ

ナスとなっております。これは、M&A による事業

規模の急速な拡大に伴う売掛債権や未収入金

の増加並びにたな卸資産の増加（平成17年3月

期1,163百万円、平成18年3月期1,275百万円）

を主因とするものであります。 

 このことから、前者につきましては①与信管理

の徹底により滞留債権の発生を未然に防止する

とともに事業計画に沿った確実な回収に努めて

まいるほか、②不採算事業の整理・統合・売却と

その他事業における収益力強化により当社グル

ープ全体の収益性の改善を図ってまいります。ま

た、後者につきましては、資金回収を上回る映像

コンテンツの買付を行った結果によるものであり

ますが、コンテンツ事業につきましては既に撤退

していることなどから、当連結会計年度末以降に

同一事由に起因してこうした事象を継続的に発

生せしめる要因は解消されるものと考えておりま

す。 

 更に当社グループが展開しておりますその他



 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

また、第一四半期連結会計期間において

ADDENDIS㈱と㈱大阪第一企画を合併、

ADDENDIS AGENCY㈱を解散、そして㈱ゼル

ス、㈱BBMC株式全部の売却等を行ったことに

引き続き、当中間連結会計期間において、㈱濱

商の株式全部の売却やエムトゥエックス㈱の保有

比率低下による連結除外等を行ってまいりまし

た。今後も当社グループで相乗効果を見込めな

いグループ会社や、将来的に抜本的な収益改善

が見込めないグループ会社からは撤退を視野に

いれた事業再編に取り組んでまいります。 

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 7,181 百万円のうち 6,695 百万円

につきましては当中間連結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。 

これらはその性質上、①事業の撤退に伴うもの

や、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と、②非経常

的損失であるため、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

おります諸施策と下記施策の実施により、当該状

況の解消を図れるものと考えております。 

なお、主なものは以下のとおりとなります。 

内訳  金額（百万）

貸倒引当金繰入額 3,744

のれん償却額 873

投資有価証券評価損 738

駐車場運営権評価損 560

飲食事業からの撤退に

伴う損失 
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中間連結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

中間連結財務諸表には反映しておりません。 

事業に関しましても、仕入れから資金回収までに

比較的長期間を要するような案件、具体的に想

定されるものといたしましては駐車場事業におけ

る大型の運営権転売契約などにつきましては個

別に厳密な精査を行なったうえ、キャッシュ・フロ

ーを重視した事業展開を行ってまいります。 

 こうした諸施策の実施により、営業キャッシュ・フ

ローの大幅な改善を見込んでおります。 

２．営業損失の発生要因並びにその解消につい

て 

当社グループが前連結会計年度（平成17年3

月期）より当社コンテンツ事業部および当社の完

全子会社であります㈱ワン・ウィング（DVD商品の

製作、販売および流通）を中心にグループ戦略

の重要施策の一環として推進してまいりました

DVD コンテンツの販売不振並びに、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その大半を占めてお

ります。このことから、当連結会計年度内に当該

事業からの撤退を既に実施し、当社コンテンツ事

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 999 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、㈱ヴァリアスにつきましても、当連結会計

年度において、不採算事業であるモバイル関連

事業より既に撤退をしております。 

 さらに当該状況の解消をより確実なものとする

ため、当社グループ全体の再編を通じ、不採算

事業の整理・統合・売却を順次行ってまいるほ

か、その他事業につきましては収益基盤の強化

を図ってまいります。 

３．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 5,554 百万円のうち 4,725 百万円

につきましては当連結会計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、①事業の撤退に伴うもの

や、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と、②非経常

的損失であるため、前述「2．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

おります諸施策と下記施策の実施により、当該状

況の解消を図れるものと考えております 

 
【 訂正後 】 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度 
（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、当中間連結会計期間にお

いて、1,371 百万円の営業損失を計上し、前連結

会計年度に引き続き営業キャッシュ・フローがマ

イナスとなっているほか、当中間連結会計期間に

おいて、7,181 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。 

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。 

１．営業損失、及び営業キャッシュ・フローが継続

してマイナスである要因並びにその解消につい

て 

営業損失につきましては、前連結会計年度

（平成 18 年 3 月期）に 735 百万円、当中間連結

当社グループは、当連結会計年度において、

前連結会計年度に引き続き営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスとなっているほか、当連結会計年度

において、735百万円の営業損失、5,554百万円

の当期純損失を計上しております。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要な疑義が生

じております。 

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。 

１．営業キャッシュ・フローが継続してマイナスで

ある要因並びにその解消について 

営業キャッシュ・フローにつきましては、前連結

会計年度（平成 17 年 3 月期）に 1,897 百万円、

当連結会計年度に 3,223 百万円とそれぞれマイ



 

前中間連結会計期間 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 17 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

前連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 
至 平成 18 年３月 31 日） 

会計期間に1,371百万円とそれぞれマイナスとな

っております。これは、駐車場事業における新規

駐車場獲得の不振や不採算駐車場の収益改善

の遅れ等に伴う売上総利益の低迷、海外子会社

の営業不振、販売管理費の削減計画の遅れ等

によるものであります。 

また、営業キャッシュ・フローにつきましては、

前連結会計年度（平成 18 年 3 月期）に 3,223 百

万円、当中間連結会計期間に 718 百万円とそれ

ぞれマイナスとなっております。これは、売上債権

や棚卸資産の減少といったプラス要因がある一

方で、売上総利益が低迷したこと、及び営業投

資有価証券が増加したことが主因であります。 

事業運営部門におきましては、不採算事業か

らの撤退や不採算グループ会社の清算を進めて

おり、既に服飾関連商品の輸入及び卸し事業を

営む日欧貿易㈱と駐車場運営管理を営む㈱エイ

チ・エヌ・ティーについて、破産手続きの申立てを

行っております。 

また、第一四半期連結会計期間において

ADDENDIS㈱と㈱大阪第一企画を合併、

ADDENDIS AGENCY㈱を解散、そして㈱ゼル

ス、㈱BBMC株式全部の売却等を行ったことに

引き続き、当中間連結会計期間において、㈱濱

商の株式全部の売却やエムトゥエックス㈱の保有

比率低下による連結除外等を行ってまいりまし

た。今後も当社グループで相乗効果を見込めな

いグループ会社や、将来的に抜本的な収益改善

が見込めないグループ会社からは撤退を視野に

いれた事業再編に取り組んでまいります。 

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 7,181 百万円のうち 6,695 百万円

につきましては当中間連結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。 

これらはその性質上、①事業の撤退に伴うもの

や、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と、②非経常

的損失であるため、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

おります諸施策と下記施策の実施により、当該状

況の解消を図れるものと考えております。 

なお、主なものは以下のとおりとなります。 

内訳  金額（百万）

貸倒引当金繰入額 3,744

のれん償却額 873

投資有価証券評価損 738

駐車場運営権評価損 560

飲食事業からの撤退に

伴う損失 
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中間連結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

中間連結財務諸表には反映しておりません。 

ナスとなっております。これは、M&A による事業

規模の急速な拡大に伴う売掛債権や未収入金

の増加並びにたな卸資産の増加（平成17年3月

期1,163百万円、平成18年3月期1,275百万円）

を主因とするものであります。 

 このことから、前者につきましては①与信管理

の徹底により滞留債権の発生を未然に防止する

とともに事業計画に沿った確実な回収に努めて

まいるほか、②不採算事業の整理・統合・売却と

その他事業における収益力強化により当社グル

ープ全体の収益性の改善を図ってまいります。ま

た、後者につきましては、資金回収を上回る映像

コンテンツの買付を行った結果によるものであり

ますが、コンテンツ事業につきましては既に撤退

していることなどから、当連結会計年度末以降に

同一事由に起因してこうした事象を継続的に発

生せしめる要因は解消されるものと考えておりま

す。 

 更に当社グループが展開しておりますその他

事業に関しましても、仕入れから資金回収までに

比較的長期間を要するような案件、具体的に想

定されるものといたしましては駐車場事業におけ

る大型の運営権転売契約などにつきましては個

別に厳密な精査を行なったうえ、キャッシュ・フロ

ーを重視した事業展開を行ってまいります。 

 こうした諸施策の実施により、営業キャッシュ・フ

ローの大幅な改善を見込んでおります。 

２．営業損失の発生要因並びにその解消につい

て 

当社グループが前連結会計年度（平成17年3

月期）より当社コンテンツ事業部および当社の完

全子会社であります㈱ワン・ウィング（DVD商品の

製作、販売および流通）を中心にグループ戦略

の重要施策の一環として推進してまいりました

DVD コンテンツの販売不振並びに、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その大半を占めてお

ります。このことから、当連結会計年度内に当該

事業からの撤退を既に実施し、当社コンテンツ事

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 999 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、㈱ヴァリアスにつきましても、当連結会計

年度において、不採算事業であるモバイル関連

事業より既に撤退をしております。 

 さらに当該状況の解消をより確実なものとする

ため、当社グループ全体の再編を通じ、不採算

事業の整理・統合・売却を順次行ってまいるほ

か、その他事業につきましては収益基盤の強化

を図ってまいります。 

３．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 5,554 百万円のうち 4,725 百万円

につきましては当連結会計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、①事業の撤退に伴うもの

や、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と、②非経常

的損失であるため、前述「2．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

おります諸施策と下記施策の実施により、当該状

況の解消を図れるものと考えております 

 



 

⑤[個別中間財務諸表の概要の１頁目] 
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） 
【 訂正前 】 

  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 

 
【 訂正後 】 

  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 
 

 以 上 


