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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 

    連結（新規） １社 （除外） －社   持分法（新規） －社 （除外） －社 
④ 会計監査人の関与 ： 有 

 四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基
づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日 ～ 平成18年12月31日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                       （百万円未満切捨て） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年３月期第３四半期 810     69.0 △300   － △318   － △1,027   －

18年３月期第３四半期 479   4.6 △725   － △670   － △671   －

(参考)18年３月期 1,526   － △615   － △716   － △677   －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19年３月期第３四半期 △4,938  35 － 

18年３月期第３四半期 △6,342  37 － 

(参考)18年３月期 △3,652  00 － 

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示します。 
    
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報］ 

平成１9年３月期第３四半期の業績の概況は次のとおりとなっております。 

（信託事業） 
信託事業においては、著作権等の知的財産権をはじめとして、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とす

る信託業務を行っております。前期より、組成を行ってきた「シネマ信託」をはじめとする信託商品のライン

ナップも、一段と充実してきており、受託財産額は着実に積みあがってきております。「製作者ファンド第２

号」などの新たな信託商品の組成手数料の計上に加え、受託期間に応じた信託報酬により、売上高441,795千円

を計上し、営業利益254,824千円を計上しております。 

（兼業事業） 

従来から行っているデジタルコンテンツ・アレンジメント事業を中心に、コンテンツアグリゲーション業務

や投資業務等が含まれます。コンテンツホルダーから許諾を得た作品をブロードバンド配信業者に提供するコ

ンテンツアグリゲーション業務のニーズが高まっており、投資業務（TMF２、TMF３）等と合わせて売上高

365,853千円を計上しております。半面、経費の増加及び評価損等の取り込みにより営業損失434,240千円を計

上しております。 

（その他の事業） 

 連結子会社の株式会社バズスタイルの事業であるハードウェアセールス事業（デジタルAV家電の企画販売業

務）は、売上高2,999千円と業績が伸びず、営業損失は9,344千円となっております。今後は、事業の抜本的な

見直しを図ってまいります。 

 

－ １ － 
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以上の結果、当第３四半期の業績は、売上高810,649千円、営業損失300,136千円、経常損失318,798千円とな

りました。また、中間期に特別損失722,229千円を計上したことにより、当第３四半期純損失は1,027,312千円

となりました。 

 

事業別売上高 
                          （単位：百万円） 

 金額 構成比（％） 

信託事業 441 54.5 

兼業事業 365 45.1 

その他の事業 2 0.4 

    合計 810 100.0 

 
(2) 連結財政状態の変動状況 

 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 3,593 2,698 64.0 11,046  16 

18年３月期第３四半期 4,168 1,820 43.7 9,642  96 

(参考)18年３月期 5,681 3,317 58.4 15,947  26 

(注) 18年３月期第３四半期と18年３月期の「純資産」、「自己資本比率」及び「１株当たり純資産」の

数値については、それぞれ従来の「株主資本」、「株主資本比率」及び「１株当たり株主資本」を記載

しております。 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 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

19年３月期第３四半期 105 184 △690 554 

18年３月期第３四半期 △477 △1,053 772 405 

(参考)18年３月期 △382 △2,471 1,946 955 

 
  ［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

①総資産は、前連結会計年度に比べて 2,088百万円減少し、3,593百万円になりました。これは主に、短期

借入金の返済並びに投資有価証券評価損及び無形固定資産の減損損失の計上によるものであります。 

②キャッシュ・フローの概況 

当第３四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ401百万円減少し、554百万円とな

りました。当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの概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、獲得した資金は105百万円となっております。これは主に、仕入債務が276百万円減少し

た一方で、売上債権の回収により493百万円の増加があったためであります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果、獲得した資金は184百万円となっております。これは主に、貸付による支出730百万円が

あった一方で、貸付の回収による収入934百万円があったためであります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果、使用した資金は690百万円となっております。これは主に、短期借入金の返済670百万円

を反映したものであります。 
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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 2,060 313 △437 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △2,099円42銭 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

コンテンツ業界においては、昨年21年ぶりに邦画の興行収入が洋画を上回り、日本映画の復活が話題になり

ました。市場規模も、ブロードバンド配信の本格化、地上デジタル放送の開始、次世代DVDの登場、大画面テレ

ビや第三世代携帯電話、携帯音楽プレーヤーの普及などにより、年々拡大しております。近年は、多メディア

化に対応した、より付加価値を高めたコンテンツへのニーズが高まる一方で、良質なコンテンツの供給は追い

ついておらず、コンテンツ制作会社への資金供給環境を早急に整備することが求められています。 

このような状況の下、当社グループは、良質なコンテンツ制作会社への支援と新しいチャネルの開拓に取り

組んでまいりました。平成17年６月より開始した信託業務を中核の事業として位置付け、従来から行ってきた

コンテンツ・アレンジメント事業とあわせて、積極的な事業展開を図っております。 

信託事業におきましては、「シネマ信託～シネカノンファンド第１号～」が約46億円の資金を集めて４月よ

り運用を開始したほか、「シネマ信託～製作者ファンド第１号～」、「信託型商品ファンド～マイスタートラ

スト～」など、数十億円単位の大型信託商品が続々と立ち上がり、受託財産額は着実に積みあがってきており

ます。引き続き映画、アニメ、ゲーム等の著作権を運用対象とする信託商品をはじめ、その他の分野も含めた

新商品を開発していくとともに、大型案件の組成にも積極的に取り組んでまいります。 

兼業事業におきましては、コンテンツアグリゲーション業務のニーズが順調に伸びており、当社の強みであ

るコンテンツホルダーとの人脈や著作権管理のノウハウが活かせる業務として、取組みを強化しております。 

当第３四半期の業績につきましては、概ね当初計画通りに推移しているため、連結・個別ともに平成19年３

月期の業績予想（中間・通期）の修正はありません。 

 

※上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係

る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる

結果となる可能性があります。 
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４．四半期連結財務諸表 

（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 
要約連結貸借対照表 

（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  525,066  674,656  1,075,968

2.受取手形及び売掛金   68,336  319,855  850,180

3.信託未収収益   －  59,036  －

4.営業投資有価証券   1,077,251  418,560  613,181

5.たな卸資産   320,094  73,441  236,895

6.短期貸付金   762,700  1,473,410  1,672,920

7.その他   67,515  145,103  105,647

貸倒引当金   △1,520  △3,525  △4,069

流動資産合計  2,819,445 67.6 3,160,538 88.0  4,550,724 80.1

Ⅱ 固定資産         

1.有形固定資産 ※2  1,531 6,734  3,372

2.無形固定資産      

(1)ソフトウェア  159,302  45,036 537,781 

(2)その他  1,599 160,901 1,720 46,756 1,833 539,615

3.投資その他の資産       

 (1)投資有価証券  963,031   171,779 369,361 

 (2)出資金  92,029   94,851 94,807 

 (3)その他  122,075   113,646 119,718 

 貸倒引当金  △9,243 1,167,892  △8,142 372,136 △9,243 574,643

 固定資産合計  1,330,325 31.9 425,626 11.8  1,117,631 19.7

Ⅲ 繰延資産  18,417 0.5 6,909 0.2  13,517 0.2

 資産合計  4,168,188 100.0 3,593,074 100.0  5,681,873 100.0

     

－ ４ － 



 

  
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 
要約連結貸借対照表 

（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   72,913  27,804   312,482

2.短期借入金 ※3  1,745,000  480,000   1,150,000

3.１年以内返済予定長期 
  借入金 

  33,600  －   25,300

4.未払法人税等   4,185  7,877   9,243

5.組合出資預り金   69,541  27,827   51,647

6.その他   102,423  48,497   96,323

流動負債合計   2,027,664 48.6 592,008 16.5  1,645,002 29.0

Ⅱ 固定負債     

1.長期借入金   300,000 302,720   300,000

2.新株予約権   20,000 －   20,000

固定負債合計   320,000 7.7 302,720 8.4  320,000 5.6

負債合計   2,347,664 56.3 894,728 24.9  1,965,002 34.6

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   － － － －  399,473 7.0

     

－ ５ － 



 

  
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 
要約連結貸借対照表 

（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
(％)

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   1,521,765 36.5 － －  2,272,911 40.0

Ⅱ 資本剰余金   1,433,365 34.4 － －  2,184,511 38.4

Ⅲ 利益剰余金   △1,131,936 △27.2 － －  △1,137,653 △20.0

Ⅳ 
その他有価証券評価
差額金 

  △632 △0.0 － －  △333 △0.0

Ⅴ 自己株式   △2,038 △0.0 － －  △2,038 △0.0

 資本合計   1,820,524 43.7 － －  3,317,397 58.4

 
負債、少数株主持分
及び資本合計 

  4,168,188 100.0 － －  5,681,873 100.0

          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   － － 2,277,607 63.4  － －

２ 資本剰余金   － － 2,189,207 60.9  － －

３ 利益剰余金   － － △2,164,965 △60.2  － －

４ 自己株式   － － △2,038 △0.1  － －

 株主資本合計   － － 2,299,810 64.0  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

 
その他有価証券評価
差額金 

  － － △520 △0.0  － －

 
評価・換算差額等合
計 

  － － △520 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 12,500 0.3  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 386,555 10.8  － －

 純資産合計   － － 2,698,346 75.1  － －

 負債純資産合計   － － 3,593,074 100.0  － －

      
 
 

－ ６ － 



（２）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 
  (自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日 

  至 平成17年12月31日)    至 平成18年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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 百分比 百分比
(％) 

金額(千円) 
(％) 

金額(千円) 
(％) 

Ⅰ 売上高   479,794 100.0 810,649 100.0  1,526,481 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1  723,385  150.8 530,904 65.5  1,484,650 97.3

 
売上総利益又は売上
総損失(△) 

  △243,590 △50.8 279,744 34.5  41,830 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2  481,733 100.4 579,881 71.5  657,399 43.0

  営業損失   725,323 △151.2 300,136 △37.0  615,568 △40.3

Ⅳ 営業外収益     

 1.受取利息  5,594 7,441  4,889 

2.匿名組合損益分配額  109,993 3,928  － 

 3.その他  1,108 116,696 24.3 5,162 16,532 2.0 3,226 8,115 0.5

Ⅴ 営業外費用     

1.支払利息  18,964 18,568  27,770 

2.持分法による投資損失  9,497 8,973  4,365 

3.新株発行費償却  3,077 3,530  7,713 

4.社債発行費償却  3,838 3,077  4,103 

5.匿名組合損益分配額  － －  32,855 

6.投資有価証券評価損  － －  5,956 

7．支払手数料  25,790 －  25,790 

8.その他  1,006 62,174 12.9 1,044 35,194 4.3 50 108,604 7.1

 経常損失   670,801 △139.8 318,798 △39.3  716,057 △46.9

Ⅵ 特別利益     

1.貸倒引当金戻入益  － 1,645  － 

2.持分変動利益  － － － － 1,645 0.2 12,274 12,274 0.8

Ⅶ 特別損失     

 1.投資有価証券評価損  － 183,772  － 

2.たな卸資産評価損  － 77,308  － 

 3.減損損失 ※3 － － － 461,149 722,229 △89.1 － － －

 
税金等調整前四半期 
（当期）純損失 

  670,801 △139.8 1,039,382 △128.2  703,782 △46.1

 
法人税、住民税及び事 
業税 

 832 847  1,130 

 法人税等調整額  － 832 0.2 － 847 0.1 － 1,130 0.1

 少数株主損失   300 0.1 12,917 1.6  27,862 1.8

 四半期（当期）純損失   671,333 △139.9 1,027,312 △126.7  677,050 △44.4

      

－ ７ － 



（３）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書 

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 

前連結会計年度の連結剰余金計算書

  至 平成17年12月31日)   
(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) 

 （資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  547,291  547,291

Ⅱ 資本剰余金増加高   

1.ストックオプション行使による  
新株の発行 

 6,074 6,365 

2.転換社債型新株予約権付社債の  
権利行使による新株の発行 

 880,000 880,000 

3.新株予約権行使による新株の 
発行 

 － 886,074 750,854 1,637,219

Ⅲ 
資本剰余金四半期末（期末）
残高 

 1,433,365  2,184,511

    

 （利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △460,603  △460,603

Ⅱ 利益剰余金減少高   

1.四半期（当期）純損失  671,333 671,333 677,050 677,050

Ⅲ 
利益剰余金四半期末（期末）
残高 

 △1,131,936  △1,137,653

   

－ ８ － 



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 
2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730

（千円） 

第３四半期連結会計期間

中の変動額 
  

新株の発行（千円） 4,696 4,696 － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － △1,027,312 － △1,027,312

株主資本以外の項目の第

３四半期連結会計期間中

の変動額（純額）(千円) 

－ － － － －

第３四半期連結会計期間

中の変動額合計（千円） 
4,696 4,696 △1,027,312 － △1,017,920

平成18年12月31日 残高 
2,277,607 2,189,207

（千円） 
△2,164,965 △2,038 2,299,810

 

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

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 
△333 △333 20,000 399,473 3,736,871

（千円） 

第３四半期連結会計期間

中の変動額 
  

新株の発行（千円） － － － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － － － △1,027,312

株主資本以外の項目の第

３四半期連結会計期間中

の変動額（純額）(千円) 

△187 △187 △7,500 △12,918 △20,605

第３四半期連結会計期間

中の変動額合計（千円） 
△187 △187 △7,500 △12,918 △1,038,525

平成18年12月31日 残高 
△520 △520

（千円） 
12,500 386,555 2,698,346

 

－ ９ － 



（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

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 

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）
至 平成18年12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 

    

税金等調整前四半期
（当期）純損失 

 △670,801 △1,039,382 △703,782 

減価償却費  40,326 87,606 162,274 

持分法による投資損失  9,497 8,973 4,365 

貸倒引当金の増減額 
（減少は△） 

 1,520 △1,645 4,069 

受取利息  △5,594 △7,441 △4,889 

支払利息  18,964 18,568 27,770 

支払手数料  25,790 － 25,790 

繰延資産償却  6,915 6,607 － 

投資有価証券評価損  － 183,772 5,956 

持分変動利益  － － △12,274 

減損損失  － 461,149 － 

売上債権の増減額 
（増加は△） 

 272,078 493,084 △509,765 

信託未収収益の増加額  － △59,036 － 

たな卸資産の減少額  67,346 163,453 150,546 

長期前払費用の減少額  5,199 870 － 

営業投資有価証券の増
減額（増加は△） 

 △173,583 194,621 188,643 

営業出資金の減少額  797 － 797 

仕入債務の増減額 
（減少は△） 

 △62,901 △276,677 176,668 

組合出資預り金の減少
額 

 △48,836 △23,819 △66,730 

その他（減少は△）  51,707 △93,726 190,609 

小計  △461,572 116,976 △359,949 

利息及び配当金の受
取額 

 2,998 4,554 5,032 

利息の支払額  △18,492 △15,405 △27,439 

法人税等の支払額  △595 △847 △595 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △477,661 105,278 △382,951 

－ １０ － 



  

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） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

定期預金の預入による
支出 

 △120,000 － △120,000 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △1,296 △6,117 △3,527 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △328 △23,900 △500,601 

出資金による支出  △50,000 △8,108 － 

出資金の回収による収
入 

 2,935 8,063 － 

貸付による支出  △787,700 △730,500 △1,746,987 

貸付の回収による収入  22,654 934,376 72,140 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △164,044 △71,000 △226,950 

投資有価証券の分配に
よる収入 

 69,622 79,577 79,023 

保証金の差入による支
出 

 △25,000 － △25,000 

その他  － 1,705 312 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △1,053,157 184,097 △2,471,589 
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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） 

（自 平成17年４月１日 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

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） 

Ⅲ  財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  
 

 

短期借入れによる増減額  807,500 △670,000 212,500 

長期借入れによる収入  － 3,000 － 

長期借入金の返済による
支出 

 △24,900 △25,580 △33,200 

手数料の支出  △25,790 － △25,790 

株式の発行による収入  12,148 1,892 1,514,439 

少数株主からの払込によ
る収入 

 － － 275,000 

新株予約権発行による収
入 

 5,879 － 5,879 

自己株式取得による支出  △2,002 － △2,002 

財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ
シュ・フロー 

 772,834 △690,687 1,946,826 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額又は減少額（△） 

 △757,983 △401,311 △907,715 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 1,163,049 955,968 1,163,049 

Ⅶ 新規連結による現金および
現金同等物増加額 

 － － 700,633 

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半
期末（期末）残高 

※１ 405,066 554,656 955,968 

     

 

－ １２ － 



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前第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） 

 

───── 

当社グループは、前々連結会計

年度529,881千円、前連結会計年度

615,568千円、当第３四半期連結会

計期間300,136千円と大幅な営業損

失を計上しております。当該状況

により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大

に伴う人件費・経費の増加、匿名

組合等の出資に係る損失・評価損

の取込により生じたものでありま

す。 

当社グループは、当該状況を解

消すべく、前連結会計年度より開

始した信託業務を事業の中核とし

て積極的に推進しており、今後

は、信託業務及び関連事業による

収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を図っていく計画でありま

す。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を

前提として作成しており、このよう

な疑義の影響を四半期連結財務諸表

には反映しておりません。 

当社グループは、前連結会計年

度529,881千円、当連結会計年度

615,568千円と大幅な営業損失を計

上し、また、前連結会計年度

410,969 千円、当連結会計年度

382,951千円と大幅な営業キャッ

シュ・フローのマイナスとなって

おります。当該状況により、継続

企業の前提に関する重要な疑義が

存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大

に伴う人件費・経費の増加、匿名

組合等の出資に係る損失・評価損

の取込により生じたものでありま

す。 

当社グループは、当該状況を解

消すべく、当連結会計年度より開

始した信託業務を事業の中核とし

て、信託スキームを活用した新た

な金融商品を開発し、信託スキー

ムのメリットをアピールすること

で受託財産額の積み上げを図り、

信託業務及び関連事業による収益

拡大により、利益計上体質への改

善を目指す計画であります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、このような

疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。 

－ １３ － 



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 

項目 
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 

子会社は全て連結しており

ます。 

（１）連結子会社の数 １社

（２）連結子会社の名称 

株式会社バズスタイル 

（３）投資事業組合等の連

結の範囲に関する取扱い 

投資事業組合等に対する

出資のうち、当社の出資持

分が過半数を超える投資事

業組合が14ファンドありま

すが、投資事業組合等の資

産、負債及び収益、費用は

出資持分に応じて各出資者

に帰属する為、投資事業組

合等は子会社として取扱っ

ておりません。 

（１）連結子会社の数 ５社 

主要な連結子会社の名称 

・株式会社バズスタイル 

・投資事業有限責任組合第２

東京マルチメディアファン

ド 

・ＴＭＦ３投資事業有限責任

組合中小企業コンテンツ制

作支援ファンド 

・ユビキャスト匿名組合事業

・日本デジタルリンク匿名組

合事業 

 日本デジタルリンク匿名組

合事業は、当四半期連結会計

年度において匿名組合出資を

行い、実質的に支配している

組合等と判断されるため、当

四半期連結会計期間より連結

の範囲に含めることにいたし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主要な非連結子会社の

名称 

・ケイジェイ・プロジェクト

匿名組合事業 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社７社は、いず

れも小規模会社等であり、合

計の総資産、売上高、四半期

純損益及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも

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）連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社の名称 

・株式会社バズスタイル 

・投資事業有限責任組合第

２東京マルチメディア

ファンド 

・ＴＭＦ３投資事業有限責

任組合中小企業コンテン

ツ制作支援ファンド 

・ユビキャスト匿名組合事

業 

 従来、組合等については

その財産の持分相当額を出

資金、投資有価証券、営業

出資金及び営業投資有価証

券として計上し、組合等の

営業により獲得した損益の

持分相当額を当期の損益と

して計上しておりました

が、実質的に支配している

組合等についてファンド全

体の資産規模を明確にする

ことが、当社グループの経

営 成 績 、 財 政 状 態 及 び

キャッシュ・フローの状況

をより適切に開示すること

になるため、当連結会計年

度より連結の範囲に含める

ことにいたしました。な

お、当期純利益に影響はあ

りません。 

（２）主要な非連結子会社

の名称 

・ケイジェイ・プロジェク

ト匿名組合事業 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社７社は、い

ずれも小規模会社等であ

り、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰

余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

－ １４ － 



項目 
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．持分法の適用に関する

事項 

関連会社はすべて持分法

を適用しております。 

（１）持分法適用の関連会

社数 1社 

（２）会社等の名称 

株式会社九天社 

（３）株式会社ゾロリ・エ

ンターテイメントは影響力

がなくなったことにより、

関連会社から除外しており

ます。 

（４）投資事業組合等の持

分法の適用に関する取扱い

投資事業組合等に対する

出資のうち,出資持分が100

分の20以上、100分の50以

下である投資事業組合が4

ファンドありますが、投資

事業組合等の資産、負債及

び収益、費用は出資持分に

応じて各出資者に帰属する

為、投資事業組合等は関連

会社として取扱っておりま

せん。 

（１）持分法を適用した非連

結子会社の数 ４社 

持分法を適用した関連会社の

数 １社 

主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェクト

匿名組合 

・株式会社九天社 

（２）持分法を適用しない非

連結子会社のうち主要な会社

等の名称 

・株式会社日本デジタルリン

ク 

・ジェイトス匿名組合事業 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社３社は、

それぞれ四半期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても

重要性がないためでありま

す。 

（１）持分法を適用した非

連結子会社の数 ４社 

持分法を適用した関連会社

の数 １社 

主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェク

ト匿名組合 

・株式会社九天社 

（２）持分法を適用しない

非連結子会社のうち主要な

会社等の名称 

・株式会社日本デジタルリ

ンク 

・ジェイトス匿名組合事業 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社３社

は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため

であります。 

３．連結子会社の四半期決

算日（決算日）等に関

する事項 

連結子会社の四半期決算

日は、四半期連結決算日と

一致しております。 

連結子会社のうち、投資事

業有限責任組合第２東京マル

チメディアファンドの四半期

決算日は、９月30日でありま

す。四半期連結財務諸表の作

成にあたっては、同日現在の

四半期財務諸表を使用し、四

半期連結決算日との間に生じ

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。 

 また、ユビキャスト匿名組

合事業の四半期決算日は３月

31日であります。四半期連結

財務諸表の作成にあたって

は、四半期連結決算日におい

て仮決算を行っております。

 

 

 

連結子会社のうち、投資

事業有限責任組合第２東京

マルチメディアファンドの

決算日は、12月31日であり

ます。連結財務諸表の作成

にあたっては、同日現在の

財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っておりま

す。 

 また、ユビキャスト匿名

組合事業の決算日は６月30

日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては、連

結決算日において仮決算を

行っております。 

－ １５ － 



項目 
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．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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 

 

 

 

①有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 四半期連結決算日の市場

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。 

なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

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 近の決算書等を基礎

とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっており

ます。 

②たな卸資産 

 商品・仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

①有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

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。 

③長期前払費用 

 定額法を採用しておりま

す。 

 

 

①有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

四半期連結決算日の市場

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。 

時価のないもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

 

①有形固定資産 

同左 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

③長期前払費用 

同左 

 

 

 

①有価証券 

その他の有価証券 

 時価のあるもの 

連結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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

 

①有形固定資産 

同左 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

③長期前払費用 

同左 
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前第３四半期連結会計期間
項目 （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）重要な引当金の計上

基準 

 

 

 

 

 

 

（４）重要なリース取引の

処理方法 

 

 

 

 

 

（５）重要なヘッジ会計の

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６)その他の四半期連結財

務諸表（連結財務諸

表）作成のための基本

となる重要な事項 

貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えて、

一般債権については貸倒実

績率により計上しており、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

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－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。 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては

特例処理の要件を満たして

おりますので特例処理を採

用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 （ヘッジ手段） 

   金利スワップ 

 （ヘッジ対象） 

   借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスク

を回避する目的で行なって

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たしているため､

有効性の判定を省略してお

ります。 

①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。 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

①消費税等の会計処理 

同左 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

①消費税等の会計処理 

同左 
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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 
項目 （自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 

５ ． 四 半 期 連 結 キ ャ ッ

シュ・フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなって

おります。 

同左 

 

同左 

 

 

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。これによる損益に与え

る影響はありません。 

 

────── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「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」（企業会計基準委員会

平成 17 年 12 月９日 企業会計基準第

５号）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」（企業会計基準委員会 平成 17 年

12 月９日 企業会計基準適用指針第８

号）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、2,299,290 千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当第３四半期連結会計期間におけ

る四半期連結財務諸表は、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成してお

ります。 

 

────── 
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表示方法の変更 

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) 

（１）営業投資有価証券及び投資有価証券の表示方法 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律

第 97 号）が平成 16 年６月９日に公布され、平成 16 年 12 月

１日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第 14 号）が平成 17 年２月 15 日

付で改正されたことに伴い、当第３四半期会計期間から投資

事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引

法第２条第２項により有価証券とみなされる）を、従来の

「営業出資金」、「出資金」から、それぞれ「営業投資有価

証券」、「投資有価証券」として表示しています。   

なお、四半期連結貸借対照表、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書への影響は以下のとおりであります。 

（四半期連結貸借対照表） 

当四半期連結会計期間の「営業投資有価証券」「投資有価

証券」に含まれる当該出資の額はそれぞれ 1,077,251 円千

円、805,042 千円であり、前四半期連結会計期間に含まれる

当該出資の額はそれぞれ 829,041 千円、327,652 千円であり

ます。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

当四半期連結会計期間の「営業投資有価証券の増減」に含

まれる当該出資の額は 212,756 千円であり、前四半期連結会

計期間のおける「営業出資金の減少額」含まれる当該出資の

額は 192,256 千円であります。 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

当四半期連結会計期間の「投資有価証券の取得による支

出」「投資有価証券の分配による収入」に含まれる当該出資

の額はそれぞれ 27,500 千円、69,622 千円であり前四半期連

結会計期間における「出資金による支出」「出資金の回収に

よる収入」に含まれる当該出資の額はそれぞれ 639,419 千

円、14,320 千円であります。 

（２）（四半期連結貸借対照表） 

 「短期貸付金」は、前四半期連結会計期間末は、流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当四半期連結

会計期間末において資産の総額の 100 分の 5 を超えたため区

分掲記しました。 

なお、前四半期連結会計期間末の「短期貸付金」の金額は

20 百万円であります。 

（３）（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の減少額」

は、当四半期連結会計期間において、金額的重要性が乏しく

なったため「その他」に含めております。 

なお、当四半期連結会計期間の「その他」に含まれている

「未払金の減少額」は 3,391 千円であります。 

 

────── 
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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 ※１ 担保資産 ※１．担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融機関

からの借入金に対し、定期預金120,000

千円を担保として差し入れておりま

す。 

 

同左 同左 

※２．有形固定資産の減価償却累計額

は2,495千円です。 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額

は5,590千円です。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額

は2,835千円です。 

※３. 当社においては、運転資金の効

率的な調達を行なうため取引銀行４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第３四半期

連結会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

 当座貸越限度額 1,000,000千円 

 借入実行残高   950,000千円 

  差引額      50,000千円 

 

※３．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２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四半期連結会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 
 
当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 170,000千円

差引額 30,000千円

※３．当社においては、運転資金の効

率的な調達を行なうため取引銀行４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連結会計年

度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 
 
当座貸越限度額 1,000,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 100,000千円

４．   ───── 

 

 

 

４．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラムの権

利に対する債務について保証を行って

おります。 

株式会社メビウス 57,768千円 

 ４．   ───── 

 

－ ２０ － 



 

（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．売上原価には、営業投資有価証

券から生じた費用の金額が46,265千円

含まれております。 

※１．売上原価には、営業投資有価証

券から生じた費用の金額が147,244千円

含まれております。 

※１．売上原価には、営業投資有価証

券から生じた費用の金額が221,760千円

含まれております。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次の通りでありま

す。 

支払手数料   125,802千円 

従業員給与手当 125,552千円 

役員報酬     57,950千円 

業務委託料    16,115千円 

※２．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次の通りでありま

す。 

支払手数料 96,228千円

従業員給与手当 130,155千円

役員報酬 55,350千円

広告宣伝費 78,928千円

減価償却費 61,474千円
 

※２．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次の通りでありま

す。 

支払手数料 181,049千円

従業員給与手当 167,018千円

役員報酬 76,100千円

貸倒引当金繰入額 4,069千円
 

※３．     ───── 

 

 

※３．減損損失 

 当第３四半期連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産につい

て減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

本社(東京都

港区） 遊休資産
ソフト

ウェア 

ユビキャス

ト匿名組合

事業（東京

都新宿区） 

ソフト

ウェア 
遊休資産

 当社グループは事業用資産につい

て、当社グループ全体を一つの資産グ

ループとしてグルーピングを行い、遊

休資産については、個々の資産ごとに

グルーピングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが低下

したため遊休となったソフトウェアに

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額461,149千円を減損

損失として特別損失に計上しておりま

す。 

なお、遊休資産の回収可能価額は、

正味売却価額により測定しており、売

却や転用が困難であることから備忘価

額としております。 

※３．     ───── 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当第３四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計

期間減少株式数（株） 

当第３四半期連結会計

期間期末株式数(株) 

発行済株式 

普通株式 
208,041.28 130 － 208,171.28

自己株式 

普通株式 
18.28 － － 18.28

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の 

種類 

前連結会計

年度末  

株式数 

当第３四半期

連結会計期間

増加株式数

当第３四半期

連結会計期間

減少株式数

当第３四半期

連結会計期間

期末株式数 

当第３四半期

連結会計期間

期末残高 

（千円） 

摘要 

平成17年11月25日決

議第三者割当による

新株予約権 

12,500
注１ 

普通株式 32,843 8,208 － 41,051 
注２ 

（注）１．平成17年11月25日決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数は、以下の算式により算出しま

した。 

 新株予約権の個数（100個）×25,000,000円 
株式数＝ 

修正行使価額（行使決定日直前の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引におけ

る５連続取引日の終値の平均値の90％に相当する金額。但し、修正行使価額が60,900円を下

回る場合には、60,900円とする。） 

２．平成17年11月25日決議第三者割当による新株予約権の当期増加は、行使価額が76,122円から60,900円に修

正されたためであります。 

 

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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．現金及び現金同等物の四半期

末残高と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関

係 

※１．現金及び現金同等物の四半期

末残高と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関

係 

※１．現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 525,066千円

拘束性預金 △120,000千円

現金及び現金同等物 405,066千円

  

現金及び預金勘定 674,656千円

拘束性預金 △120,000千円

現金及び現金同等物 554,656千円
 

現金及び預金勘定 1,075,968千円

拘束性預金 △120,000千円

現金及び現金同等物 955,968千円
 

 

追加情報 

前連結会計年度 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） 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

───── 

 

───── 

当社は、平成18年５月25日開催

の取締役会において当社の従業員

に対し、会社法第236条、第238条

及び第239条の規程に基づきス

トックオプションとして新株予約

権を付与することを平成18年６月

22日開催予定の定時株主総会の議

案とすることを決議しておりまし

たが、平成18年6月19日開催の取

締役会決議に基づき、当該議案を

撤回致しました。 
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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 

（借主側） 

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四半期末

残高相当額 

（借主側） 

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四半期末

残高相当額 

（借主側） 

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

相当額 

(千円) 

四半期

末残高

相当額 

(千円) 

工具器

具備品 
28,339 14,994 13,345 

合計 28,339 14,994 13,345 

 

  

取得価

額相当

額 

(千円)

減価償

却累計

相当額

(千円)

四半期

末残高

相当額

(千円)

工具器

具備品
10,281 5,894 4,386

合計 10,281 5,894 4,386

 

  

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

相当額 

(千円) 

期末残

高相当

額 

(千円)

工具器

具備品
16,093 9,814 6,278

合計 16,093 9,814 6,278

２．未経過リース料四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4,915千円 

 (4,605千円)

１年超 8,827千円 

 (2,302千円)

合計 13,742千円 

 (6,908千円)
 

１年内 7,816千円

１年超 4,436千円

合計 12,252千円

  

１年内 8,995千円

１年超 8,894千円

合計 17,889千円

  

(注)上記の( )内書は、転貸リースに係

る未経過リース料四半期末残高相当額で

あります。 

  

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 5,319千円

減価償却費相当額 4,865千円

支払利息相当額 528千円
 

支払リース料 2,051千円

減価償却費相当額 1,892千円

支払利息相当額 146千円
 

支払リース料 3,721千円

減価償却費相当額 3,426千円

支払利息相当額 292千円
 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

同左 

 

  

 

同左 

 （貸主側） 

 未経過リース料四半期末残高相当額 

１年以内      4,351千円 

１年超     2,174千円 

合計      6,525千円 

（貸主側） 

 未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内    7,047千円 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料四半期末残高

相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむね同

一の条件で第三者にリースしているの

で、ほぼ同額の残高が上記の借主側の未

経過リース料四半期末残高相当額に含ま

れております。 

  １年超     4,997千円 

合計     12,044千円 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残高相当

額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむね同

一の条件で第三者にリースしているの

で、ほぼ同額の残高が上記の借主側の未

経過リース料期末残高相当額に含まれて

おります。 
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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） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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（証券投資信託） 5,150 4,518 △632 

合計 5,150 4,518 △632 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第３四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 147,900 

 匿名組合出資金 1,882,294 

合計 2,030,194 

 

当第３四半期連結会計期間末（平成18年12月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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（証券投資信託） 5,150 4,630 △520 

合計 5,150 4,630 △520 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第３四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 154,678 

 匿名組合出資金 431,030 

合計 585,709 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
連結貸借対照表 
 計上額（千円） 

差額（千円） 取得原価（千円） 

その他（証券投資信託） 5,150 4,817 △333 

合計 5,150 4,817 △333 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 142,900 

 匿名組合出資金 760,812 

合計 903,712 

－ ２５ － 



 

（デリバティブ取引関係） 

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） 

該当事項はありません。 

なお､金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記の対象か

ら除いております 

 

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） 

 該当事項はありません。 

なお､金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記の対象か

ら除いております 

 

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） 

 該当事項はありません。 

      なお､金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記

の対象から除いております 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務（制作企画への投資、事業化に対す

るビジネス構造の構築・流通・配信等の支援、著作権等の知的財産の管理・評価・資金調達のスキーム作り）を

主としたデジタルコンテンツ・アレンジメント事業の売上高及び営業利益（損失）の金額は、全セグメントの売

上高の合計及び営業利益（損失）の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため事業の種類別セグメ

ントの記載を省略しております。 

     

    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） 

 
信託事業 兼業事業 

（千円） 
その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） （千円） 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 441,795 365,853 2,999 810,649 － 810,649

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

    －     －     －     －     －     －

計 441,795 365,853 2,999 810,649     － 810,649

営業費用 186,971 800,093 12,344 999,409 111,376 1,110,785

営業利益又は営業損失（△） 254,824 △434,240 △9,344 △188,760 (111,376) △300,136

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．前連結会計年度の区分を見直し、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテン

ツ・アレンジメント事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

３．各区分の主な事業内容 

(1) 信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とする信託業務を行って

おります。 

(2) 兼業事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。投資

事業有限責任組合第２東京マルチメディアファンド（TMF２）、TMF３投資事業有限責任組合中小企

業コンテンツ制作支援ファンド（TMF３）においては、デジタルコンテンツの製作プロジェクトに投
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資するファンドの運営を行っております。 

(3) その他の事業 

デジタルAV家電の企画・販売業務等のハードウェアセールス事業を行っております。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（111,376千円）の主なものは、親会

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

    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） 

 

デジタルコ
ンテンツ・
アレンジメ
ント事業 

信託事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 1,281,082 223,691 21,707 1,526,481 － 1,526,481

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 1,281,082 223,691 21,707 1,526,481 － 1,526,481

営業費用 1,874,925 131,766 42,660 2,049,351 (92,697) 2,142,049

営業利益又は営業損失（△） △593,843 91,925 △20,953 △522,870 (92,697) △615,568

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

(1）デジタルコンテンツ・アレンジメント事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。 

(2）信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭を対象とする信託業務を行っております。 

(3)その他の事業 

連結子会社株式会社バズスタイルは、デジタルAV家電の企画・販売業務等のハードウェアセールス

事業を行っております。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（92,697千円）の主なものは、親会

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

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） 

 該当事項はありません。 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため､記載を省略しております。 

 

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） 

該当事項はありません。 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため､記載を省略しております。 

 

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） 

該当事項はありません。 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため､記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

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） 

該当事項はありません。 

海外売上高がないため､記載を省略しております。 

  

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） 

 東南アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 180,000 180,000 

Ⅱ 連結売上高（千円）  810,649 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
22.1 22.1 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．上記区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      東南アジア……マレーシア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

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） 

該当事項はありません。 

海外売上高がないため､記載を省略しております。 

 

（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 9,642円 96銭 

１株当たり四半期
純損失金額 

6,342円 37銭 

  

 

１株当たり純資産額 11,046円 16銭

１株当たり四半期純
損失金額 

4,938円 35銭

１株当たり純資産額 15,947円 26銭

１株当たり当期純損
失金額 

3,652円 00銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、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。 

また、当社は平成17年11月18日付で

１株を２株とする株式分割を行って

おります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額については、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。 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、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。 

また、当社は平成17年11月18日付で１

株を２株とする株式分割を行っており

ます。 

－ ２８ － 



 

（注）１株当たり四半期（当期）純損失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） 

四半期（当期）純損失 
671,333 1,027,312 677,050 

（千円） 

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）純損失（千円） 671,333 1,027,312 677,050 

期中平均株式数 105,849株 208,027.55株 185,391.50株 

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 

第３回新株予約権（ストック

オプション） 

平成14年６月20日定時株主総

会決議（予約権の数480個） 

 

第４回新株予約権（ストック

オプション） 

平成15年６月15日定時株主総

会決議(予約権の数1,130個）

 

第５回新株予約権（ストック

オプション） 

平成16年６月17日定時株主総

会決議(予約権の数1,600個）

 

第６回新株予約権（ストック

オプション） 

平成17年６月17日定時株主総

会決議(予約権の数1,650個）

 

第三者割当による新株予約権 

平成17年11月25日取締役会決

議（予約権の数160個） 

第３回新株予約権（ストック

オプション） 

平成14年６月20日定時株主総

会決議（予約権の数480個） 

 

第４回新株予約権（ストック

オプション） 

平成15年６月15日定時株主総

会決議(予約権の数960個) 

 

第５回新株予約権（ストック

オプション） 

平成16年６月17日定時株主総

会決議(予約権の数1,530個) 

 

第６回新株予約権（ストック

オプション） 

平成17年６月23日定時株主総

会決議(予約権の数1,410個) 

 

第三者割当による新株予約権 

平成17年11月25日取締役会決

議（予約権の数100個） 

第３回新株予約権（ストック

オプション） 

平成14年６月20日定時株主総

会決議（予約権の数480個） 

 

第４回新株予約権（ストック

オプション） 

平成15年６月19日定時株主総

会決議(予約権の数1,090個) 

 

第５回新株予約権（ストック

オプション） 

平成16年６月17日定時株主総

会決議(予約権の数1,560個) 

 

第６回新株予約権（ストック

オプション） 

平成17年６月23日定時株主総

会決議(予約権の数1,560個) 

 

第三者割当による新株予約権 

平成17年11月25日取締役会決

議（予約権の数100個） 

 

－ ２９ － 



 

（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．新株予約権の権利行使について 

 平成17年12月12日に発行した日興シ

ティグループ証券株式会社を第三者割当

先とする第５回新株予約権について、同

社との間で締結したコミットメントライ

ン契約に基づき、当社は新株予約権の行

使指示の通知を行い、当該指示に基づく

権利行使が行なわれました。その概要は

次のとおりであります。 

（１） 新株予約権の名称 

 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託

株式会社 第５回新株予約権 

（２）行使指示により行使された新株予

約権の数   20個 

（３）新株予約権の権利行使による発行

株式の種類及び数、発行価額及び資本組

入額 

①行使日 ：平成18年１月５日 

 発行株式の種類：普通株式 

発行株式の数 ：2,470株 

 発行価額   ：101,340円 

 発行総額   ：250,309,800円 

 資本組入額  ：125,154,900円 

②行使日 ：平成18年１月17日 

 発行株式の種類：普通株式 

 発行株式の数 ：2,440株 

 発行価額   ：102,600円 

 発行総額   ：250,344,000円 

 資本組入額  ：125,172,000円 

（４）新株の配当起算日 

  平成17年10月１日 

（５）資金の使途 

 知的財産権信託を積極的に推進する為

の投融資金として使用 

 

───── 

     

───── 

 

－ ３０ － 



 

 
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14日 

上場会社名 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社 （コード番号：4815 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.jdc.jp/ ）   

  代表者     代表取締役社長     土井 宏文 ＴＥＬ：（03）3434－5651       

    問合せ先責任者 常務取締役       宮田 清治 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（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                         （百万円未満切捨て） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円     ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年３月期第３四半期 837   81.9 △224     － △286   － △1,035   －

18年３月期第３四半期 460   4.0  △708   －  △644   － △645   －

(参考)18年３月期 1,498     －  △504   －  △652   －   △653   －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

19年３月期第３四半期   △4,978  74

18年３月期第３四半期 △6,095  98

(参考)18年３月期 △3,523  74 

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示します。 
 
(2) 財政状態の変動状況 

 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 3,485 2,365 67.5 11,306 04 

18年３月期第３四半期 4,231 1,885 44.6 9,986 19 

(参考)18年３月期 5,329 3,379 63.4 16,246  70 

(注) 18年３月期第３四半期と18年３月期の「純資産」、「自己資本比率」及び「１株当たり純資産」の
数値については、それぞれ従来の「株主資本」、「株主資本比率」及び「１株当たり株主資本」を記載
しております。 
 
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 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 2,010 295 △455 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△2,185円59銭 
 

※上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。 

－ ３１ － 

http://www.jdc.jp/


 

４．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

平成18年３月期 － － － 

平成19年３月期（実績） － － 
－ 

平成19年３月期（予想） － － 

 

－ ３２ － 



 

 【四半期財務諸表等】 

１．【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 ※１ 522,916  295,311  430,606  

２ 売掛金  68,336  319,855  825,754  

３ 信託未収収益  －  59,036  －  

４ 営業投資有価証券  1,077,251  875,678  1,039,545  

５ 商品  79,259  12,121  37,288  

６ 仕掛品  239,996  61,320  198,911  

 ７ 前渡金  1,071  9,148  －  

 ８ 未収入金  1,060  －  1,004  

 ９ 短期貸付金  777,200  1,281,220  1,515,920  

１０ 前払費用  7,496  10,785  20,124  

１１ 未収消費税等  21,092  －  －  

１２ その他  35,986  114,758  39,836  

 貸倒引当金  △1,520  △3,525  △4,069  

 流動資産合計   2,830,148 66.9 3,035,711 87.1  4,104,923 77.0

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※３ 1,531  3,826  3,372  

２ 無形固定資産       

 (1)ソフトウェア  159,302  14,545  146,114  

 (2)その他  1,599   1,720  1,833  

 無形固定資産合計  160,901  3.8 16,265  0.5 147,948  2.8

３ 投資その他の資産       

 (1)投資有価証券  1,015,460  222,300  854,724  

 (2)出資金  92,029  94,851  94,807  

  (3)その他  121,843  113,563  119,718  

 貸倒引当金  △9,243  △8,142  △9,243  

 投資その他の資
産合計 

 1,220,089  28.9 422,573  12.2 1,060,007  19.9

 固定資産合計   1,382,522 32.7 442,664 12.7  1,211,328 22.7

Ⅲ 繰延資産   18,417 0.4 6,909 0.2  13,517 0.3

 資産合計   4,231,089 100.0 3,485,286 100.0  5,329,769 100.0

          

－ ３３ － 



 

  
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  72,913  27,804 312,482 

２短期借入金 ※４ 1,745,000  710,000 1,150,000 

３
１年以内返済予定長
期借入金 

 33,600  － 25,300 

４未払金  21,331  9,188 45,057 

５未払法人税等  4,065  7,742 9,068 

６預り金  7,165  2,861 7,180 

７組合出資預り金  69,541  27,827 51,647 

８その他 ※２ 72,147  33,973 29,135 

 流動負債合計   2,025,765 47.9 819,399 23.5  1,629,873 30.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  300,000 300,000 300,000 

２ 新株予約権  20,000 － 20,000 

 固定負債合計   320,000 7.5 300,000 8.6  320,000 6.0

 負債合計   2,345,765 55.4 1,119,399 32.1  1,949,873 36.6

 

－ ３４ － 



 

 

  
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
(％)

（資本の部）          

 Ⅰ 資本金   1,521,765 36.0 － －  2,272,911 42.6

Ⅱ 資本剰余金     

 資本準備金  1,433,365 －  2,184,511 

 資本剰余金合計   1,433,365 33.9 － －  2,184,511 41.0

Ⅲ 利益剰余金     

 
四半期(当期)未処
理損失 

 1,067,137 －  1,075,155 

 利益剰余金合計   △1,067,137△25.2 － －  △1,075,155△20.2

Ⅳ 
その他有価証券評価 
差額金 

  △632 △0.0 － －  △333 △0.0

Ⅴ 自己株式   △2,038 △0.1 － －  △2,038 △0.0

 資本合計   1,885,323 44.6 － －  3,379,895 63.4

 負債及び資本合計   4,231,089 100.0 － －  5,329,769 100.0

          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金   － － 2,277,607 65.4  － －

２ 資本剰余金     

 (1)資本準備金  － 2,189,207  － 

 資本剰余金合計   － － 2,189,207 62.8  － －

３ 利益剰余金     

 
(1)その他利益剰余
金 

    

 繰越利益剰余金  － △2,110,870  － 

 利益剰余金合計   － － △2,110,870 △60.6  － －

４ 自己株式   － － △2,038 △0.1  － －

 株主資本合計   － － 2,353,906 67.5  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ 
その他有価証券評価
差額金 

  － △520   －

 評価・換算差額等合計   － － △520 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 12,500 0.4  － －

 純資産合計   － － 2,365,886 67.9  － －

 負債純資産合計   － － 3,485,286 100.0  － －

      

 

－ ３５ － 



 

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   460,181 100.0 837,214 100.0  1,498,265 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1  711,063 154.5 556,387 66.5  1,376,494 91.9

 売上総利益又は売上 
総損失（△） 

  △250,882 △54.5 280,826 33.5  121,770 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  457,958 99.5 504,838 60.3  626,121 41.8

  営業損失   708,840 △154.0 224,011 △26.8  504,350 △33.7

Ⅳ 営業外収益 ※2  116,976 25.4 12,777 1.5  8,006 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※3  52,677 11.5 75,184 8.9  155,977 10.4

 経常損失   644,541 △140.1 286,418 △34.2  652,321 △43.5

Ⅵ 特別利益 ※4  － － 1,645 0.2  － －

Ⅶ 特別損失 ※5,6  － － 750,229 89.6  － －

 税引前四半期(当期)純 
損失 

  644,541 △140.1 1,035,002 △123.6  652,321 △43.5

 
法人税、住民税及び 
事業税 

 712 712  950 

 法人税等調整額  － 712 0.1 － 712 0.1 － 950 0.1

 四半期(当期)純損失   645,253 △140.2 1,035,715 △123.7  653,271 △43.6

 前期繰越損失   421,883 －  421,883

 四半期(当期)未処理 
損失 

  1,067,137 －  1,075,155
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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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 
繰越利益剰

余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本合

計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

第３四半期中の変動額    

新株の発行（千円） 4,696 4,696 4,696 － － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － － △1,035,715 △1,035,715 － △1,035,715

株主資本以外の項目の

第３四半期会計期間中

の変動額(純額) (千円) 

－ － － － － － －

第３四半期会計期間中

の変動額合計（千円） 
4,696 4,696 4,696 △1,035,715 △1,035,715 － △1,026,322

平成18年12月31日 残高 

（千円） 
2,277,607 2,189,207 2,189,207 △2,110,870 △2,110,870 △2,038 2,353,906

 

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

新株予約権評価・換算

差額等合計

純資産合計

平成18年３月31日 残高 
△333 △333 20,000 3,399,895

（千円） 

第３四半期中の変動額  

新株の発行（千円） － － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － － △1,035,715

株主資本以外の項目の

第３四半期会計期間中

の変動額(純額) (千円) 

△187 △187 △7,500 △7,687

第３四半期会計期間中

の変動額合計 （千円） 
△187 △187 △7,500 △1,034,009

平成18年12月31日 残高 

（千円） 
△520 △520 12,500 2,365,886

－ ３７ － 



 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前第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） 

 当社は、前々期504,166千円、前

期504,350千円、当第３四半期会計

期間224,011千円と大幅な営業損失

を計上しております。 

───── 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

前期より開始した信託業務を事業の

中核として積極的に推進しており、

今後は、信託業務及び関連事業によ

る収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を図っていく計画でありま

す。 

 四半期財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、このような疑

義の影響を四半期財務諸表には反映

しておりません。 

当社は、前期504,166千円、当期

504,350千円と大幅な営業損失を計

上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

当期より開始した信託業務を事業の

中核として、信託スキームを活用し

た新たな金融商品を開発し、信託ス

キームのメリットをアピールするこ

とで受託財産額の積み上げを図り、

信託業務及び関連事業による収益拡

大により、利益計上体質への改善を

目指す計画であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として

作成しており、このような疑義の影

響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
期  別 

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 

(1) 有価証券 

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。 

その他の有価証券 

時価のあるもの 

四半期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 

なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への

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 近の決算

書等を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっ

ております。 

(1)  有価証券  

子会社株式及び関連会社株式

同左 

 

その他の有価証券 

時価のあるもの 

四半期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。 

時価のないもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式

同左 

 

その他の有価証券 

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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

(2)たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

(2)たな卸資産 

商品・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 

定率法を採用しておりま

す。 

(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。 

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

－ ３９ － 



 

 

期  別 
 
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 

  債権の貸倒れに備えて、一

般債権については貸倒実績率

により計上しており、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

貸倒引当金 

同左 

       

貸倒引当金 

同左 

４．重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用し

ております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 （ヘッジ手段） 

 金利スワップ 

 （ヘッジ対象） 

 借入金の利息 

③ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを

回避する目的でおこなってお

ります。 

④ヘッジ有効性評価 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしているため、有

効性の判定を省略しておりま

す。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価 

同左 

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。 

同左 同左 

 

６．その他四半期財務諸表

(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 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 

－ ４０ － 



 

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） 

当第３四半期会計期間より、「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。これによる損益に与え

る影響はありません。 

 

────── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「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」（企業会計基準委員会 平成

17 年 12 月９日 企業会計基準第５

号）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」

（企業会計基準委員会 平成 17 年 12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）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、2,353,386 千円であります。 

 中間財務諸表等規則の改正により、

当第３四半期会計期間における四半期

財務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

────── 

 

－ ４１ － 



 

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) 

営業投資有価証券及び投資有価証券の表示方法 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第

97条）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１日よ

り適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」

（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付で改正

されたことに伴い、当第３四半期会計期間から投資事業有限

責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされる）を、従来の「営業出資

金」、「出資金」から、それぞれ「営業投資有価証券」、

「投資有価証券」として表示しております。 

なお、当第３四半期会計期間の「営業投資有価証券」「投

資有価証券」に含まれる当該出資の額はそれぞれ1,077,251

千円、805,042千円であり、前第３四半期会計期間における

「営業出資金」「出資金」に含まれる当該出資の額はそれぞ

れ829,041千円、327,652千円であります。 

 

───── 

 

───── 

（四半期貸借対照表） 

「未収入金」は、前第３四半期会計期間までは区分掲記

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以下となったため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

なお、当第３四半期会計期間末の「未収入金」の金額は

582千円であります。 

 

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） 

 

────── 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当社は、平成18年5月25日開催の取

締役会において当社の従業員に対

し、会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づきストックオプ

ションとして新株予約権を付与する

ことを平成18年6月22日開催予定の定

時株主総会の議案とすることを決議

しておりましたが、平成18年6月19日

開催の取締役会決議に基づき、当該

議案を撤回致しました。 
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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 

関連会社株式会社九天社の金融機

関からの借入金に対し、定期預金

120,000千円を担保として差し入れ

ております。 

 

※１．担保資産 

同左 

 

※１．担保資産 

同左 

※２．   ──── 

 

※２．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。 

 

※２．   ──── 

 

※３．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,495千円です。 

 

※３．有形固定資産の減価償却累計

額は、4,168千円です。 

 

※３．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,835千円です。 

※４．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４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四半期

会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越限度額1,000,000千円 

借入実行残高  950,000千円 

差引額        50,000千円 

 

※４．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２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四半期

会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越限度額 200,000千円 

借入実行残高  170,000千円

※４．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４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。 

当座貸越限度額1,000,000千円 

差引額        30,000千円 

借入実行残高    900,000千円

 差引額        100,000千円 

５．    ──── ５．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラムの

権利に対する債務について保証を

行っております。 

株式会社メビウス 57,768千円 

５．    ──── 

 

－ ４３ － 



 

（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．減価償却実施額 

有形固定資産           674千円 

無形固定資産        39,652千円 

 

※１．減価償却実施額 

有形固定資産     3,188千円

無形固定資産        26,245千円

※１．減価償却実施額 

有形固定資産         1,063千円

無形固定資産        52,878千円

※２．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息           5,886千円 

匿名組合損益分配額 109,993千円 

 

※２．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息             7,615千円

※２．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息             5,304千円

※３．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息       18,964千円 

新株発行費償却     3,077千円 

社債発行費償却     3,838千円 

支払手数料        25,790千円 

 

※３．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息              21,680千円

新株発行費償却         3,530千円

社債発行費償却         3,077千円

匿名組合損益分配額    45,571千円

※３．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息              27,509千円

新株発行費償却         7,713千円

社債発行費償却         4,103千円

匿名組合損益分配額    84,855千円

支払手数料        25,790千円

※４．       ──── ※４．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益     1,645千円

※４．       ──── 

※５．       ──── 

 

※５．特別損失のうち主要なもの 

関係会社株式評価損  28,000千円

投資有価証券評価損 525,439千円

たな卸資産評価損  77,308千円

減損損失      119,482千円

※５．       ──── 

※６．    ──── ※６．減損損失 

当第３四半期会計期間において、

当社は以下の資産について減損損失

を計上しました。 

場所 用途 種類 

本社(東京

都港区） 

当社は事業用資産について、当社

全体を一つの資産グループとしてグ

ルーピングを行い、遊休資産につい

ては、個々の資産ごとにグルーピン

グを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが低

下したため遊休となったソフトウェ

アについて、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額119,482千

円を減損損失として特別損失に計上

しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額

は、正味売却価額により測定してお

り、売却や転用が困難であることか

ら備忘価額としております。 

遊休資産
ソフト

ウェア

※６．    ──── 

－ ４４ － 



 

（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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 増加 減少 

当第３四半期会計期間

期末 

普通株式（株） 18.28 － － 18.28 

 

－ ４５ － 



 

（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） 

 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 

（借主側） 

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四半期末

残高相当額 

（借主側） 

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四半期末

残高相当額 

（借主側） 

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

相当額 

(千円) 

四半期

末残高

相当額 

(千円) 

工具器

具備品 
28,339 14,994 13,345 

合計 28,339 14,994 13,345 

 

  

取得価

額相当

額 

(千円)

減価償

却累計

相当額

(千円)

四半期

末残高

相当額

(千円)

工具器

具備品
10,281 5,894 4,386

合計 10,281 5,894 4,386

 

  

取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償

却累計

相当額 

(千円) 

期末残

高相当

額 

(千円)

工具器

具備品
16,093 9,814 6,278

合計 16,093 9,814 6,278

２．未経過リース料四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4,915千円 

 (4,605千円) 

１年超 8,827千円 

 (2,302千円) 

合計 13,742千円 

 (6,908千円) 
 

１年内 7,816千円

１年超 4,436千円

合計 12,252千円

１年内 8,995千円

１年超 8,894千円

合計 17,889千円

    

(注)上記の( )内書は、転貸リースに係

る未経過リース料四半期末残高相当額で

あります。 

  

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 5,319千円 

減価償却費相当額 4,865千円 

支払利息相当額 528千円 
 

支払リース料 2,051千円

減価償却費相当額 1,892千円

支払利息相当額 146千円

支払リース料 3,721千円

減価償却費相当額 3,426千円

支払利息相当額 292千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

同左 

 

 

 

同左 

  

 

 

 （貸主側） 

 未経過リース料四半期末残高相当額 

  １年以内      4,351千円 

（貸主側） 

 未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内      7,047千円 

  １年超       4,997千円   １年超       2,174千円 

合計        6,525千円 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料四半期末残高

相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむね

同一の条件で第三者にリースしている

ので、ほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料四半期末残高相当額

に含まれております。 

合計       12,044千円 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残高相当

額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむね同

一の条件で第三者にリースしているの

で、ほぼ同額の残高が上記の借主側の未

経過リース料期末残高相当額に含まれて

おります。 

 

－ ４６ － 



 

（有価証券関係） 

  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）、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）及び前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）のいずれにおいても子会

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。 

 

（一株当たり情報） 

四半期連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。 

－ ４７ － 



 

（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．新株予約権の権利行使について 

 平成17年12月12日に発行した日興シ

ティグループ証券株式会社を第三者割当

先とする第５回新株予約権について、同

社との間で締結したコミットメントライ

ン契約に基づき、当社は新株予約権の行

使指示の通知を行い、当該指示に基づく

権利行使が行なわれました。その概要は

次のとおりであります。 

（２） 新株予約権の名称 

 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託

株式会社 第5回新株予約権 

（２）行使指示により行使された新株予

約権の数   20個 

（３）新株予約権の権利行使による 

発行株式の種類及び数、発行価額及び資

本組入額 

①行使日 ：平成18年１月５日 

 発行株式の種類：普通株式 

発行株式の数 ：2,470株 

 発行価額   ：101,340円 

 発行総額   ：250,309,800円 

 資本組入額  ：125,154,900円 

②行使日 ：平成18年１月17日 

 発行株式の種類：普通株式 

 発行株式の数 ：2,440株 

 発行価額   ：102,600円 

 発行総額   ：250,344,000円 

 資本組入額  ：125,172,000円 

（４）新株の配当起算日 

  平成17年10月１日 

（５）資金の使途 

 知的財産権信託を積極的に推進する為

の投融資金として使用 

 

───── 

     

───── 

 

 

２．【その他】 
該当事項はありません。 

－ ４８ － 



 

（参考）信託財産残高表 

（単位：千円） 

科 目 
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） 

貸付金 

有価証券 

信託受益権 

金銭債権 

知的財産権・動産 

預金 

その他債権 

－ 

－ 

－ 

－ 

157,815 

5,000,000 

55,650 

738,655 

8,771,745 

－ 

868,512 

6,000,000 

949,818 

13,483,115 

433,702 

740,000  

53,865 

－ 

270,215 

7,553,121 

128,664 

資産合計 5,213,465 31,245,549 8,745,865 

金銭信託 

有価証券信託 

金銭債権信託 

金銭信託以外の金銭の信託 

包括信託 

その他の信託 

－ 

－ 

－ 

5,000,000 

213,465 

－ 

14,181,745 180,000 

927,741 

6,040,833 

9,000,000 

1,083,799 

740,000 

－ 

7,500,000 

325,865 

11,430 － 

負債合計 5,213,465 31,245,549 8,745,865 

 

 

－ ４９ － 
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