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平成 19 年 5 月期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 

 平成 19 年 5 月期通期（平成 18 年 6月 1日～平成 19 年 5月 31 日）の業績予想について、平成 18年

7 月 28 日付けで発表いたしました数値を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．平成 19 年 5 月期業績予想数値の修正（平成 18 年 6 月 1日～平成 19 年 5月 31 日） 

【連結中間期業績予想】                          （単位：百万円） 

 連結売上高 連結経常利益 連結当期純利益

前回発表予想（A） 

（平成18年7月28日発表） 
4,700 100 △220 

今回修正予想（B） 2,650 △800 △1,650 

増減額（B－A） △2,050 △900 △1,430 

増減率 △43.6％ - - 

（ご参考） 

前年同期実績（平成18年5月期中間期）
4,299 712 422 

 

【連結通期業績予想】 

 連結売上高 連結経常利益 連結当期純利益

前回発表予想（A） 

（平成18年7月28日発表） 
10,600 700 100 

今回修正予想（B） 6,200 △920 △1,900 

増減額（B－A） △4,400 △1,620 △2,000 

増減率 △41.5％ - - 

（ご参考） 

前年同期実績（平成18年5月期通期）
7,754 △534 △9,496 

 

 

【単体中間期業績予想】                          （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 

（平成18年7月28日発表） 
155 △140 △160 

今回修正予想（B） 155 △440 △2,150 

増減額（B－A） 0 △300 △1,990 

増減率 0.0％ - - 

（ご参考） 

前年同期実績（平成18年5月期中間期）
117 9 330 

 



【単体通期業績予想】 
 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 

（平成18年7月28日発表） 
310 △150 △180 

今回修正予想（B） 250 △810 △2,900 

増減額（B－A） △60 △660 △2,720 

増減率 △19.4％ - - 

（ご参考） 

前年同期実績（平成18年5月期通期）
228 △508 △8,051 

 
2．修正の理由 

【連結】 

下記の理由により、連結業績予想を修正いたします。 

 

（１）Antiquorum S.A.グループの連結子会社化を延期したため 

 当社は平成 18 年５月期に発行済み株式の 50%を買収した Antiquorum S.A.グループの会計上の連結

子会社化を目指しておりますが、Antiquorum S.A.グループに対して実質的に「支配力」を行使しうる

状況に至っていないとの判断から、連結子会社化を延期して持分法の適用を継続する可能性が高くな

りました。 

平成 19 年５月期中に連結損益計算書の売上高以下の項目において、Antiquorum S.A.グループを取

り込む予定でしたが、上記の持分法適用継続に伴い、営業外収益以下の項目において同社グループの

損益を取り込むにとどめることとなりました。これによる影響は以下のとおりです。 

 

中間期における Antiquorum S.A.グループの連結上の計上予定額の修正内容   （単位：百万円） 

 当初予想 修正後 差額 

売上高 1,150 0 △1,150 

経常利益 460 △82 △542 

当期純利益 140 △82 △222 

注）のれんの償却費約 200 百万円について、当初予想では販売費および一般管理費に計上しており、

修正後では営業外費用に計上しています。 

 

通期における Antiquorum S.A.グループの連結上の計上予定額の修正内容   （単位：百万円） 

 当初予想 修正後 差額 

売上高 2,750 0 △2,750 

経常利益 1,087 50 △1,037 

当期純利益 363 50 △313 

 

 

（２）コンテンツの評価減 

 監査指摘を受け、子会社が保有するコンテンツの資産性を見直し、評価減を行うことといたしまし

た。 

 

対象資産 特別損失額 

映像コンテンツ関係 300 百万円 

音楽コンテンツ関係  50 百万円 

その他  30 百万円 

計 380 百万円 

 

 



 

（３）投資有価証券に関する損失が発生したため 

 当社が保有しております、株式会社ビジネスバンクコンサルティング株式(BBC)において、株価の下

落により、取得価額との差額を特別損失に計上する必要があるとの監査意見を受け、特別損失に計約

４億円を計上することといたしました。 

 

対象 （特別損失） 

BBC 株式 330 百万円 

投資有価証券売却損  50 百万円 

計 380 百万円 

  

【単体】 

 

（１） 子会社への貸付金に対する貸倒引当金計上 

 子会社に対する貸付金につき、債務超過の子会社に対するものについては、貸倒引当金

を全額計上する必要があるとの監査意見を受け、当中間期で引当金を約 15 億円計上するこ

とといたしました。なお、下期においても貸倒引当金計上が必要となると予想される額（約

６億円）を通期業績予想に折り込んでおります。 

 

対象会社 貸倒引当金額  

 

 

㈱アーティストハウス 

インベストメント 
  580 百万円 

㈱ＢＢＭＣ   350 百万円 

Artist House Investment Asia 

Limited 
  320 百万円 

㈱ツートップ   175 百万円 

㈱翔年社   75 百万円 

合計 1,500 百万円 

（２）子会社株式の減損損失計上 

上記（４）同様、債務超過の子会社の株式については、減損損失を全額計上する必要があるとの

監査意見を受け、当中間期で損失計上を約３億円実施することといたしました。 

 

対象株式 減損損失額  

㈱アーティストハウス 

インベストメント 
110 百万円 

㈱翔年社  87 百万円 

㈱ＢＢＭＣ  28 百万円 

㈱ツートップ  25 百万円 

 

 

 

 

 ㈱アーティストハウス 

エンタテインメント 
10 百万円 

㈱アンティコルムジャパン 10 百万円 

合計 270 百万円 

 

 

 

 

＊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。 

 

以  上 


