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１ 四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ① 財務諸表等の作成に際して準拠した基準   ： 中間連結財務諸表作成基準 

  ・会計処理方法の変更の有無         ： 無 

  ・中間決算等と異なる会計処理の有無     ： 無 

 ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況   ： 有 
 

２ 平成19年３月期第３四半期の財務・業績概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日） 

(1)経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨） 
 

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

19年３月期第３四半期 7,354  3.5  725  △67.4  677  △69.2  

18年３月期第３四半期 7,107   △15.3  2,224  －  2,196  －  

（参考）18年３月期 9,275   △15.5  2,805  758.3  2,739  832.1  

 

 

四 半 期 ( 当 期 )  １株当たり四半期(当期) 潜 在 株 式 調 整 後  

純 利 益 純 利 益 １株当たり四半期(当期)純利益 
 百万円  ％  円 銭   円 銭  

19年３月期第３四半期 428  △66.2  12  23  12  10  

18年３月期第３四半期 1,267  －  74  81  71  28  

（参考）18年３月期 1,645  －  96  86  92  47  

（注）１ 期中平均株式数（連結） 

19年３月期第３四半期 35,029,517株 18年３月期第３四半期 16,937,465株 18年３月期 16,987,256株

なお、当第３四半期の株式数の増加は、平成18年４月１日付の株式分割（１：２）ならびに新株予約権の

行使によるものです。 

２ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しています。 

 

 

参考情報１ 四半期（３ヶ月）毎の業績推移 

（百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

  百万円  百万円  百万円 

平成18年４月～平成18年６月 1,922  246  221  

平成18年７月～平成18年９月 2,398  199  183  

平成18年10月～平成18年12月 3,033  279  272  

合  計 7,354  725  677  
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参考情報２ 業績予想に対する進捗状況 
（百万円未満切捨） 

 当第３四半期 

（９ヶ月間） 

 

平成18年９月中間期 

決算発表時の 

連結業績予想 

（通期） 

通期業績予想に

対する進捗率 

（％） 

  百万円  百万円  ％ 

売上高 7,354  10,200  72.1  

経常利益 677  900  75.2  

当期純利益 428  550  77.8  

 

参考情報３ セグメント情報 
当第３四半期連結会計期間 前第３四半期連結会計期間 

自 平成18年４月１日  自 平成17年４月１日  

至 平成18年12月31日  至 平成17年12月31日  セグメント 

金額(百万円) 構成率(％) 金額(百万円) 構成率(％) 

前年同期比 
（％） 

ゲ ー ム オ ン デ マ ン ド 事 業 103 1.4 119 1.7 △13.6 

Ｃ Ｄ Ｎ 事 業  878 11.9 832 11.7 5.6 

メ デ ィ ア コ ン テ ン ツ 事 業 1,806 24.6 1,182 16.6 52.8 

ブ ロ ー ド バ ン ド 事 業  2,185 29.7 1,882 26.5 16.1 

Ｃ Ｓ 放 送 サ ー ビ ス 事 業 2,238 30.4 3,091 43.5 △27.6 

そ の 他 143 2.0 ― ― ― 

合 計 7,354 100.0 7,107 100.0 3.5 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】 

当第３四半期における売上高は7,354,927千円、営業利益は725,890千円、経常利益は677,375千円、四

半期純利益は428,259千円となりました。 

当社は、配信技術を持つコンテンツ事業者としての強みを最大限に発揮し、コンテンツ流通革命の実

現を図ることを経営戦略の基本としております。この戦略に基づき、「コンテンツサービス」と「技術

サービス」の２つを主軸として、中核事業であるゲームオンデマンド事業、CDN事業、メディアコンテン

ツ事業の拡大を進めております。 

当四半期（平成18年10月～12月）におきましては、平成18年11月、外国映画・テレビドラマの放映権

販売及び日本語字幕吹替制作大手のブロードメディア・スタジオ株式会社と、その子会社であるハリウ

ッドチャンネル株式会社を連結子会社とし、「コンテンツサービス」領域を強化致しました。今後は、

コンテンツ事業のフルライン化による更なる事業規模の拡大を目指してまいります。「技術サービス」

領域におきましては、平成18年12月、携帯電話・PC向けの画像変換技術の開発・運用を行う株式会社ア

イ・ブロードキャストに対し出資を行いました。 

 

事業セグメント別の売上概況については、以下のとおりです。 

  

① ゲームオンデマンド事業 

当第３四半期の売上高は 103,294 千円となりました。 

平成 18 年７月から、ヤフー株式会社の「Yahoo! Japan」10 周年記念として、「G クラスタ」無料体

験キャンペーンを実施しておりましたが、平成 19 年１月よりヤフー株式会社が提供する「Yahoo! ゲ

ーム」内で、「ストリーミングゲーム『G クラスタ』」を有料サービスとして開始致しました。米国

オベロン社（Oberon Media, Inc.）のカジュアルゲームによって構成される「おてがるゲーム月額パ

ック」と株式会社カプコンや株式会社ジャレコ等のタイトルによって構成される「なつかしゲーム月

額パック」という２つのパックを含む 92 タイトルの提供を行っております。今後もオリジナルタイ

トルを含め、ゲームタイトルの拡充を図ってまいります。 

平成 19 年１月末に発売されたマイクロソフト株式会社「Windows Vista™（日本語版）」搭載の 

「Windows Media Center」に「G クラスタ」サービスが採用されました。また、平成 19 年２月より

NEC ビッグローブ株式会社の「BIGLOBE」内でダウンロードゲーム販売サイト「シンプルプレイ」を開

設し、同会員向けにゲームコンテンツの販売を開始致しました。 
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ホスピタリティ市場（ホテル向け）につきましては、平成 19 年１月末時点で国内のホテル 10 棟に

「Gクラスタ」の導入が完了しております。 

海外展開につきましては、平成 18 年 10 月、当社 CDN 事業の戦略パートナーである韓国シーディー

ネットワークス社と韓国における「G クラスタ」サービスの開始を目指し提携致しました。引き続き、

北米、アジア、欧州への「Gクラスタ」展開を積極的に進めてまいります。 

 

② ＣＤＮ事業 

当第３四半期の売上高は 878,355 千円となりました。 

当四半期（平成 18 年 10 月～12 月）の売上高は、平成 18 年 11 月の旧米国スピーデラ社との契約満

了等の影響により直前四半期（平成 18年７月～９月）と比べると 37,243 千円減少致しました。 

平成 18 年 10 月、株式会社サイバー・コミュニケーションズ及び伊藤忠テクノソリューションズ株

式会社と「ブロードメディア CDN」の販売代理店契約を締結致しました。当社による直接販売に加え、

各業界のリーディングカンパニーと販売面でパートナーシップを組むことにより、営業の強化、拡大

を推進してまいります。平成 18 年 12 月、「BMCDN mobile」のパートナー企業である株式会社アイ・

ブロードキャストと、モバイル領域におけるサービスの強化を目的に資本提携を致しました。また、

平成 18 年 12 月、全国の新聞社 52 社が参加する株式会社全国新聞ネットによって運営されるニュー

スポータルサイト「47NEWS（よんななニュース）」に「ブロードメディア CDN+R」が採用されました。 

 

③ メディアコンテンツ事業 

当第３四半期の売上高は 1,806,749 千円となりました。 

当四半期（平成 18 年 10 月～12 月）の売上高は、ブロードメディア・スタジオ株式会社及びその子

会社であるハリウッドチャンネル株式会社の連結子会社化により、直前四半期（平成 18 年７月～９

月）と比べると 437,535 千円増加致しました。 

 松竹グループの委託放送事業者である株式会社衛星劇場、映像ソフトの製造・販売等を行うアミュ

ーズソフトエンタテインメント株式会社他 1 社と連続オリジナルドラマ「戦場のガールズライフ」を

共同で製作致しました。今回の共同製作は、CS 放送、ブロードバンド配信、書籍及び DVD 販売といっ

た新たなクロスメディア展開を目的とするものです。今後、このような試みを強化してまいります。 

 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のインターネット接続サービス「OCN」及びニ

フティ株式会社のインターネット接続サービス「＠nifty」等で「ダウンロード・アリーナ」のコン

テンツ販売を開始致しました。平成 18 年 12 月、過去に NHK で放送された「シャーロック・ホームズ

の冒険」を含む欧州の人気ドラマのライセンス契約を、株式会社国際メディア・コーポレーションと

締結し、「クラビット・アリーナ」で配信を開始致しました。 

ブロードメディア・スタジオ株式会社では、「トゥモロー・ネバー・ダイ（007 シリーズ）」「ボ

ーン・スプレマシー」等ハリウッドの人気タイトルを地上波テレビ局に提供致しました。また、地上

波テレビ局向けドキュメンタリー番組「素敵な宇宙船地球号」（平成 19 年 1 月 21 日放送回分）の企

画・制作協力を行いました。平成 19 年 1 月、ハリウッドチャンネル株式会社が運営する映画情報モ

バイル公式サイト「ハリウッドチャンネル」は、日本国内で初めて米国大手エンターテイメント情報

誌「Hollywood Reporter」の動画コンテンツの配信を開始致しました。 

 

④ ブロードバンド事業 

当第３四半期の売上高は 2,185,047 千円となりました。 

当四半期（平成 18 年 10 月～12 月）の売上高は、新たに取扱を開始したソフトバンクモバイルの携

帯端末販売が好調に推移し、直前四半期（平成 18 年７月～９月）と比べると 278,299 千円増加致し

ました。 

今後も引き続き、ADSL 回線販売で培った代理店ビジネスのノウハウを活用し、売上拡大を目指して

まいります。 

 

⑤ ＣＳ放送サービス事業 

当第３四半期の売上高は 2,238,257 千円となりました。 

当第３四半期末時点の会員数は約 13 万１千人と前年同四半期末比で約３万５千人の減少となりまし

た。引き続き既存会員に対するサービスレベルの維持･向上を図ってまいります。 

 

⑥ その他 

当第３四半期はその他の売上高 143,222 千円を計上しておりますが、これは主にモバイル広告・メ

ディア事業によるものです。 

平成 19年 1月、モバイル広告・メディア事業を行う CMX 株式会社では、人気タレント眞鍋かをり、
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小倉優子等の所属するプロダクションである有限会社アバンギャルドのモバイル公式サイトをオープ

ン致しました。 

 

 

（2）財政状態（連結）の変動状況 
 

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月期第３四半期 8,366  3,518  34.9  82 94 

18年３月期第３四半期 4,284  2,240  52.3  131 38 

（参考）18年３月期 4,999  2,690  53.8  155 00 

（注）１ 期末発行済株式数（連結） 

19年３月期第３四半期 35,209,770株 18年３月期第３四半期 17,051,954株  

18年３月期      17,356,054株 

なお、当第３四半期の株式数の増加は、平成18年４月１日付の株式分割（１：２）ならびに新株予約権

の行使によるものです。 

２ 当第３四半期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の運用指針」を適用しております。これにより、当第３四半期については、純資

産額は「少数株主持分」及び「新株予約権」を含んでおりますが、自己資本比率ならびに１株当たり純

資産は純資産額から「少数株主持分」「新株予約権」の額を控除した額により計算しております。 

 

 

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】 

当第３四半期末における総資産残高は8,366,932千円、純資産残高は3,518,136千円でした。平成18年

８月に株式会社釣りビジョン及びギガ・ブレーンズ株式会社が、平成18年11月にブロードメディア・ス

タジオ株式会社及びハリウッドチャンネル株式会社が当社の連結グループに加入したことなどにより、

総資産残高は期首に比べて3,367,102千円増加致しました。 

当第３四半期における主な資産および負債の変動の内容は次のとおりです。 

・株式会社釣りビジョン及びブロードメディア・スタジオ株式会社の連結グループ加入などにより、

番組勘定が1,785,757千円増加致しました。 

・ゲームオンデマンド事業などの事業用のソフトウェアの取得などにより、ソフトウェアが103,782

千円増加致しました。 

・ドリームタイムエンターテインメント株式会社の新株予約権付社債の引受、株式会社ジェイ・スポ

ーツ・ブロードキャスティングをはじめとする委託放送事業者の株式の取得、株式会社アイ・ブロ

ードキャストの増資引受などにより、投資有価証券が782,666千円増加致しました。 

・ルネサンス・アカデミー株式会社の増資引受及び日本映画衛星放送株式会社の株式の取得などによ

り、関係会社株式が257,047千円増加致しました。 

・四半期純利益428,259千円を計上致しましたが、利益配当261,584千円（平成18年３月期配当

173,560千円、平成19年３月期中間配当88,024千円）を実施した結果、利益剰余金が166,674千円増

加致しました。 

・新株予約権の権利行使に伴う新株発行による収入が61,577千円ありました。 

 

 

３ 平成19年３月期の連結業績予想（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 10,200  900  550  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 15円62銭 

※ 業績予想については、当社および当グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいて作成してお

りますが、リスクや不確実性を含んでおります。 

 

 

【業績予想に関する定性的情報等】 

平成18年10月27日発表の通期業績予想に変更はありません。 
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(参考資料) 

【四半期連結財務諸表】 

１【四半期連結貸借対照表】 

 

  
前第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度の 

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   1,793,490   1,092,687   2,261,445  

２ 受取手形及び売掛金 
※１ 

※３ 
 708,978   1,427,563   637,381  

３ 商品   ―   74,104   39,958  

４ 仕掛品   ―   101,137   ―  

５ 貯蔵品   34,448   ―   ―  

６ 番組勘定   272,671   2,164,487   378,729  

７ 繰延税金資産   239,205   101,625   242,152  

８ 未収入金 ※１  42,134   62,872   41,507  

９ 短期貸付金   10,000   95   10,000  

10 その他   214,767   350,836   26,339  

貸倒引当金   △223,376   △10,574   △13,536  

流動資産合計   3,092,320 72.2  5,364,835 64.1  3,623,978 72.5 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物  7,119   198,978   8,058   

減価償却累計額  3,065 4,053  140,586 58,391  3,306 4,752  

(2) 機械装置  ―   20,443   ―   

減価償却累計額  ― ―  17,219 3,223  ― ―  

(3) 工具器具備品  1,205,967   1,153,994   1,170,126   

減価償却累計額  896,095 309,872  955,996 197,998  918,330 251,796  

(4) 建設仮勘定   ―   ―   13,412  

有形固定資産合計   313,926   259,613   269,961  

２ 無形固定資産           

(1) ソフトウェア   283,491   449,027   345,244  

(2) 連結調整勘定   489,664   ―   445,648  

(3) のれん   ―   774,564   ―  

(4) その他   3,049   8,551   2,976  

無形固定資産合計   776,205   1,232,143   793,870  

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※５  46,863   1,296,205   256,491  

(2) 繰延税金資産   23,689   21,447   18,579  

(3) その他   31,930   197,431   36,947  

貸倒引当金   ―   △4,744   ―  

投資その他の資産合計   102,483   1,510,339   312,019  

固定資産合計   1,192,615 27.8  3,002,097 35.9  1,375,850 27.5 

資産合計   4,284,936 100.0  8,366,932 100.0  4,999,829 100.0 
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前第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度の 

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 ※１  199,610   1,348,556   442,948  

２ 一年以内償還予定の 

社債 
  206,250   15,300   221,550  

３ 短期借入金 ※２  ―   1,950,000   ―  

４ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
  ―   2,518   2,351  

５ 未払金   209,654   373,273   256,282  

６ 未払法人税等   525,199   7,886   857,443  

７ 未払消費税等 ※４  57,326   134,304   20,598  

８ 前受金   460,515   569,416   205,309  

９ 賞与引当金   ―   44,157   ―  

10 その他   268,753   175,394   199,947  

流動負債合計   1,927,310 45.0  4,620,807 55.2  2,206,431 44.2 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   6,868   2,518   4,703  

２ 社債   15,300   ―   ―  

３ 退職給付引当金   ―   11,995   ―  

４ 役員退職慰労引当金   43,499   52,708   45,583  

５ 預り保証金   31,421   7,834   31,402  

６ リース資産減損勘定   ―   131,225   ―  

７ その他   ―   21,706   ―  

固定負債合計   97,090 2.2  227,988 2.7  81,689 1.6 

負債合計   2,024,400 47.2  4,848,795 57.9  2,288,121 45.8 

           

(少数株主持分)           

少数株主持分   20,202 0.5  ― ―  21,607 0.4 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   588,249 13.7  ― ―  623,828 12.5 

Ⅱ 資本剰余金   214,573 5.0  ― ―  250,526 5.0 

Ⅲ 利益剰余金   1,437,626 33.6  ― ―  1,815,783 36.3 

Ⅳ 為替換算調整勘定   95 0.0  ― ―  174 0.0 

Ⅴ 自己株式   △211 △0.0  ― ―  △211 △0.0 

資本合計   2,240,334 52.3  ― ―  2,690,100 53.8 

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  4,284,936 100.0  ― ―  4,999,829 100.0 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  654,662 7.8  ― ― 

２ 資本剰余金   ― ―  281,698 3.4  ― ― 

３ 利益剰余金   ― ―  1,982,458 23.7  ― ― 

４ 自己株式   ― ―  △289 △0.0  ― ― 

株主資本合計   ― ―  2,918,529 34.9  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価 

差額金 
  ― ―  905 0.0  ― ― 

２ 為替換算調整勘定   ― ―  968 0.0  ― ― 

評価・換算差額合計   ― ―  1,873 0.0  ― ― 

Ⅲ 新株予約権   ― ―  21 0.0  ― ― 

Ⅳ 少数株主持分   ― ―  597,712 7.1  ― ― 

純資産合計   ― ―  3,518,136 42.1  ― ― 

負債及び純資産合計   ― ―  8,366,932 100.0  ― ― 
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２【四半期連結損益計算書】 

 

  

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度の 

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   7,107,619 100.0  7,354,927 100.0  9,275,185 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,278,492 46.1  4,143,319 56.3  4,167,528 44.9 

売上総利益   3,829,126 53.9  3,211,607 43,7  5,107,656 55.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１ 従業員給与  300,994   522,270   418,704   

２ 従業員賞与  105,309   98,878   145,591   

３ 賞与引当金繰入額  ―   33,484   ―   

４ 役員退職慰労引当金 

繰入額 
 7,083   7,124   9,166   

５ 業務委託費  279,062   492,718   391,053   

６ 荷造運賃  132,449   111,120   172,264   

７ 印刷費  119,033   108,715   163,434   

８ 貸倒引当金繰入額  12,742   10,950   ―   

９ 減価償却費  16,323   34,142   23,691   

10 連結調整勘定償却額  45,846   ―   89,862   

11 のれん償却額  ―   95,170   ―   

12 その他  585,740 1,604,586 22.6 971,141 2,485,717 33.8 887,932 2,301,700 24.8 

営業利益   2,224,540 31.3  725,890 9.9  2,805,956 30.3 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  21   1,227   124   

２ 貯蔵品売却益  1,399   873   1,635   

３ 業務受託手数料  ―   3,938   ―   

４  持分法による 

    投資利益 
 ―   32,704   ―   

５ その他  6,353 7,774 0.1 6,072 44,817 0.6 7,666 9,426 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  3,077   7,411   4,006   

２ 為替差損  968   8,593   522   

３ 持分法による 

投資損失 
 27,655   71,666   67,503   

４ 出資金組合損益 

分配損 
 4,462 36,164 0.5 5,652   4,129 76,161 0.8 

５ その他  ―   7 93,332 1.3 ―   

経常利益   2,196,149 30.9  677,375 9.2  2,739,221 29.6 

Ⅵ 特別利益           

１ 持分変動益  ―   31,871   ―   

２ 貸倒引当金戻入益 ※１ ―   ―   182,438   

３ その他の特別利益  ― ― ― 261 32,132 0.4 ― 182,438 2.0 

Ⅶ 特別損失           

１ 貯蔵品評価損 ※２ 5,767   ―   22,666   

２ 固定資産除却損  ―   1,207   60   

３ 投資有価証券評価損  2,496   ―   2,496   

４ 投資有価証券売却損  ―   ―   56   

５ 過年度役員退職慰労 

  引当金繰入額 
※３ 42,416   ―   42,416   

６ その他資産評価損  ― 50,680 0.7 2,573 3,780 0.0 ― 67,697 0.8 

税金等調整前 

四半期(当期)純利益 
  2,145,469 30.2  705,727 9.6  2,853,962 30.8 

法人税、住民税 

及び事業税 
 869,030   121,446   1,195,798   

法人税等調整額  △2,116 866,914 12.2 137,659 259,106 3.5 46 1,195,845 12.9 

少数株主利益   11,392 0.2  18,361 0.3  12,797 0.2 

四半期(当期)純利益   1,267,162 17.8  428,259 5.8  1,645,319 17.7 
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３ 【四半期連結剰余金計算書】 

 

 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高  162,815  162,815 

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１ 新株引受権及び新株予約権行使による 

新株発行に伴う増加 
51,402  86,820  

２ 新株引受権及び新株予約権行使による 

資本剰余金への振替額 
355 51,758 890 87,711 

Ⅲ 資本剰余金四半期(当期)末残高  214,573  250,526 

     

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高  170,464  170,464 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 四半期(当期)純利益 1,267,162 1,267,162 1,645,319 1,645,319 

Ⅲ 利益剰余金四半期(当期)末残高  1,473,626  1,815,783 
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４ 【四半期連結株主資本等変動計算書】 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年12月31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 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
623,828 250,526 1,815,783 △211 2,689,926 

当四半期の変動額 

(千円) 
     

連結子会社の増加に 

伴う増加 
― ― ― ― ― 

新株予約権の行使 30,834 31,171 ― ― 62,006 

剰余金の配当 ― ― △261,584 ― △261,584 

四半期純利益 ― ― 428,259 ― 428,259 

自己株式の取得 ― ― ― △77 △77 

当四半期の変動額合計 30,834 31,171 166,674 △77 228,603 

平成18年12月31日残高 

(千円) 
654,662 281,698 1,982,458 △289 2,918,529 

 
 評価・換算差額等 

 
その他有価証券

評価差額金 

為替換算調整

勘定 

評価・換算差額等

合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
― 174 174 593 21,607 2,712,301 

当四半期の変動額 

(千円) 
      

連結子会社の増加に 

伴う増加 
― ― ― ― 556,465 556,465 

新株予約権の行使 ― ― ― △429 ― 61,577 

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △261,584 

四半期純利益 ― ― ― ― ― 428,259 

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △77 

株主資本以外の項目 

の当四半期の変動額

(純額) 

905 794 1,699 △142 19,638 21,195 

当四半期の変動額合計 905 794 1,699 △571 576,104 805,835 

平成18年12月31日残高 

(千円) 
905 968 1,873 21 597,712 3,518,136 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称及び新規連結

の理由 

CDNソリューションズ㈱ 

Oy Gamecluster Ltd. 

 

上記２社は当第３四半期連結会

計期間中に新たに取得したため

連結の範囲に含めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

   クラリネット㈱ 

  連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社クラリネット㈱

は、小規模会社であり、同社の

総資産、売上高、四半期純損益

及び利益剰余金等は、いずれも

提出会社の四半期連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称及び新規連結

の理由 

CDNソリューションズ㈱ 

Oy Gamecluster Ltd. 

CMX㈱ 

㈱釣りビジョン 

ギガ・ブレーンズ㈱ 

ブロードメディア・スタジオ

㈱ 

ハリウッドチャンネル㈱ 

      

CMX㈱、㈱釣りビジョン、ギガ・

ブレーンズ㈱、ブロードメディ

ア・スタジオ㈱、ハリウッドチ

ャンネル㈱の株式を当第３四半

期連結会計期間中に新たに取得

したため連結の範囲に含めてお

ります。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

クラリネット㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称及び新規連結

の理由 

CDNソリューションズ㈱ 

Oy Gamecluster Ltd. 

 

上記２社は当連結会計年度中に

新たに取得したため連結の範囲

に含めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

クラリネット㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社クラリネット㈱

は、小規模会社であり、同社の

総資産、売上高、純損益及び利

益剰余金等は、いずれも提出会

社の連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数 ２社 

会社等の名称  

㈱アリスネット 

ルネサンス・アカデミー㈱ 

提出会社は、平成17年３月31日

に㈱アリスネットの株式を取得致

しましたので、当第３四半期連結

会計期間より持分法を適用してお

ります。 

また、提出会社は、平成17年10

月３日に設立されたルネサンス・

アカデミー㈱への出資を実施致し

ましたので、同社について当第３

四半期連結会計期間より持分法を

適用しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数 ３社 

会社等の名称  

㈱アリスネット 

ルネサンス・アカデミー㈱ 

日本映画衛星放送㈱ 

当社は､平成18年７月31日に日

本映画衛星放送㈱の株式を取得

致しましたので､当第３四半期連

結会計期間より持分法を適用し

ております｡ 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数 ２社 

会社等の名称  

㈱アリスネット 

ルネサンス・アカデミー㈱ 

提出会社は、平成17年３月31

日に㈱アリスネットの株式を取

得致しましたので、当連結会計

年度より持分法を適用しており

ます。 

また、提出会社は、平成17年

10月３日に設立されたルネサン

ス・アカデミー㈱への出資を実

施致しましたので、同社につい

て当連結会計年度より持分法を

適用しております。 
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

３ 連結子会社の第３四半期決算日

等に関する事項 

Oy Gamecluster Ltd.の第３四

半期決算日は９月30日でありま

す。四半期連結財務諸表を作成す

るに当たっては同日現在の四半期

財務諸表を使用し、第３四半期連

結決算日までに生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。 

 

３ 連結子会社の第３四半期決算日

等に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

Oy Gamecluster Ltd.の決算日

は12月31日であります。連結財

務諸表を作成するに当たっては

同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日までに生じた重要な

取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

その他有価証券で時価のないも

の 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合

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、持分相当額で取り込む

方法によっております。損益の

持分相当額については営業外損

益に計上しております。 

棚卸資産 

商品 

――――――― 

 

 

仕掛品 

――――――― 

 

 

貯蔵品 

   先入先出法による原価法を採

用しております。 

 

番組勘定 

個別法による原価法を採用し

ております。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

その他有価証券で時価のないも

の 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合

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、持分相当額で取り込む

方法によっております。損益の

持分相当額については営業外損

益に計上しております。 

棚卸資産 

商品 

先入先出法による原価法を採

用しております。 

 

仕掛品 

個別法による原価法を採用し

ております。 

 

貯蔵品 

――――――― 

 

 

番組勘定 

個別法による原価法を採用し

ております。ただし、一部の映

画放映権については定率法によ

る償却を行なっております。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

その他有価証券で時価のないも

の 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棚卸資産 

商品 

同左 

 

 

仕掛品 

――――――― 

 

 

貯蔵品 

――――――― 

 

 

番組勘定 

個別法による原価法を採用し

ております 
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

定率法を採用しております。 

 

 

 

 

 

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、社内における見

込利用可能期間(５年)に基づく

定額法を採用しております。 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物付属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。 

 

無形固定資産 

同左 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

無形固定資産 

同左 

 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

 

退職給付引当金 

――――――― 

 

 

 

 

 

役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく四半期末

要支給額を計上しております 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当第３四半期連結会計期間

末における退職給付債務期末自

己都合要支給額の100％相当額

を計上しております。 

 

役員退職慰労引当金 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

退職給付引当金 

――――――― 

 

 

 

 

 

役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております 

 

――――――― 
 
 

 
 

賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

前第３四半期連結会計期間及

び前連結会計年度においては流

動負債の「その他」に含めてお

りましたが、当第３四半期連結

会計期間から賞与引当金として

掲記しております。なお、前第

３四半期連結会計期間末におい

て流動負債の「その他」に含ま

れる当該負債の額は28,575千円

であり、前連結会計年度末にお

いて流動負債の「その他」に含

まれる当該負債の額は72,486千

円であります。 

 

――――――― 
 
 

 
 



  

13 ― 13 ― 

 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

(4) 重要な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。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 

 

  

 

 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

――――――― 

 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件

を充たしている場合には振当処

理を行っております。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

当第３四半期連結会計期間にヘ

ッジ会計を適用したヘッジ対象

とヘッジ手段は以下のとおりで

あります。 

ヘッジ手段…為替予約取引 

ヘッジ対象…外貨建仕入債務 

ハ ヘッジ方針 

主に当社の内規である為替リス

ク管理規程に基づき、為替変動

リスクをヘッジしております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引については、当該

取引とヘッジ対象に関する重要

な条件等が一致しており、かつ

キャッシュ・フローが固定され

ているため、ヘッジの有効性評

価を省略しております。 

 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件

を充たしている場合には振当処

理を行っております。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象とヘッジ手

段は以下のとおりであります。 

ヘッジ手段…為替予約取引 

ヘッジ対象…外貨建仕入債務 

ハ ヘッジ方針 

主に当社の内規である為替リス

ク管理規程に基づき、為替変動

リスクをヘッジしております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約取引については、当該

取引とヘッジ対象に関する重要

な条件等が一致しており、かつ

キャッシュ・フローが固定され

ているため、ヘッジの有効性評

価を省略しております。 

 

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

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。 

 

(6) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(6) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当第３四半期連結会計期間よ

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。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

当第３四半期連結会計期間より

｢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

する会計基準等の運用指針｣(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。

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計

に相当する金額は2,920,403千円で

あります。 

連結財務諸表規則の改正による

連結貸借対照表の表示に関する変

更は以下のとおりであります。 

 

１ 前第３四半期連結会計期間に

おける｢資本の部｣は、当第３

四半期連結会計期間から｢純資

産の部｣となり、｢純資産の部｣

は｢株主資本｣｢評価・換算差額

等｣｢新株予約権｣及び｢少数株

主持分｣に分類して表示してお

ります。 

２ 前第３四半期連結会計期間に

おいて独立掲記しておりまし

た｢資本金｣、｢資本剰余金｣、

｢利益剰余金｣及び｢自己株式｣

は当第３四半期連結会計期間

においては｢株主資本｣の内訳

科目として表示しておりま

す。 

３ ｢新株予約権｣は前第３四半期

連結会計期間においては｢流動

負債｣の｢その他｣に含めて表示

しておりましたが、当第３四

半期連結会計期間においては

｢純資産の部｣に掲記しており

ます。なお、前第３四半期連

結会計期間末の｢新株予約権｣

の残高は1,128千円でありま

す。 

４ ｢少数株主持分｣は前第３四半

期連結会計期間においては｢少

数株主持分｣として区分掲記し

ておりましたが、当第３四半

期連結会計期間においては｢純

資産の部｣に掲記しておりま

す。 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度より、｢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。 
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

―――――― 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

当第３四半期連結会計期間から

「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）

及び「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第７号）

並びに「企業結合会計基準及び事

業分離会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準適用指針

第10号）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｡ 

四半期連結財務諸表の表示に関

する変更は以下のとおりでありま

す｡ 

(四半期連結貸借対照表) 

｢連結調整勘定｣は、当第３四半

期連結会計期間から｢のれん｣とし

て表示しております。 

(四半期連結損益計算書) 

「連結調整勘定償却額」は､当第

３四半期連結会計期間から「のれ

ん償却額」として表示しておりま

す｡ 

 

―――――― 

 

 

(追加情報) 
 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

当第３四半期連結会計期間よ

り、役員退職慰労金制度を導入

し、役員退職慰労金内規を制定し

たため、役員退職慰労引当金を計

上しております。これに伴い、当

期発生額7,083千円は、販売費及び

一般管理費へ、過年度分42,416千

円は特別損失に計上しておりま

す。この結果、営業利益および経

常利益は7,083千円、税金等調整前

四半期純利益は49,499千円それぞ

れ少なく計上されております。 

 

―――――― 当連結会計年度より、役員退職

慰労金制度を導入し、役員退職慰

労金内規を制定したため、役員退

職慰労引当金を計上しておりま

す。これに伴い、当期発生額9,166

千円は、販売費及び一般管理費

へ、過年度分42,416千円は特別損

失に計上しております。この結

果、営業利益及び経常利益は9,166

千円、税金等調整前当期純利益は

51,583千円それぞれ少なく計上さ

れております。 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 
 

前第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

売掛金 339,762千円 (譲渡担保) 

未収入金 373千円 (譲渡担保) 

合計 340,136千円  

担保付債務 

買掛金 955千円  
 

―――――― ―――――― 

上記担保は、CSチューナー・ア

ンテナに係るリース債務14,595千

円(上記買掛金995千円を含む)に対

して、現在及び将来において発生

する、会員規約に基づき会員に対

して有する債権、マーケティング

契約に基づき委託放送会社に対し

て有する債権、並びに会員及び取

次店に対して有するCSチューナ

ー・アンテナの販売に係る債権を

譲渡担保としたことにより生じた

ものであります。なお、当第３四

半期連結会計期間末現在の当該債

権は、上記売掛金339,762千円及び

未収入金373千円であります。 

  

―――――― ※２ 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。 

 これらの契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額及び極度貸付額 

の総額 2,400,000千円 

借入実行残高 1,950,000千円 

差引額 450,000千円 
 

―――――― 

―――――― ※３  当第３四半期連結会計期間末

日満期手形の会計処理につい

ては、手形の交換日をもって

決済処理をしております｡ 

なお、当第３四半期連結会

計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の第３四半

期連結会計期間末日満期手形

が、第３四半期連結会計期間

末残高に含まれております｡ 

 

受取手形            1,211 千円 

 

―――――― 
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前第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日) 

※４ 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「未払

消費税等」に含めて表示しており

ます。 

 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

―――――― ※５ 非連結子会社及び関連会社に

対するものは次のとおりであ

ります。 

投資有価証券(株式) 292,668千円 

 

※５ 非連結子会社及び関連会社に

対するものは次のとおりであ

ります。 

投資有価証券(株式) 35,621千円 

 

６ 契約債務 

当社は、平成17年４月28日にSBI

ブロードバンドファンド１号投資

事業有限責任組合に１口100,000千

円の出資をおこなう契約を締結致

しました。当第３四半期連結会計

期間末における同組合に対する払

込額は25,000千円であり、残額

75,000千円については同組合への

出資義務を負っております。 

 

６ 契約債務 

当社は、平成17年４月28日にSBI

ブロードバンドファンド１号投資

事業有限責任組合に１口100,000千

円の出資をおこなう契約を締結致

しました。当第３四半期連結会計

期間末における同組合に対する払

込額は50,000千円であり、残額

50,000千円については同組合への

出資義務を負っております。 

また、当社は、平成18年４月17

日にSBIビービー・モバイル投資事

業有限責任組合に１口100,000千円

の出資をおこなう契約を締結致し

ました。当第３四半期連結会計期

間末における同組合に対する払込

額 は 25,000 千 円 で あ り 、 残 額

75,000千円については同組合への

出資義務を負っております。 

 

 

６ 契約債務 

当社は、平成17年４月28日にSBI

ブロードバンドファンド１号投資

事業有限責任組合に１口100,000千

円の出資をおこなう契約を締結致

しました。当連結会計年度末にお

ける同組合に対する払込額は

25,000千円であり、残額75,000千

円については同組合への出資義務

を負っております。 
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(四半期連結損益計算書関係) 
 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

――――――― 

 

――――――― 

 

※１ ClubiT CS衛星放送会の新規

会員獲得の終了から４年経過

し、新規の発生がなくなった

ことに伴い、従来、個別に引

当を行っていた債権並びに引

当対象債権が減少したことに

よるものです。 

 

※２ CSチューナー・アンテナ等の

評価減を行っております。 

5,767千円 

 

――――――― 

 

※２ CSチューナー・アンテナ等の

評価減を行っております。 

22,666千円 

 

――――――― 

 

――――――― 

 

※３ 当連結会計年度より、役員退

職慰労金制度を導入し、役員退

職慰労金内規を制定したため、

役員退職慰労引当金を計上して

おります。これに伴う過年度分

の計上額であります。 

 

 

 

(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当四半期連結会計 

期間末 

普通株式(千株)            17,356 17,854 ― 35,210 

 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

(1)株式分割による増加            17,356,400株 

(2)新株予約権の行使による増加       497,753株 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当四半期連結会計 

期間末 

普通株式(株) 346 437 ― 783 

 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

(1)株式分割による増加              346株 

(2)単元未満株式の買取りによる増加   91株 
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３ 新株予約権等に関する事項 
目的となる株式の数(株) 

区分 
新株予約権

の内訳 

目的となる株

式の種類 
前連結会計

年度末 
増加 減少 

当中間連結会

計期間末 

当四半期連

結会計期間

末残高 

(千円) 

第１回新株

予約権証券 
普通株式 277,000 277,000 554,000 ― ― 

第２回新株

予約権証券 
普通株式 39,400 39,400 55,970 22,830 21 

平成16年度

第１回新株

予約権 

普通株式 293,400 293,400 40,000 546,800 ― 
提出会社 

平成17年度

第１回新株

予約権 

普通株式 200,000 200,000 ― 400,000 ― 

合計 809,800 809,800 649,970 969,630 21 

 (注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

①増加は、平成18年４月１日付の株式分割(１：２)によるものであります。 

②第１回新株予約権証券の減少のうち401,783株は権利行使、152,217株は権利の失効によるものであ

ります。 

③第２回新株予約権証券及び平成16年度第１回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

 

４ 配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり配当額 

(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年 6月16日 

定時株主総会 
普通株式 173,560 10.00 平成18年3月31日 平成18年6月19日 

平成18年10月27日 

取締役会 
普通株式 88,024 2.50 平成18年9月30日 平成18年12月5日 
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 (リース取引関係) 
 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

 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、減損損

失累計額相当額及び第３四半期

連結会計期間末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

第３四半期 

連結会計 

期間末残高 

相当額 

(千円) 

工具器具備品 

(主にCSチューナ

ー・アンテナ) 

420,745 273,250 147,495 

 

(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

失累計額相当額及び第３四半期

連結会計期間末残高相当額 
 有形固定

資産 

( 機 械 装

置及び運

搬具) 

（千円） 

有形固定

資産 

( 工 具 器

具備品) 

 

（千円） 

合計 

(千円) 

取得価格 

相当額 
245,064 322,173 567,238 

減価償却

累計額相

当額 

57,241 179,565 236,807 

減損損失

累計額相

当額 

125,516 41,117 166,634 

第３四半

期末残高

相当額 

62,305 101,490 163,796 

 

(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) 

連結会計 

年度末残高

相当額 

(千円) 

 

工具器具備品 

(主にCSチューナ

ー・アンテナ) 

212,122 117,994   94,127   

 

 

(2) 未経過リース料第３四半期連結

会計期間末残高相当額 

１年内 94,383千円 

１年超 59,506千円 

合計 153,889千円 
 

(2) 未経過リース料第３四半期連結

会計期間末残高相当額等 

１年内 154,393千円 

１年超 212,388千円 

合計 366,781千円 

リース資産減損勘定四半期末残高 

131,225千円 

(2) 未経過リース料連結会計年度末

残高相当額等 

１年内 51,941千円 

１年超 47,920千円 

合計 99,861千円 
 

(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

額及び減損損失、支払利息相当

額 

支払リース料 167,014千円 

減価償却費 

相当額 
144,617千円 

支払利息相当額 13,135千円 
 

(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

額及び減損損失、支払利息相当

額 

支払リース料 57,500千円 

リース資産減損

勘定の取崩額 
 10,394千円 

減価償却費 

相当額 
50,039千円 

支払利息相当額 6,598千円 
 

(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

額及び減損損失、支払利息相当

額 

支払リース料 189,950千円 

減価償却費 

相当額 
164,336千円 

支払利息相当額 15,457千円 
 

(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

価保証額を残存価格とする定額法

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 

(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) 

――――――― 

 

(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。 
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(有価証券関係) 
 

前第３四半期連結会計期間末(平成17年12月31日現在) 

時価評価されていない有価証券の内容 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

関係会社株式 

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 

 

25,969 

 

20,894 

合計 46,863 

 

当第３四半期連結会計期間末(平成18年12月31日現在) 

 

１． 時価評価のある有価証券の内容 

区分 
取得原価 

（千円） 

第３四半期 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

その他有価証券 

株式 

 

3,076 

 

4,602 

 

1,525 

合計 3,076 4,602 1,525 

 

２． 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

関係会社株式 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 

社債 

その他 

 

292,668 

 

843,127 

70,000 

85,806 

合計 1,291,602 

 

３．当第３四半期連結会計期間中に売却したその他有価証券 

（自 平成18年４月１日  至 平成18年12月31日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

50,082 82 ― 

 

前連結会計年度末(平成18年３月31日現在) 

１. 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

関係会社株式 

非上場株式 

その他有価証券 

非上場株式 

 

35,621 

 

220,870 

合計 256,491 

 

２. 前連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

300 ― 56 
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(デリバティブ取引関係) 
 

１. 取引の状況に関する事項 
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

デリバティブ取引を行っており

ませんので、該当事項はありませ

ん。 

当第３四半期連結会計期間末に

おいては、デリバティブ取引を行

なっておりませんので、該当事項

はありません。 

(1)取引の内容及び利用目的 

外貨建債務の為替変動リスクを

回避するために、為替予約取引を

利用しております。 

(2)取引に対する取組方針 

為替予約取引は、外貨建仕入取

引をヘッジするためのものである

ため、外貨建債務の範囲内で行う

こととし、投機目的の取引は行わ

ない方針であります。 

(3)取引に係るリスクの内容 

為替予約取引は、為替相場の変

動によるリスクを有しておりま

す。 

なお、為替予約取引の契約先

は、信用度の高い金融機関である

ため、相手先の契約不履行による

いわゆる信用リスクはほとんどな

いと判断しております。 

(4)取引に係るリスク管理体制 

為替予約取引の執行・管理につ

いては、社内規程である「為替リ

スク管理規程」に基づいて行われ

ており、想定元本額により、取締

役会決議、代表取締役の承認、財

務経理本部長の承認により決裁さ

れた後、執行が義務付けられてお

ります。また、為替予約取引の状

況については、毎月「為替見越残

高報告」により財務経理本部への

報告、半期ごとに「為替損益報

告」による経営会議への報告を行

っております。 

 

 

２. 取引の時価等に関する事項 
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

――――――― 当第３四半期連結会計期間末に

おいては、デリバティブ取引を行

なっておりませんので、該当事項

はありません。 

 

ヘッジ会計を適用しているた

め、開示の対象としておりませ

ん。 
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(１株当たり情報) 
 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

１株当たり純資産額 131円38銭

 

１株当たり純資産額 82円94銭

 

１株当たり純資産額 155円00銭 

 
１株当たり四半期純利益 

金額 
74円81銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額 
71円28銭

 

１株当たり四半期純利益 

金額 
12円23銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額 
12円10銭

 

１株当たり当期純利益 

金額 
96円86銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
92円47銭 

 
 

提出会社は、平成17年５月20日付

で普通株式１株につき２株の株式分

割を行っております。 

なお、前連結会計年度期首に当該

株式分割が行われたと仮定した場合

における１株当り情報の各数値は以

下のとおりとなります。 

 

 

当社は、平成18年４月１日付で普

通株式１株につき２株の株式分割を

行っております。 

なお、前連結会計年度期首に当該

株式分割が行われたと仮定した場合

の前第３四半期連結会計期間におけ

る１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

 

 

当社は、平成17年５月20日付で普

通株式１株につき２株の株式分割を

行っております。 

なお、前連結会計年度期首に当該

株式分割が行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当た

り情報については、以下のとおりと

なります。 

 

前第３四半期 

連結会計期間 
前連結会計年度 

１株当たり 

純資産額         

１株当たり 

純資産額         

－円－銭 －円－銭 

１株当たり四半

期純損失金額 

１株当たり当期 

純損失金額 

50円48銭 30円71銭 

潜在株式調整後

１株当たり四半

期純利益金額 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

潜在株式調整後

１株当たり四半

期純利益につい

ては、１株当た

り四半期純損失

が計上されてい

るため記載して

おりません。 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益について

は、１株当たり

当期純損失が計

上されているた

め記載しており

ません。 
 

前第３四半期 

連結会計期間 
前連結会計年度 

１株当たり 

純資産額        

１株当たり 

純資産額        
65円69銭 77円50銭 

１株当たり四半

期純利益金額 

１株当たり当期 

純利益金額 

37円41銭 48円43銭 

潜在株式調整後

１株当たり四半

期純利益金額 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

35円64銭 46円24銭 

 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 

－円－銭 

１株当たり当期純損失金額 

30円71銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、１株当たり当期

純損失が計上されているため記載し

ておりません。 
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(注)１株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

１株当たり四半期(当期)純利益金額    

四半期(当期)純利益(千円) 1,267,162 428,259 1,645,319 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る四半期(当期)純利

益 (千円) 
1,267,162 428,259 1,645,319 

普通株式に係る 

期中平均株式数(株) 
16,937,465 35,029,517 16,987,256 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期(当期)純利益金額 
   

四半期(当期)純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(株) 839,478 358,563 804,893 

(うち新株引受権(株)) (626,629) 168,834 (593,667) 

(うち新株予約権(株)) (212,849) 189,729 (211,226) 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり四半期(当期)純
利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

― 

平成17年第１回新株予

約権(未行使の新株予

約権の数2,000個) 

同左 
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(重要な後発事象) 
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 
１ ルネサンス・アカデミー㈱に対する増

資引受 

提出会社の関連会社であるルネサンス・

アカデミー㈱は、平成18年１月19日教育特

区である茨城県大子町より、通信単位制高

等学校『ルネサンス高等学校』の設立を認

可されました。 

これを受けて提出会社は、平成18年１月

25日開催の取締役会において、同社に対す

る増資引受49,500千円(990株)を行うこと

を決定致しました。 

教育は既に大きな市場ですが、提出会社

は、ブロードバンドやモバイル環境の普及

によって、今後ますます多様化し成長して

いく有力な事業分野(コンテンツ事業・配

信事業・インタラクティブ事業、等)と考

え、本件増資引受を決定致しました。 

この増資引受により、提出会社の同社に

対する出資比率は39.7%になります。同社

につきましては、当四半期連結会計期間か

ら持分法を適用しております。 

平成18年１月30日の払込みを予定してお

り、対価の支払は自己資金による銀行振込

を予定しております。 

 

ルネサンス・アカデミー㈱の概要 

本社 

所在地 

東京都港区 

事業内容 通信単位制高校 

「ルネサンス高等学

校」の運営 

資本金 

(増資後) 

 

150,000千円 

従業員数 

 

12名 

(平成17年12月31日現在) 
 

――――――― 

 

当社株式の分割(無償交付) 

当社は、平成18年１月25日開催の取締役

会において、株式の流動性を高めるととも

に、株主数の増加を図ることを目的とし

て、株式の分割(無償交付)に関し、下記の

通り決議致しました。 

(1) 株式分割の概要 

平成18年４月１日付をもって、次の通

り普通株式１株を２株に分割する。 

1. 分割により増加する株式数 

普通株式17,356,400株 

2. 分割の方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記録された

株主の所有株式数を、１株につき２株

の割合をもって分割する。 

(2) 株券交付日  平成18年５月19日 

(3) 配当起算日  平成18年４月１日 

(4) 提出会社が発行する株式の総数の増加 

平成18年４月１日付をもって提出会社

の定款第５条を変更し、発行する株式

の 総 数 を 64,000,000 株 増 加 し て

128,000,000株とする。 

(5) その他、この株式の分割に必要な事項

は、今後の取締役会において決定す

る。 

(6) 行使価額の調整 

今回の株式の分割に伴い、新株予約権

証券及び新株予約権の行使価額を平成

18年４月１日以降、次の通り調整す

る。 

銘柄 
調整後行使

価額 

調整前行使

価額 

第１回新株

予約権証券 
93.8円 187.5円 

第２回新株

予約権証券 
93.8円 187.5円 

平成16年度

第１回新株

予約権 

466円 931円 

平成17年度

第１回新株

予約権 

1,270円 2,539円 

(7) 当該株式分割が前連結会計年度期首に

行われたと仮定した場合の前連結会計

年度における１株当たり情報及び当連

結会計年度期首に行われたと仮定した

場合の当連結会計年度における１株当

たり情報は、それぞれ以下のとおりと

なります。 
項目 第９期 第10期 

１株当たり純

資産額 

― 77円50銭 

１株当たり当

期純利益金額 

又は純損失金

額(△) 

△15円35銭 48円43銭 

潜在株式調整

後 

１株当たり当

期純利益金額 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額につ

きましては、１

株当たり当期純

損失が計上され

ているため、記

載しておりませ

ん。 

46円24銭 
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 
２ イー・ステージ㈱株式の取得 

 

提出会社は、平成18年１月18日付けで、

ルネサンス・アカデミー㈱に対する共同出

資者であるイー・ステージ㈱の株式1,600

株を対価200,000千円にて取得致しまし

た。即ち、同社株式730株をジャフコ・ジ

ー九(エー)号投資事業有限責任組合から対

価91,250千円にて取得し、870株をジャフ

コ・ジー九(ビー)号投資事業有限責任組合

から対価108,750千円にて取得致しまし

た。提出会社の同社に対する出資比率は、

平成18年１月27日に完了を予定しているイ

ー・ステージ㈱の第三者割当増資の後

12.9%となります。 

イー・ステージ㈱は、学校向け基幹業務

システム開発、販売、運営支援、インター

ネットを利用した教育システムの開発に強

みを持ち、ルネサンス・アカデミー㈱が設

立する『ルネサンス高等学校』のイーラー

ニング・システムの開発を手がけておりま

すが、提出会社は、教育関連事業分野では

イーラーニングのシステムが重要と位置付

けており、本件取得を決定致しました。 

なお、対価の支払は自己資金により、銀

行振込にて支払済みであります。 

 

イー・ステージ㈱の概要 

本社 

所在地 

東京都豊島区 

事業内容 学校向け基幹業務システ

ム開発、販売、運営支

援、インターネットを利

用した教育システムの開

発 

資本金 335,500千円 

(平成17年３月31日現在) 
 

――――――― 

 

 

 

――――――― 
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 
３ 提出会社株式の分割(無償交付) 

提出会社は、平成18年１月25日開催の取

締役会において、株式の流動性を高めると

ともに、株主数の増加を図ることを目的と

して、株式の分割(無償交付)に関し、下記

の通り決議致しました。 

(1) 株式分割の概要 

平成18年４月１日付をもって、次の通

り普通株式１株を２株に分割する。 

１．分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成18年３月31日

最終の発行済株式総数と同じ株式

数とする。 

２．分割の方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿

および実質株主名簿に記載または

記録された株主の所有株式数を、

１株につき２株の割合をもって分

割する。 

(2) 日程 

株式分割基準日 平成18年３月31日 

効力発生日 平成18年４月１日 

株券交付日 平成18年５月19日 

配当起算日 平成18年４月１日 

 

(3) 提出会社が発行する株式の総数の増加 

平成18年４月１日付をもって提出会社

の定款第５条を変更し、発行する株式

の 総 数 を 64,000,000 株 増 加 し て

128,000,000株とする。 

(4) その他、この株式の分割に必要な事項

は、今後の取締役会において決定す

る。 

(5) 行使価額の調整 

今回の株式の分割に伴い、新株予約権

証券及び新株予約権の行使価額を平成

18年４月１日以降、次の通り調整す

る。 

銘柄 
調整後 

行使価額 

調整前 

行使価額 

第１回 

新株予約権証券 
93.8円 187.5円

第２回 

新株予約権証券 
93.8円 187.5円

平成16年度 

第１回 

新株予約権 

466円 931円

平成17年度 

第１回 

新株予約権 

1,270円 2,539円

 

――――――― 
 

――――――― 
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平成19年３月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 平成19年２月２日 

 

上場会社名 クラビット株式会社 上場取引所 大阪証券取引所 

コード番号 ４３４７ ヘラクレス市場 

(ＵＲＬ http://www.clubit.co.jp/) 本社所在地 東京都港区赤坂８－４－14 

代 表 者 名 代表取締役社長    橋本 太郎 ＴＥＬ   (０３)６４３９－３７２５ 

問合せ先責任者 取締役管理本部長     加納  彰 

 

１ 四半期財務情報の作成等に係る事項  
   財務諸表等の作成に際して準拠した基準   ： 中間財務諸表作成基準 

  ・会計処理方法の変更の有無         ： 無 

  ・中間決算等と異なる会計処理の有無     ： 無 

 

 

２ 平成19年３月期第３四半期の財務・業績概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日） 

(1)経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨） 
 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

19年３月期第３四半期 5,850  △11.7  689  △68.3  686  △68.5  

18年３月期第３四半期 6,625  △20.7  2,174  34.6  2,177  34.1  

（参考）18年３月期 8,634  △21.0  2,781  30.1  2,785  28.4  

 

四 半 期 ( 当 期 ) １株当たり四半期(当期)  

純 利 益 純 利 益 
 百万円  ％  円 銭  

19年３月期第３四半期 426  △65.9  12  19  

18年３月期第３四半期 1,250  ―  73  85  

（参考）18年３月期 1,716  ―  101  05  

(注)１ 期中平均株式数 

       19年３月期第３四半期 35,029,517株 18年３月期第３四半期 16,937,465株 18年３月期 16,987,256株 

なお、当第３四半期の株式数の増加は、平成18年４月１日付の株式分割（１：２）ならびに新株予約権の

行使によるものです。 

２ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しています。 

 

 

(2)財政状態の変動状況 

１株当たり  
総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

純 資 産 
 百万円  百万円  ％    円   銭  

19年３月期第３四半期 6,475  2,988  46.2  84 87 

18年３月期第３四半期 4,175  2,223  53.3  130 42 

（参考）18年３月期 4,973  2,761  55.5  159 09 

(注)１ 期末発行済株式数 

19年３月期第３四半期 35,209,770株 18年３月期第３四半期 17,051,954株 18年３月期 17,356,054株 

なお、当第３四半期の株式数の増加は、平成18年４月１日付の株式分割（１：２）ならびに新株予約権の

行使によるものです。 

２ 当第３四半期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の運用指針」を適用しております。これにより、当第３四半期については、純資産額

は「新株予約権」を含んでおりますが、自己資本比率ならびに１株当たり純資産は純資産額から「新株予

約権」の額を控除した額により計算しております。 
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３ 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 

 

通期 

百万円 

7,300 

百万円 

800 

百万円 

500 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  14円20銭 

※ 業績予想については、当社および当グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいて作成してお

りますが、リスクや不確実性を含んでおります。 

 

４ 配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 第１四半期 中間期末 第３四半期 期末 その他 年間 

18年３月期 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 

19年３月期（実績） 0.00 2.50 0.00 ― ― 

19年３月期（予想） ― ― ― 2.50 0.00 
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(参考資料) 

【四半期財務諸表】 

１【四半期貸借対照表】 
 

  
前第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31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   1,600,530   241,006   2,028,007  

２ 売掛金 ※１  686,997   831,487   624,817  

３ 商品   ―   31,093   39,958  

４ 貯蔵品   34,448   ―   ―  

５ 番組勘定   272,671   295,037   378,729  

６ 繰延税金資産   178,968   58,437   202,884  

７ 未収入金 ※１  36,650   6,676   41,507  

８ 立替金   65,735   32,248   10,693  

９ 短期貸付金   ―   ―   10,000  

10 その他   169,202   180,076   16,439  

貸倒引当金   △223,376   △8,039   △13,536  

流動資産合計   2,821,828 67.6  1,668,025 25.8  3,339,501 67.1 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物  7,119   29,948   8,058   

減価償却累計額  3,065 4,053  4,226 25,722  3,306 4,752  

(2) 工具器具備品  1,185,430   1,036,388   1,147,302   

減価償却累計額  882,145 303,285  878,219 158,168  903,614 243,687  

(3) 建設仮勘定   ―   ―   13,412  

有形固定資産合計   307,338   183,891   261,853  

２ 無形固定資産           

(1) ソフトウェア   293,273   487,986   369,987  

(2) その他   2,874   6,327   2,800  

無形固定資産合計   296,147   494,314   372,788  

３ 投資その他の資産           

(1) 関係会社株式   673,624   3,156,043   723,124  

(2) 投資有価証券   ―   915,601   220,870  

(3) その他   76,514   57,486   55,527  

投資その他の資産合計   750,139   4,129,132   999,522  

固定資産合計   1,353,625 32.4  4,807,338 74.2  1,634,164 32.9 

資産合計   4,175,453 100.0  6,475,363 100.0  4,973,666 100.0 
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前第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31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 ※１  163,906   356,739   409,128  

２ 一年以内償還予定の 

社債 
  206,250   15,300   221,550  

３  短期借入金   ―   1,950,000   ―  

４ 関係会社短期借入金   ―   650,000   ―  

５ 未払金   202,594   171,524   245,651  

６ 未払費用   243,412   100,983   161,724  

７ 未払法人税等   524,792   ―   856,504  

８ 未払消費税等   50,238   14,660   15,712  

９ 前受金   460,429   118,971   205,122  

10 預り金   8,580   16,113   19,569  

11 賞与引当金   ―   32,142   ―  

12 その他   1,128   ―   593  

流動負債合計   1,861,332 44.5  3,426,435 52.9  2,135,557 42.9 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   15,300   ―   ―  

２ 役員退職慰労引当金   43,499   52,708   45,583  

３ 預り保証金   31,421   7,834   31,402  

固定負債合計   90,221 2.2  60,542 0.9  76,986 1.6 

負債合計   1,951,553 46.7  3,486,978 53.8  2,212,543 44.5 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   588,249 14.1  ― ―  623,828 12.5 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  214,573   ―   250,526   

資本剰余金合計   214,573 5.2  ― ―  250,526 5.0 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 四半期(当期) 

未処分利益 
 1,421,288   ―   1,886,979   

利益剰余金合計   1,421,288 34.0  ― ―  1,886,979 38.0 

Ⅳ 自己株式   △211 △0.0  ― ―  △211 △0.0 

資本合計   2,223,899 53.3  ― ―  2,761,122 55.5 

負債及び資本合計   4,175,453 100.0  ― ―  4,973,666 100.0 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  654,662 10.1  ― ― 

２ 資本剰余金           

   資本準備金  ―   281,698   ―   

  資本剰余金合計   ― ―  281,698 4.4  ― ― 

３ 利益剰余金           

   その他利益剰余金           

    繰越利益剰余金  ―   2,052,292   ―   

  利益剰余金合計   ― ―  2,052,292 31.7  ― ― 

４ 自己株式   ― ―  △289 △0.0  ― ― 

株主資本合計   ― ―  2,988,363 46.2  ― ― 

Ⅱ 新株予約権   ― ―  21 0.0  ― ― 

純資産合計   ― ―  2,988,385 46.2  ― ― 

負債及び純資産合計   ― ―  6,475,363 100.0  ― ― 

           
 



 ― 32 ― 

２【四半期損益計算書】 
 

  

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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   6,625,423 100.0  5,850,194 100.0  8,634,829 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,983,634 45.0  3,314,890 56.7  3,774,736 43.7 

売上総利益   3,641,789 55.0  2,535,304 43.3  4,860,092 56.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,467,183 22.2  1,845,394 31.5  2,078,688 24.1 

営業利益   2,174,605 32.8  689,910 11.8  2,781,404 32.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１  10,600 0.2  11,143 0.2  12,232 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  7,540 0.1  14,558 0.3  8,135 0.0 

経常利益   2,177,665 32.9  686,495 11.7  2,785,501 32.3 

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ―  ― ―  182,438 2.1 

Ⅶ 特別損失 ※４  50,680 0.8  846 0.0  67,637 0.8 

税引前四半期(当期)

純利益 
  2,126,984 32.1  685,648 11.7  2,900,302 33.6 

法人税、住民税 

及び事業税 
 868,668   117,171   1,195,099   

法人税等調整額  7,492 876,160 13.2 141,578 258,750 4.4 △11,312 1,183,787 13.7 

四半期(当期)純利益   1,250,824 18.9  426,897 7.3  1,716,515 19.9 

           

 

３ 【四半期株主資本等変動計算書】 

 

当第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年12月31日） 
株主資本 

項目 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残 

高(千円) 
623,828 250,526 1,886,979 △211 2,761,122 593 2,761,715 

第３四半期会計期間

中の変動額(千円) 
       

新株引受権及び 

新株予約権の行使 
30,834 31,171 ― ― 62,006 △429 61,577 

剰余金の配当 ― ― △261,584 ― △261,584  △261,584 

四半期純利益 ― ― 426,897 ― 426,897  426,897 

自己株式の取得 ― ― ― △77 △77  △77 

株主資本以外の項目 

の四半期会計期間中

の変動額(純額) 

― ― ― ― ― △142 △142 

第３四半期会計期間

中の変動額合計 
30,834 31,171 165,312 △77 227,241 △571 226,669 

平成18年12月31日残 

高(千円) 
654,662 281,698 2,052,292 △289 2,988,363 21 2,988,385 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 

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。 

 

(2) その他有価証券で時価

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、持分相当額で取

り込む方法によっておりま

す。損益の持分相当額につ

いては営業外損益に計上し

ております。 

有価証券 

(1) 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

 

 

(2) その他有価証券で時価

のないもの 

同左 

有価証券 

(1) 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

 

 

(2) その他有価証券で時価

のないもの 

同左 

 棚卸資産 

―――――― 

 

 

 

貯蔵品 

先入先出法による原価法

を採用しております。 

番組勘定 

個別法による原価法を採

用しております。 

棚卸資産 

商品 

先入先出法による原価法

を採用しております。 

 

貯蔵品 

―――――― 

 

番組勘定 

同左 

棚卸資産 

商品 

同左 

 

 

貯蔵品 

―――――― 

 

番組勘定 

同左 

 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

(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

おける見込利用可能期間

(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 
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項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 引当金の計上基準 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

収可能性を検討し、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 

 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく

四半期末要支給額を計上し

ております。 

 

役員退職慰労引当金 

同左 

 

役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく

当期末要支給額を計上して

おります。 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備

えるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

前第３四半期会計期間及

び前事業年度においては

「未払費用」に含めており

ましたが、当第３四半期会

計期間から賞与引当金とし

て掲記しております。な

お、前第３四半期会計期間

末において「未払費用」に

含まれる当該負債の額は

26,714千円であり、前事業

年度末において「未払費

用」に含まれる当該負債の

額は67,849千円でありま

す。 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

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

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

５ その他財務諸表作

成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理につい

て 

消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。 

 

消費税等の会計処理につい

て 

同左 

消費税等の会計処理につい

て 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 

当第３四半期会計期間より｢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

等の運用指針｣(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。これによる損益に

与える影響はありません。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は2,988,363千円であ

ります。 

財務諸表等規則の改正による貸借

対照表の表示に関する変更は以下の

とおりであります。 

 

１ 前第３四半期会計期間における

｢資本の部｣は、当第３四半期会

計期間から｢純資産の部｣とな

り、｢純資産の部｣は｢株主資本｣

及び｢新株予約権｣に分類して表

示しております。 

２ 前第３四半期会計期間において

独立掲記しておりました｢資本

金｣、｢資本剰余金｣、｢利益剰余

金｣及び｢自己株式｣は当第３四

半期会計期間においては｢株主

資本｣の内訳科目として表示し

ております。 

３ ｢新株予約権｣は前第３四半期会

計期間においては｢流動負債｣の

｢その他｣に含めて表示しており

ましたが、当第３四半期会計期

間においては｢純資産の部｣に掲

記しております。なお、前第３

四半期会計期間末の｢新株予約

権｣の残高は1,128千円でありま

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。 
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表示方法の変更 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

「無形固定資産」は、前第３四

半期会計期間末においては一括表

示しておりましたが、当第３四半

期会計期間末においては「ソフト

ウェア」の金額が、総額の100分の

５を超えたため区分掲記致しまし

た。 

なお、前第３四半期会計期間末

の「ソフトウェア」の残高は

124,221千円であります。 

 

「投資有価証券」は、前第３四半

期会計期間末においては「投資その

他の資産」の「その他」に含めて表

示しておりましたが、当第３四半期

会計期間末においては資産の総額の

100分の５を超えるため、区分掲記

致しました。 

なお、前第３四半期会計期間末の

「投資有価証券」の残高は20,894千

円であります。 

 

―――――― 

「投資その他の資産」は、前第

３四半期会計期間末において一括

表示しておりましたが、当第３四

半期会計期間末において「関係会

社株式」の金額が、資産の総額の

100分の５を超えたため区分掲記致

しました。 

なお、前第３四半期会計期間末

の「関係会社株式」の残高は

10,000千円であります。 

 

―――――― ―――――― 

「未払費用」は、前第３四半期

会計期間末において流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ましたが、当第３四半期会計期間

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致しまし

た。 

なお、前第３四半期会計期間末

の「未払費用」の金額は45,139千

円であります。 

 

―――――― ―――――― 

 

 

追加情報 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当第３四半期会計期間より、役

員退職慰労金制度を導入し、役員

退職慰労金内規を制定したため、

役員退職慰労引当金を計上してお

ります。これに伴い、当期発生額

7,083千円は、販売費及び一般管理

費へ、過年度分42,416千円は特別

損失に計上しております。この結

果、営業利益および経常利益は

7,083千円、税引前四半期純利益は

49,499千円それぞれ少なく計上さ

れております。 

 

―――――― 当事業年度より、役員退職慰労

金制度を導入し、役員退職慰労金

内規を制定したため、役員退職慰

労引当金を計上しております。こ

れに伴い、当期発生額9,166千円

は、販売費及び一般管理費へ、過

年度分42,416千円は特別損失に計

上しております。この結果、営業

利益及び経常利益は9,166千円、税

引前当期純利益は51,583千円それ

ぞれ少なく計上されております。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 
 

前第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

売掛金 339,762千円 (譲渡担保) 

未収入金 373千円 (譲渡担保) 

合計 340,136千円  

担保付債務 

買掛金 955千円  
 

―――――― ―――――― 

上記担保は、CSチューナー・ア

ンテナに係るリース債務14,595千

円(上記買掛金955千円を含む)に対

して、現在及び将来において発生

する、会員規約に基づき会員に対

して有する債権、マーケティング

契約に基づき委託放送会社に対し

て有する債権、並びに会員及び取

次店に対して有するCSチューナ

ー・アンテナの販売に係る債権を

譲渡担保としたことにより生じた

ものであります。なお、当第３四

半期会計期間末現在の当該債権

は、上記売掛金339,762千円及び未

収入金373千円であります。 

 

  

―――――― ※２ 当座貸越契約及び極度貸付 

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

当座貸越契約及び連結子会社と極度

貸付契約を締結しております。 

 これらの契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額及び極度貸付額 

の総額 3,250,000千円 

借入実行残高 2,600,000千円 

差引額 650,000千円 
 

―――――― 

※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、流動負債の「未払消費

税等」に含めて表示しております。 

 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

――――――― 

 



 ― 38 ― 

 

前第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

４ 契約債務 

当社は、平成17年４月28日にSBI

ブロードバンドファンド１号投資

事業有限責任組合に１口100,000千

円の出資をおこなう契約を締結致

しました。当第３四半期会計期間

末における同組合に対する払込額

は25,000千円であり、残額75,000

千円については同組合への出資義

務を負っております。 

 

４ 契約債務 

当社は、平成17年４月28日にSBI

ブロードバンドファンド１号投資

事業有限責任組合に１口100,000千

円の出資をおこなう契約を締結致

しました。当第３四半期会計期間

末における同組合に対する払込額

は50,000千円であり、残額50,000

千円については同組合への出資義

務を負っております。 

当社は、平成18年４月17日にSBI

ビービー・モバイル投資事業有限

責任組合に１口100,000千円の出資

をおこなう契約を締結致しまし

た。当第３四半期会計期間末にお

ける同組合に対する払込額は

25,000千円であり、残額75,000千

円については同組合への出資義務

を負っております。 

 

４ 契約債務 

当社は、平成17年４月28日にSBI

ブロードバンドファンド１号投資

事業有限責任組合に１口100,000千

円の出資をおこなう契約を締結致

しました。当事業年度末における

同組合に対する払込額は25,000千

円であり、残額75,000千円につい

ては同組合への出資義務を負って

おります。 

 

 

 

 (四半期損益計算書関係) 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 営業外収益の主要項目 

為替差益 2,839千円 

貯蔵品売却益 1,399千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 173千円 

有価証券利息 837千円 

貯蔵品売却益 873千円 

業務受託手数料 3,938千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 118千円 

為替差益 2,825千円 

貯蔵品売却益 1,635千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 239千円 

社債利息 2,837千円 

出資金組合損益

分配損 
4,462 千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 6,991千円 

社債利息 1,231千円 

為替差損 681千円 

出資金組合損益

分配損 
5,652 千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 239千円 

社債利息 3,766千円 

出資金組合損益

分配損 
4,129 千円

 

――――――― 

 

――――――― 

 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 

戻入益 
182,438 千円

 
※４ 特別損失の主要項目 

過年度役員退

職慰労引当金

繰入額 

42,416 千円

貯蔵品評価損 5,767 千円 

投資有価証券

評価損 
2,496 千円

 

――――――― 

 

※４ 特別損失の主要項目 

貯蔵品評価損 22,666 千円 

投資有価証券 

評価損 
2,496千円 

投資有価証券 

売却損 
56 千円 

過年度役員退

職慰労引当金

繰入額 

42,416千円 

 
５ 減価償却実施額 

有形固定資産 296,205千円 

無形固定資産 35,594千円 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 133,628千円 

無形固定資産 66,700千円 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 397,324千円 

無形固定資産 50,749千円 
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第３四半期会計期間（自  平成18年４月１日  至  平成18年12月31日） 

 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当第３四半期会計期間末 

普通株式（株） 346 437 ― 783 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります｡ 

(1)株式分割による増加              346株 

(2)単元未満株式の買取りによる増加   91株 

 

 (リース取引関係) 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 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、減損損

失累計額相当額及び第３四半期

会計期間末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

第３四半期 

会計期間末

残高相当額 

(千円) 

工具器具備品 

(CSチューナー 

・アンテナ) 

420,745   273,250   147,495 

 

(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

失累計額相当額及び第３四半期

会計期間末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

第３四半期 

会計期間末

残高相当額 

(千円) 

工具器具備品 

(CSチューナー 

・アンテナ) 

174,127 119,465 54,662 

 

(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) 

事業年度末

残高相当額 

(千円) 

工具器具備品 

(CSチューナー 

・アンテナ) 

212,122   117,994   94,127 

 
(2) 未経過リース料第３四半期会計

期間末残高相当額 

未経過リース料第３四半期会

計期間末残高相当額 

１年内 94,383千円 

１年超 59,506千円 

合計 153,889千円 
 

(2) 未経過リース料第３四半期会計

期間末残高相当額等 

未経過リース料第３四半期会

計期間末残高相当額 

１年内 40,704千円 

１年超 18,802千円 

合計 59,506千円 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 51,941千円 

１年超 47,920千円 

合計 99,861千円 
 

(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

額及び減損損失、支払利息相当

額 

支払リース料 167,014千円 

減価償却費 

相当額 
144,617千円 

支払利息相当額 13,135千円 
 

(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

額及び減損損失、支払利息相当

額 

支払リース料 38,791千円 

減価償却費 

相当額 
33,523千円 

支払利息相当額 4,373千円 
 

(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

額及び減損損失、支払利息相当

額 

支払リース料 189,950千円 

減価償却費 

相当額 
164,336千円 

支払利息相当額 15,457千円 
 

(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、

残価保証額を残存価額とする定

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 

(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) 

同左 

(減損損失について) 

同左 
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 (有価証券関係) 

前第３四半期会計期間末(平成17年12月31日現在) 

１. 子会社株式及び関連会社株式 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間末(平成18年12月31日現在) 

１. 子会社株式及び関連会社株式 

該当事項はありません。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

１. 子会社株式及び関連会社株式 

該当事項はありません。 

 

 

 (１株当たり情報) 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 130円42銭

 

１株当たり純資産額 84円87銭

 

１株当たり純資産額 159円09銭 

 
１株当たり四半期純利益 

金額 
73円85銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額 
 70円36銭

 

１株当たり四半期純利益 

金額 
12円19銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額 
12円06銭

 

１株当たり当期純利益 

金額 
101円05銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
96円48銭 

 
 

当社は、平成17年５月20日付で普

通株式１株につき２株の株式分割を

行っております。 

なお、前期首に当該株式分割が行

われたと仮定した場合における（１

株当たり情報）の各数値は以下のと

おりとなります。 

 

当社は、平成18年４月１日付で普

通株式１株につき２株の株式分割を

行っております。 

なお、前期首に当該株式分割が行

われたと仮定した場合の前第３四半

期会計期間における１株当たり情報

については、以下のとおりとなりま

す。 

 

当社は、平成17年５月20日付で普

通株式１株につき２株の株式分割を

行っております。 

なお、前期首に当該株式分割が行

われたと仮定した場合の前事業年度

における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

前第３四半期 

会計期間 
前事業年度 

１株当たり 

純資産額 

１株当たり 

純資産額 

31円84銭 51円80銭 

１株当たり四半期

純損失金額 

１株当たり当期 

純損失金額 

196円24銭 176円30銭 

潜在株式調整後１

株当たり四半期純

利益金額 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

潜在株式調整後１

株当たり四半期純

利益については、

１株当たり四半期

純損失が計上され

ているため記載し

ておりません。 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益について

は、１株当たり

当期純損失が計

上されているた

め記載しており

ません。 
 

前第３四半期 

会計期間 
前事業年度 

１株当たり 

純資産額 

１株当たり 

純資産額 

65円21銭 79円54銭 

１株当たり四半期

純利益金額 

１株当たり当期 

純利益金額 

36円93銭 50円52銭 

潜在株式調整後

１株当たり四半

期純利益金額 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

35円18銭 48円24銭 
 

第９期 

１株当たり純資産額 

51円80銭 

１株当たり当期純損失金額 

176円30銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 

― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、１株当たり当期

純損失が計上されているため記載し

ておりません。 
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(注)１株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前第３四半期 

会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期 

会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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株当たり四半期(当期)純利益金額    

四半期(当期)純利益(千円) 1,250,824 426,897 1,716,515 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る四半期(当期)純利

益 (千円) 
1,250,824 426,897 1,716,515 

普通株式に係る 

期中平均株式数(株) 
16,937,465 35,029,517 16,987,256 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期(当期)純利益金額 
   

四半期(当期)純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(株) 839,478 358,563 804,893 

(うち新株引受権(株)) (626,629) (168,834) (593,667) 

(うち新株予約権(株)) (212,849) (189,729) (211,226) 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり四半期(当期)純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

― 

平成17年第１回新株予

約権(未行使の新株予

約権の数2,000個) 

同左 

 

 



 ― 42 ― 

(重要な後発事象) 
前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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 ルネサンス・アカデミー㈱に対する増

資引受 

当社の関連会社であるルネサンス・アカ

デミー㈱は、平成18年１月19日教育特区で

ある茨城県大子町より、通信単位制高等学

校『ルネサンス高等学校』の設立を認可さ

れました。 

これを受けて当社は、平成18年１月25日

開催の取締役会において、同社に対する増

資引受49,500千円(990株)を行うことを決

定致しました。 

教育は既に大きな市場ですが、当社は、

ブロードバンドやモバイル環境の普及によ

って、今後ますます多様化し成長していく

有力な事業分野(コンテンツ事業・配信事

業・インタラクティブ事業、等)と考え、

本件増資引受を決定致しました。 

この増資引受により、当社の同社に対す

る出資比率は39.7%になります。同社につ

きましては、当四半期会計期間から持分法

を適用しております。 

平成18年１月30日の払込みを予定してお

り、対価の支払は自己資金による銀行振込

を予定しております。 

 

ルネサンス・アカデミー㈱の概要 

本社 

所在地 

東京都港区 

事業内容 通信単位制高校 

「ルネサンス高等学校」

の運営 

資本金 

(増資後) 

 

150,000千円 

従業員数 

 

12名 

(平成17年12月31日現在) 
 

――――――― 

 

当社株式の分割(無償交付) 

当社は、平成18年１月25日開催の取締役

会において、株式の流動性を高めるととも

に、株主数の増加を図ることを目的とし

て、株式の分割(無償交付)に関し、下記の

通り決議致しました。 

(1) 株式分割の概要 

平成18年４月１日付をもって、次の通

り普通株式１株を２株に分割する。 

1. 分割により増加する株式数 

普通株式17,356,400株 

2. 分割の方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載または記録された

株主の所有株式数を、１株につき２株

の割合をもって分割する。 

(2) 株券交付日  平成18年５月19日 

(3) 配当起算日  平成18年４月１日 

(4) 当社が発行する株式の総数の増加 

平成18年４月１日付をもって当社の定

款第５条を変更し、発行する株式の総

数を64,000,000株増加して128,000,000

株とする。 

(5) その他、この株式の分割に必要な事項

は、今後の取締役会において決定す

る。 

(6) 行使価額の調整 

今回の株式の分割に伴い、新株予約権

証券及び新株予約権の行使価額を平成

18年４月１日以降、次の通り調整す

る。 

銘柄 
調整後行使

価額 

調整前行使

価額 

第１回新株

予約権証券 
93.8円 187.5円 

第２回新株

予約権証券 
93.8円 187.5円 

平成16年度

第１回新株

予約権 

466円 931円 

平成17年度

第１回新株

予約権 

1,270円 2,539円 

(7) 当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前期における１株当たり

情報及び当期首に行われたと仮定した

場合の当期における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 
項目 前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純

資産額 
25円90銭 79円54銭 

１株当たり当

期純利益金額 

又は純損失金

額(△) 

△88円15銭 50円52銭 

潜在株式調整

後 

１株当たり当

期純利益金額 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額につ

きましては、１

株当たり当期純

損失が計上され

ているため、記

載しておりませ

ん。 

48円24銭 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 
２ イー・ステージ㈱株式の取得 

 

当社は、平成18年１月18日付けで、ルネ

サンス・アカデミー㈱に対する共同出資者

であるイー・ステージ㈱の株式1,600株を

対価200,000千円にて取得致しました。即

ち、同社株式730株をジャフコ・ジー九(エ

ー)号投資事業有限責任組合から対価

91,250千円にて取得し、870株をジャフ

コ・ジー九(ビー)号投資事業有限責任組合

から対価108,750千円にて取得致しまし

た。当社の同社に対する出資比率は、平成

18年１月27日に完了を予定しているイー・

ステージ㈱の第三者割当増資の後12.9%と

なります。 

イー・ステージ㈱は、学校向け基幹業務

システム開発、販売、運営支援、インター

ネットを利用した教育システムの開発に強

みを持ち、ルネサンス・アカデミー㈱が設

立する『ルネサンス高等学校』のイーラー

ニング・システムの開発を手がけておりま

すが、当社は、教育関連事業分野ではイー

ラーニングのシステムが重要と位置付けて

おり、本件取得を決定致しました。 

なお、対価の支払は自己資金により、銀

行振込にて支払済みであります。 

 

イー・ステージ㈱の概要 

本社 

所在地 

東京都豊島区 

事業内容 学校向け基幹業務システ

ム開発、販売、運営支

援、インターネットを利

用した教育システムの開

発 

資本金 335,500千円 

(平成17年3月31日現在) 
 

――――――― 

 

 

 

――――――― 

 

３ 当社株式の分割(無償交付) 

当社は、平成18年１月25日開催の取締役

会において、株式の流動性を高めるととも

に、株主数の増加を図ることを目的とし

て、株式の分割(無償交付)に関し、下記の

通り決議致しました。 

(1) 株式分割の概要 

平成18年４月１日付をもって、次の通

り普通株式１株を２株に分割する。 

１．分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成18年３月31日

最終の発行済株式総数と同じ株式

数とする。 

２．分割の方法 

平成18年３月31日最終の株主名簿

および実質株主名簿に記載または

記録された株主の所有株式数を、

１株につき２株の割合をもって分

割する。 

(2) 日程 

株式分割基準日 平成18年３月31日 

効力発生日 平成18年４月１日 

株券交付日 平成18年５月19日 

配当起算日 平成18年４月１日 

  

――――――― 

 

――――――― 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31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) 当社が発行する株式の総数の増加 

平成18年４月１日付をもって当社の定

款第５条を変更し、発行する株式の総

数 を 64,000,000 株 増 加 し て

128,000,000株とする。 

(4) その他、この株式の分割に必要な事項

は、今後の取締役会において決定す

る。 

(5) 行使価額の調整 

今回の株式の分割に伴い、新株予約権

証券及び新株予約権の行使価額を平成

18年４月１日以降、次の通り調整す

る。 

銘柄 
調整後 

行使価額 

調整前 

行使価額 

第１回 

新株予約権証券 
93.8円 187.5円

第２回 

新株予約権証券 
93.8円 187.5円

平成16年度 

第１回 

新株予約権 

466円 931円

平成17年度 

第１回 

新株予約権 

1,270円 2,539円

 

  

(6) 当該株式分割が前事業年度期首に行わ

れたと仮定した場合における(１株当た

り情報)の各数値はそれぞれ以下のとお

りとなります。 

  

項目 

前第３四半

期 

会計期間 

当第３四半

期 

会計期間 

前事業年度 

１株当たり 

純資産額 
15円92銭 65円21銭 25円90銭 

１株当たり 

四半期純利

益又は四半

期(当期) 

純損失(△)

金額 

△98円12銭 36円92銭 △88円15銭 

潜在株式調

整後１株当

たり四半期

(当期)純利

益金額 

潜在株式調

整後１株当

たり四半期

純利益につ

き ま し て

は、１株当

たり四半期

純損失が計

上されてい

るため、記

載しており

ません。 

35円18銭 潜在株式調

整後１株当

たり当期純

利益につき

ましては、

１株当たり

当期純損失

が計上され

て い る た

め、記載し

ておりませ

ん。 
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