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１．18年11月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18年11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11月中間期 2,967 (33.5) 184 (12.8) 198 (12.0)

17年11月中間期 2,222 (△29.3) 163 (△57.8) 176 (△52.3)

18年５月期 4,914 297 309

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11月中間期 113 (15.6) 2,693 08

17年11月中間期 98 (△62.0) 7,844 33

18年５月期 162 4,131 03

（注）①期中平均株式数 18年11月中間期 42,073株 17年11月中間期 12,500株 18年５月期 39,375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

(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11月中間期 3,895 2,818 72.4 66,318 98

17年11月中間期 3,873 1,901 49.1 152,140 83

18年５月期 4,055 2,633 64.9 63,163 22

（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 42,498株 17年11月中間期 12,500株 18年５月期 41,700株

②期末自己株式数 18年11月中間期 －株 17年11月中間期 －株 18年５月期 －株

２．19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５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 5,700 200 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　     2,364円90銭

（１株当たり予想当期純利益は、期中平均発行済株式数（42,285株）により算出しております。）

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

18年５月期 － － － 200 － 200

19年５月期（実績） － － － － －  

19年５月期（予想） － － － 200 － 200

※　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。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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11月30日）
当中間会計期間末

（平成18年11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５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  1,152,263  1,205,420   971,355  

２　売掛金  276,603  348,892   338,014  

３　たな卸資産  487,999  605,691   516,963  

４　前渡金  582,719  264,146   744,607  

５　繰延税金資産  30,910  29,916   39,727  

６　その他  16,934  29,832   33,620  

貸倒引当金  △104  △316   △311  

流動資産合計  2,547,327 65.8 2,483,584 63.8 △63,743 2,643,978 65.2

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※1,2 205,568  248,678   255,350  

(2）土地 ※２ 419,949  419,949   419,949  

(3）映像マスター ※１ 213,902  224,863   223,704  

(4）その他 ※１ 47,370  36,918   41,125  

有形固定資産合計  886,791 22.9 930,409 23.9 43,617 940,130 23.2

２　無形固定資産  32,396 0.8 28,899 0.7 △3,496 32,261 0.8

３　投資その他の資産         

(1）関係会社株式  212,546  212,546   212,546  

(2）繰延税金資産  22,447  33,399   22,193  

(3）その他  178,962  207,651   208,428  

貸倒引当金  △7,000  △1,000   △4,000  

投資その他の資産合計  406,956 10.5 452,597 11.6 45,640 439,167 10.8

固定資産合計  1,326,143 34.2 1,411,905 36.2 85,761 1,411,559 34.8

資産合計  3,873,471 100.0 3,895,490 100.0 22,018 4,055,537 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年11月30日）
当中間会計期間末

（平成18年11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５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
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金  106,895  219,168   186,315  

２　短期借入金  300,000  －   －  

３　一年以内返済予定の
長期借入金

※２ 29,384  29,384   29,384  

４　未払金  297,159  165,197   194,436  

５　未払法人税等  101,940  93,192   132,129  

６　前受金  988,771  442,306   748,370  

７　役員賞与引当金  2,000  2,250   4,000  

８　その他 ※３ 104,979  114,370   101,107  

流動負債合計  1,931,131 49.9 1,065,870 27.3 △865,261 1,395,743 34.4

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※２ 40,580  11,196   25,888  

固定負債合計  40,580 1.0 11,196 0.3 △29,384 25,888 0.7

負債合計  1,971,711 50.9 1,077,066 27.6 △894,645 1,421,631 35.1

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金  378,850 9.8 － － △378,850 － －

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  561,961  －   － －

資本剰余金合計  561,961 14.5 － － △561,961 － －

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金  2,452  －   －  

２　任意積立金  140,000  －   －  

３　中間（当期）未処分
利益

 818,003  －   －  

利益剰余金合計  960,455 24.8 － － △960,455 － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

 493 0.0 － － △493 － －

資本合計  1,901,760 49.1 － － △1,901,760 － －

負債資本合計  3,873,471 100.0 － － △3,873,471 － －
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前中間会計期間末

（平成17年11月30日）
当中間会計期間末

（平成18年11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５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
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 698,400 18.0  658,500 16.2

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －  989,801   949,901  

資本剰余金合計  － － 989,801 25.4 989,801 949,901 23.4

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －  2,452   2,452  

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －  140,000   140,000  

繰越利益剰余金  －  987,574   882,608  

利益剰余金合計  － － 1,130,027 29.0 1,130,027 1,025,060 25.3

株主資本合計  － － 2,818,228 72.4 2,818,228 2,633,462 64.9

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 195 0.0  444 0.0

評価・換算差額等合計  － － 195 0.0 195 444 0.0

純資産合計  － － 2,818,423 72.4 2,818,423 2,633,906 64.9

負債純資産合計  － － 3,895,490 100.0 3,895,490 4,055,537 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11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６月１日
至　平成18年５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　売上高   2,222,829 100.0  2,967,312 100.0 744,482  4,914,735 100.0

Ⅱ　売上原価 ※６  1,897,073 85.3  2,598,669 87.6 701,595  4,288,388 87.3

売上総利益   325,755 14.7  368,643 12.4 42,887  626,347 12.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※６  162,504 7.3  184,535 6.2 22,030  328,904 6.6

営業利益   163,251 7.4  184,108 6.2 20,856  297,442 6.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  17,779 0.8  20,112 0.7 2,332  36,999 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  4,074 0.2  5,941 0.2 1,866  25,309 0.5

経常利益   176,956 8.0  198,278 6.7 21,322  309,133 6.3

Ⅵ　特別利益 ※３  24,668 1.1  3,618 0.1 △21,049  27,461 0.6

Ⅶ　特別損失 ※4,5  7,043 0.3  312 0.0 △6,730  46,981 1.0

税引前中間
（当期）純利
益

  194,581 8.8  201,585 6.8 7,003  289,613 5.9

法人税、住民
税及び事業税

 97,143   89,503    136,099   

法人税等調整
額

 △615 96,527 4.4 △1,224 88,278 3.0 △8,248 △9,145 126,954 2.6

中間（当期）
純利益

  98,054 4.4  113,306 3.8 15,251  162,659 3.3

前期繰越利益   719,949   －    －  

中間(当期)未
処分利益

  818,003   －    －  

            

－ 5 －



(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６月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

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
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

658,500 949,901 949,901 2,452 140,000 882,608 1,025,060 2,633,462

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 39,900 39,900 39,900     79,800

剰余金の配当（千円）      △8,340 △8,340 △8,340

中間純利益（千円）      113,306 113,306 113,306

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）

39,900 39,900 39,900 － － 104,966 104,966 184,766

平成18年11月30日　残高
（千円）

698,400 989,801 989,801 2,452 140,000 987,574 1,130,027 2,818,228

評価・換算差額等

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５月31日　残高
（千円）

444 444 2,633,906

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）   79,800

剰余金の配当（千円）   △8,340

中間純利益（千円）   113,306

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）

△248 △248 △248

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△248 △248 184,517

 平成18年11月30日　残高
（千円）

195 195 2,818,423
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前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

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
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成17年５月31日　残高
（千円）

378,850 561,961 561,961 2,452 140,000 728,699 871,151 1,811,962

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 279,650 387,940 387,940     667,590

剰余金の配当（千円）      △6,250 △6,250 △6,250

役員賞与の支給（千円）      △2,500 △2,500 △2,500

当期純利益（千円）      162,659 162,659 162,659

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

279,650 387,940 387,940 － － 153,909 153,909 821,499

平成18年５月31日　残高
（千円）

658,500 949,901 949,901 2,452 140,000 882,608 1,025,060 2,633,462

評価・換算差額等

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17年５月31日　残高
（千円）

278 278 1,812,240

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）   667,590

剰余金の配当（千円）   △6,250

役員賞与の支給（千円）   △2,500

当期純利益（千円）   162,659

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

166 166 166

事業年度中の変動額合計
（千円）

166 166 821,665

平成18年５月31日　残高
（千円）

444 444 2,633,906
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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を採用

しております。

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

同左

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

同左

②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。

②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。

②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）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。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

①商品及び貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法を

採用しております。

(2）たな卸資産

①商品及び貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

①商品及び貯蔵品

同左

②仕掛品

　個別法による原価法を採用して

おります。

②仕掛品

同左

②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（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附

属設備は除く）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。

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

建物 ３～50年

車両運搬具 ２～６年

器具備品 ２～15年

映像マスター ２年

(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
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前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

３　外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

　外貨建金銭債権債務は中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

３　外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

同左

３　外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

　外貨建金銭債権債務は期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。

４　引当金の計上基準

(1）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

額を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に充て

るため、支給見込額に基づき当中

間会計期間に見合う分を計上して

おります。

(2）役員賞与引当金

同左

(2）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充て

るため、支給見込額に基づき当事

業年度に見合う分を計上しており

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。

５　リース取引の処理方法

同左

５　リース取引の処理方法

同左

 

 

６　重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建

金銭債権債務等については、振当

処理を行っております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債

務等

ハ　ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リ

スクを回避する目的で為替予約取

引を行い、ヘッジ対象の識別は個

別契約毎に行っております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

為替予約の締結時に、ヘッジ対

象取引の通貨単位、取引金額およ

び決済期日同一性について、社内

管理資料に基づき有効性評価を

行っております。
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前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

６　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(イ）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。

７　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

同左

６　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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。

　これにより税引前中間純利益が

6,404千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

き当該各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。

　これにより税引前当期純利益が

19,650千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当

該各資産の金額から直接控除してお

ります。

（役員賞与に関する会計基準）

　当中間会計期間より企業会計基準

４号「役員賞与に関する会計基準」

（平成17年11月29日企業会計基準委

員会）に基づき、役員に対する賞与

の支給に充てるため、当該支給見込

額に基づき当中間会計期間に見合う

分を役員賞与引当金として計上して

おります。これにより当中間会計期

間において販売費及び一般管理費の

役員賞与引当金繰入額が2,000千円

増加し、営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益はそれぞれ同額少な

く計上されています。

（役員賞与に関する会計基準） 

　当事業年度より企業会計基準４号

「役員賞与に関する会計基準」(平

成17年11月29日企業会計基準委員

会)に基づき、役員に対する賞与の

支給に充てるため、当該支給見込額

に基づき当事業年度に見合う分を役

員賞与引当金として計上しておりま

す。

　これにより当事業年度において販

売費及び一般管理費の役員賞与引当

金繰入額が4,000千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利

益はそれぞれ同額少なく計上されて

います。

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準)

当事業年度より「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。

従来の資本の部の合計に相当する

金額は2,633百万円であります。

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。
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前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 

 

 （売上計上基準）

従来、制作売上高のうち国内にお

いてテレビ放映されるアニメ作品に

つきましては「放映基準」（作品が

最初に放送媒体等により放映された

時期に収益を認識する方法）により

売上計上しておりましたが、当中間

会計期間より「納品基準」による売

上計上に変更しております。

この変更は、近年の地上波・衛星・

有線・インターネット等の放送媒体

の多様化により放映時期を確定する

ことが実務的に困難になっているこ

と及びクライアント等による放映時

期の変更が当社業績に影響を与えて

いることから、より適正な期間損益

計算を図るために行なったものであ

ります。

 この変更により、売上高は31,000

千円増加し、売上総利益、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益はそ

れぞれ930千円増加しております。
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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11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年５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

建物及び構築物 77,817千円

映像マスター 697,871 

その他 79,981 

計 855,670 

建物及び構築物 91,916千円

映像マスター 880,972 

その他 88,006 

計 1,060,896 

建物及び構築物 84,982千円

映像マスター 760,483 

その他 87,831 

計 933,296 

※２　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。

※２　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。

※２　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。

建物 99,598千円

土地 168,522 

計 268,121 

建物 94,025千円

土地 168,522 

計 262,547 

建物 96,702千円

土地 168,522 

計 265,225 

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予定長

期借入金
29,384千円

長期借入金 40,580 

計 69,964 

１年以内返済予定長

期借入金
29,384千円

長期借入金 11,196 

計 40,580 

１年以内返済予定長

期借入金
29,384千円

長期借入金 25,888 

計 55,272 

※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、流動負債のその他に含めて表示

しております。

※３　消費税等の取扱い

同左

※３　　　　　―――――
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

保険解約返戻金 1,136千円

設備使用料 4,590 

賃貸料収入 5,025 

還付加算金 4,302 

保険解約返戻金 1,604千円

設備使用料 5,152 

賃貸料収入 11,138 

   

保険解約返戻金 1,737千円

設備使用料 9,228 

賃貸料収入 16,906 

還付加算金 4,302 

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 1,789千円

上場関連費用 2,221 

支払利息 675千円 支払利息 3,136千円

上場関連費用 11,139 

新株発行費 9,471 

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

関係会社株式売却益 22,310千円

貸倒引当金戻入益 2,358 

車輌運搬具売却益 623千円

貸倒引当金戻入益 2,995 

投資有価証券売却益 22,310千円

貸倒引当金戻入益 5,151 

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

車両運搬具売却損 126千円

器具備品除却損 512 

減損損失 6,404 

器具備品除却損 312千円

   

   

車両運搬具売却損 126千円

器具備品除却損

出資金償却

543

26,659

 

 

減損損失 19,650 

※５　減損損失

当社は、以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。

※５　---------  ※５　減損損失

当社は、以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額

（千円）

遊休 土地
長野県
北佐久郡
軽井沢町

6,404

用途 種類 場所
金額

（千円）

遊休 土地
長野県
北佐久郡
軽井沢町

6,404

用途 種類 作品
金額

（千円）

版権
事業

映像マ
スター

１作品 13,246

（減損損失を認識するに至った経緯）

上記の土地については、保養所として

取得いたしましたが、現在は遊休資産と

しております。今後の利用計画も無く、

地価も著しく下落しているため、減損損

失を認識いたしました。

 （減損損失を認識するに至った経緯）

上記の土地については、保養所として

取得いたしましたが、現在は遊休資産と

しております。今後の利用計画も無く、

地価も著しく下落しているため、減損損

失を認識いたしました。

上記の映像マスターについては、版権

収入の獲得を目的として取得いたしまし

たが、２期連続で赤字となっております。

今後、版権収入も見込めないため、減損

損失を認識いたしました。

（資産のグルーピングの方法）

原則として事業部別に区分し、将来の

使用が見込まれていない遊休資産につい

ては個々の物件単位でグルーピングして

おります。

 （資産のグルーピングの方法）

原則として事業部別に区分し、将来の

使用が見込まれていない遊休資産につい

ては個々の物件単位でグルーピングして

おります。

（回収可能価額の算定方法等）

回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、正味売却価額は路線価評価

額等に基づき算定しております。

 （回収可能価額の算定方法等）

 土地については、回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、正味売却

価額は路線価評価額等に基づき算定して

おります。

　また映像マスターについては、使用価

値により測定しており、回収可能価額は

ゼロとして算定しております。
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前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※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 97,835千円

無形固定資産 2,115 

有形固定資産 134,457千円

無形固定資産 4,410 

有形固定資産 241,938千円

無形固定資産 7,429 
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）

(有形固定資産)
 器具備品(その
他)

46,047 32,592 13,455

 

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）

器具備品
器具備品(その
他)

28,113 6,954 21,159

 

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）

器具備品
器具備品(その
他)

56,117 39,099 17,017

(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 9,500千円

１年超 4,421 

合計 13,922 

１年内 7,857千円

１年超 13,727 

合計 21,584 

１年内 7,520千円

１年超 9,890 

合計 17,411 

(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、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 6,585千円

減価償却費相当額 6,132 

支払利息相当額 349 

支払リース料 5,076千円

減価償却費相当額 4,854 

支払利息相当額 261 

支払リース料 13,423千円

減価償却費相当額 12,640 

支払利息相当額 606 

(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

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年11月30日現在）

　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11月30日現在）

　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。

前事業年度末（平成18年５月31日現在）

　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）

　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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．公募増資

　当社株式は、平成17年12月21日にジャス

ダック証券取引所に上場いたしました。上場

に際して、平成17年11月16日及び平成17年11

月30日並びに平成17年12月９日の取締役会に

おいて、下記のとおり公募増資（ブックビル

ディング方式）を行うことを決議し、平成17

年12月20日に払込が完了いたしました。この

結果、当社の発行済株式総数は13,900株、資

本金は658,500千円、資本準備金は949,901千

円となりました。

発行新株式数 普通株式1,400株

発行価格 １株につき510,000円

引受価額 １株につき476,850円

発行価額 １株につき399,500円

発行価額の総額 559,300千円

資本組入額 １株につき199,750円

資本組入額の総額 279,650千円

払込金額の総額 667,590千円

払込期日 平成17年12月20日

配当起算日 平成17年12月１日

資金使途
設備投資資金、借入金の
返済

 ２.株式分割

　平成18年２月10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

式を発行します。

(1)平成18年３月１日をもって普通株式１株に

つき３株に分割します。

イ 分割により増加する株式数

平成17年1月31日現在の発行株式総数を基

準にして計算すると、次のとおりになりま

す。

　普通株式　　　　　　27,800株

ロ 分割方法

　平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載又は記録された株主の所有株

式数を、１株につき３株の割合をもって分割

します。

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 (2)配当起算日

 平成17年12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。

当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額

 　　   50,713.61円

１株当たり中間

純利益金額

 　　　　2,614.78円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

              -  円

 １株当たり純資産額

 　　　 48,259.76円

１株当たり当期

純利益金額

 　　 　 5,826.20円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

               - 円

第16期及び17期中間会計期間の潜在株式調整

後１株当たり中間純利益金額については、新

株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であったため、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。
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