
(財)財務会計基準機構会員  

平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年２月15日

上場会社名　株式会社オーベン （コード番号：4797東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.orben.co.jp）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　江口　隆 ＴＥＬ（03）3406－4797

責任者役職・氏名　取締役　　　　　榎本　肇  

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　最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無　　：　有

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　：　有

　　連結（新規）３社（うち３ファンドを含む）、（除外）９社　　　持分法（新規）２社、（除外）１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）

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 5,928 (△53.7) △1,453 ( - ) △1,625 ( - ) △7,776 ( - )
18年３月期第３四半期 12,806 (347.3) 719 (66.9) 752 (74.4) 362 (△23.9)

（参考）18年３月期 15,478 (168.9) △735 ( - ) △940 ( - ) △5,554 ( - )

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 △31,799 00 - -
18年３月期第３四半期 3,191 52 3,175 75

（参考）18年３月期 △45,662 21 - -

（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ております。

(2）連結財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）

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 9,018 8,269 89.8 29,311 98
18年３月期第３四半期 23,185 14,878 64.2 104,821 9

（参考）18年３月期 18,955 10,870 57.4 65,430 97

（注）平成18年３月期第１四半期及び平成18年３月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、

「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄に記載してお

ります。

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

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 △628 △5,107 2,766 636
18年３月期第３四半期 △784 △5,390 7,469 5,350

（参考）18年３月期 △3,223 △4,087 9,741 6,683

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） （百万円未満切捨）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円
通期 7,800 △1,500 △7,280

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　△26,363円06銭
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 [連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

　当四半期連結会計期間の国内株式市場は、昨年度から持続している景気拡大により、日経平均株価が平成18年４月に

17,500円を超え年初来最高値を記録するなど、上昇基調で始まりましたが、５月から６月にかけて日経平均株価は大幅

に下落し、平成18年６月には年初来最安値を記録しました。

　一方、政府の月例報告などによりますと、雇用情勢は厳しさが残るものの、改善に広がりがみられ、個人消費に関し

ても緩やかに増加しております。

　このような状況の中、当社グループにおきましては、前連結会計年度において推進してまいりましたＭ＆Ａによる拡

大戦略から、収益性の高い事業への選択と集中へと戦略を転換し、前連結会計度末に22社であった関連子会社（国内外

における投資事業組合を除く）は、13社へと減少しており、グループ再編が進んでおります。

　また単体におきましては、前連結会計年度において、２事業部をグループ会社へ切り離した為、単体としての事業は

投資事業へ専念しております。

 （事業のセグメント別業績について）

　前連結会計年度においては事業の種類別セグメントは「広告SP」、「コールセンター」、「駐車場」、「ファイナン

ス」の4 区分となっておりましたが、投資事業の本格化に伴い、当第１四半期より「投資部門」、「事業運営部門」の

２区分に変更しました。

・投資部門

　有価証券の売買及び貸付金の金利収入といった投資事業の他、投資を目的とした関連会社の連結取り込みで構成さ

れており、当第３四半期連結会計期間の売上は、918,019千円となりました。

・事業運営部門

　各種セールスプロモーション、Eコマース、駐車場事業等で構成されており、当四半期連結会計期間の売上は、

5,010,031千円となりました。

 （当第３四半期の業績について）

　当第３四半期連結会計期間におきましては、昨年度に特別損失を計上した資産について債権回収タスクフォース（※

１）の活動により一部資金の回収に成功した他、株式会社ゼルスの売却などにより、特別利益を計上しております。一

方、投資を目的としたグループ会社の営業状況が不振であったことに加え、特に事業部門の駐車場事業の売上が伸び悩

んだことから、四半期ベースでは利益が減少しました。その結果、売上高5,928,051千円（前年同期比△53.7％）、営業

損失1,453,328千円（前年同期営業利益719,843千円）、経常損失1,625,167千円（前年同期経常利益752,699千円）、第

３四半期純損失7,776,223千円（前年同期純利益362,416千円）となりました。

　※１　詳細につきましては、2006年５月22日発表のプレスリリース「債権回収等の対策について」をご参照ください。

 [連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

　当四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前第３四半期純損失が7,826,611千円であ

りましたが、貸倒引当金が4,091,198千円増加したこと等により、628,330千円の減少となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、貸付による支出3,472,541千円、関係会社株式の取得647,100千円等

により、5,107,417千円の減少となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、第三者割当による新株式の発行4,833,180千円がありましたが、短期

借入金の返済2,506,701千円等により、2,766,470千円の増加となりました。

　以上の結果、当四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、636,729千円となりました。

 [業績予測に関する定性的情報等]

　平成19年３月期につきましては、投資事業は引き続き堅調に推移しているものの、投資を目的としたグループ会社、

及び営業部門の業績が当初計画値を下回る見込みでありますが、現在のところ、業績予想を修正するほどには至ってお

りません。
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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

科目

平成19年３月期
第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日現在）

平成18年３月期
第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日現在）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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 636,729 4,745,915 6,683,406

２．受取手形及び
売掛金　　

 ※４.５ 846,107 4,106,742 2,616,863

３．有価証券 － 367,288 228,671

４．たな卸資産 165,286 1,538,492 1,351,928

５．未収入金 243,716 210,061 1,200,431

６．短期貸付金 301,770 1,336,960 40,665

７．営業投資有価証券 1,550,908 － －

８．その他 ※２ 159,893 908,688 570,668

貸倒引当金 △518,440 △9,682 △715,160

流動資産合計 3,385,972 37.6 13,204,466 57.0 11,977,475 63.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 88,673 1.0 1,996,628 8.6 2,245,402 11.8

２．無形固定資産

(1）連結調整勘定 － 1,187,845 600,038

(2）ソフトウェア 11,553 364,175 17,863

(3）その他 135,733 223,518 7,833

無形固定資産合計 147,287 1.6 1,775,539 7.6 625,736 3.3

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,362,015 3,742,085 1,101,429

(2）出資金 230,450 1,985,080 2,428,151

(3）敷金及び保証金 107,890 438,185 427,344

(4）長期貸付金 5,713,007 ― ―

(5）破産更正債権等 3,553,441 ― ―

(6）その他 63,871 43,145 151,076

　貸倒引当金 △6,634,471 ― △1,062

投資その他の資産
合計

5,396,206 59.8 6,208,497 26.8 4,106,939 21.7

固定資産合計 5,632,166 62.4 9,980,665 43.0 6,978,078 36.8

資産合計 9,018,139 100.0 23,185,131 100.0 18,955,553 100.0
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科目

平成19年３月期
第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日現在）

平成18年３月期
第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日現在）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

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．支払手形及び買掛金 177,322 614,615 616,853

２．短期借入金 35,143 2,428,753 2,526,434

３．前受金 ― 1,452,677 ―

４．一年以内返済予定
長期借入金

41,988 ― ―

５.一年以内償還社債 ― ― 120,000

６. その他 298,629 805,085 1,428,706

流動負債合計 553,083 6.1 5,301,133 22.8 4,651,995 24.5

Ⅱ　固定負債

１．社債 ― ―  1,331,630

２．長期借入金 122,525 1,194,794  520,607

３．債務保証損失引当金 21,995 ― ―

４．その他 51,000 331,847 76,705

固定負債合計 195,520 2.2 1,526,642 6.6 1,928,942 10.2

負債合計 748,604 8.3 6,827,775 29.4 6,580,938 34.7

（少数株主持分）

少数株主持分 ― ― 1,478,533 6.4 1,503,656 7.9

（資本の部）

Ⅰ　資本金　  ― ― 6,493,129 28.0 7,331,702 38.7

Ⅱ　資本剰余金 ― ― 8,045,099 34.7 8,961,113 47.3

Ⅲ　利益剰余金 ― ― 334,971 1.4 △5,581,658 △29.5

Ⅵ　自己株式　  ― ― △6,760 △0.0 △7,007 △0.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

― ― 14,082 0.1 △27,473 △0.1

Ⅴ　為替換算調整勘定 ― ― △1,699 △0.0 194,283 1.0

資本合計 ― ― 14,878,823 64.2 10,870,959 57.4

負債、少数株主持分
及び資本合計

― ― 23,185,131 100.0 18,955,553 100.0
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科目

平成19年３月期
第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日現在）

平成18年３月期
第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日現在）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１．資本金 5,416,590 60.0 ― ― ― ―

２．資本剰余金 9,881,656 109.6 ― ― ― ―

３．利益剰余金 △7,326,167 △81.2 ― ― ― ―

４．自己株式 △7,007 △0.1 ― ― ― ―

株主資本合計 7,965,072 88.3 ― ― ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価差
額金

23,048 0.3 ―  ―  

２．為替換算調整勘定 106,204 1.2 ― ― ― ―

評価・換算差額等合計 129,253 1.5 ― ― ― ―

Ⅲ　新株予約権 175,200 1.9 ―  ―  

Ⅳ　少数株主持分 10 0.0 ―  ―  

純資産合計 8,269,535 91.7 ― ― ― ―

負債・純資産合計 9,018,139 100.0 ― ― ― ―
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(2）四半期連結損益計算書

科目

平成19年３月期
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）

平成18年３月期
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
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）

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 5,928,051 100.0 12,806,841 100.0 15,478,429 100.0

Ⅱ　売上原価 5,240,673 88.4 9,623,542 75.1 12,440,522 80.4

売上総利益 687,377 11.6 3,183,298 24.8 3,037,906 19.6

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

※１ 2,140,706 36.1 2,463,454 19.2 3,773,541 24.4

営業利益又は
営業損失
（△）

△1,453,328 △24.5 719,843 5.6 △735,635 △4.8

Ⅳ　営業外収益

(1）受取利益 1,752 22,517 22,969

(2）為替差益 11,665 109,787 109,872

(3）有価証券評価
益

― 22,701 ―

(4）その他 108,962 122,380 2.0 11,922 166,929 1.3 39,578 172,420 1.1

Ⅴ　営業外費用

(1）支払利息 41,311 34,264 76,585

(2）株式交付費 43,312 72,312 228,065

(3）持分法による
投資損失

73,262 3,814 ―

(4）投資事業組合
投資損失

99,282 ― ―

(5）その他 37,049 294,218 4.9 23,681 134,073 1.0 72,375 377,027 2.4

経常利益又は
経常損失
（△）

△1,625,167 △27.4 752,699 5.8 △940,242 △6.1

Ⅵ　特別利益

(1）前期損益修正
益

2,336 24,834 ―

(2）関係会社株式
売却益 

227,171 18,926 99,591

(3）貸倒引当金戻
入益

195,797 48,246 ―

(4）投資有価証券
売却益

32,730 ― 257

(5）持分変動益 582,452 ― ―

(6）その他 ※３ 7,228 1,047,717 17.6 157 92,165 0.7 164,005 263,855 1.7
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科目

平成19年３月期
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）

平成18年３月期
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
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）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

(1）出資金評価損 99,825 34,768 440,719

(2）投資有価証券
評価損

136,025 22,313 ―

(3）貸倒損失 4,199 39,153 167,739

(4）商品評価損 727,640 11,380 255,913

(5）貸倒引当金繰
入

4,103,674 ― ―

(6）のれん償却額 873,271 ― ―

(7）その他 ※２ 1,304,523 7,249,160 122.2 1,429 109,045 0.8 3,860,808 4,725,181 30.5

税金等調整前
第３四半期純
利益又は税金
等調整前当期
純損失（△）

△7,826,611 △132.0 735,819 5.7 △5,401,568 △34.9

法人税、住民
税及び事業税

22,276 387,778 234,735

法人税等調整
額

△1,036 21,239 0.3 ― 387,778 3.0 337 235,072 1.5

少数株主損失 71,627 △1.2 14,375 ― 82,426 △0.5

第３四半期
（当期）純利
益又は純損失
（△）

△7,776,223 △131.1 362,416 2.7 △5,554,214 △35.9
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(3）四半期連結剰余金計算書

四半期連結剰余金計算書

科目

平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

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）

金額（千円） 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 ― 3,938,482 3,938,482

Ⅱ　資本剰余金増加高

１　連結子会社増加に

伴う資本剰余金増

加高

― 1,061,910 1,141,360

２　増資による新株の

発行
― ― 837,540

３　新株予約権の行使

による新株の発行
― ― 3,044,707 4,106,617 3,045,739 5,024,640

Ⅲ　資本剰余金減少高

１　連結子会社減少に

伴う資本剰余金減

少高

― ― ― ― 2,010 2,010

Ⅳ　資本剰余金第３四半

期末（期末）残高
― 8,045,099 8,961,113

利益剰余金の部

Ⅰ　利益剰余金期首残高 ― △27,444 △27,444

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　第３四半期純利

益
― ― 362,416 362,416 ― ―

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　当期純損失 ― ― ― ― 5,554,214 5,554,214

Ⅳ　利益剰余金第３四半

期末（期末）残高
― 334,971 △5,581,658
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　　　四半期連結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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
資本準備金

その他資本
　剰余金

資本剰余金
　 合計

利益
準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
7,331,702 8,961,113 ― 8,961,113 50 △5,581,708 △5,581,658 △7,007

当第３四半期会計期間中の

変動額

　 新株の発行（千円） 2,416,590 2,416,590  2,416,590   ―  

欠損填補（千円）  △5,827,748  △5,827,748  5,827,748 5,827,748  

減資（千円） △4,331,702  4,331,702 4,331,702   ―  

連結子会社の減少による

増減額（千円）
―  ― ―  203,965 203,965  

当期純損失（千円）    ―  △7,776,223 △7,776,223  

株主資本以外の項目の

当第３四半期会計期間

中の変動額（純額）

（千円）

   ―   ―  

当第３四半期会計期間中の

変動額合計（千円）
△1,915,112 △3,411,158 4,331,702 920,543 ― △1,744,508 △1,744,508 ―

平成18年12月31日　残高

（千円）
5,416,590 5,549,954 4,331,702 9,881,656 50 △7,326,217 △7,326,167 △7,007

株主資本 評価・換算差額等

少数株主持分 新株予約権 純資産合計
株主資本合計

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

平成18年３月31日　残高

（千円）
10,704,149 △27,473 194,283 166,810 1,503,656 ― 12,374,615

当第３四半期会計期間中の

変動額

新株の発行（千円） 4,833,180   ―   4,833,180

欠損填補（千円） ―   ―   ―

減資（千円） ―   ―   ―

連結子会社の減少による

増減額（千円）
203,965   ―   203,965

当期純損失（千円） △7,776,223   ―   △7,776,223

株主資本以外の項目の当

第３四半期会計期間中の

変動額（純額）（千円）

― 50,522 △88,079 △37,557 △1,503,646 175,200 △1,366,003

当第３四半期会計期間中の

変動額合計（千円）
△2,739,077 50,522 △88,079 △37,557 △1,503,646 175,200 △4,105,080

平成18年12月31日　残高

（千円）
7,965,072 23,048 106,204 129,253 10 175,200 8,269,535
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目

平成19年３月期
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）

平成18年３月期
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
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）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

１．税金等調整前第３四半期純
利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△7,826,611 735,819 △5,401,568

２．減価償却費 222,506 155,801 270,408

３．減損損失 110,599 ― 918,718

４．のれん償却額 897,614 ― ―

５．連結調整勘定償却 ― 21,124 715,358

６．受取利息及び受取配当金 △6,732 △23,265 △25,003

７．支払利息 41,311 34,264 76,585

８．投資事業組合投資損失 99,282 ― ―

９．投資事業組合投資利益 △124 ― ―

10．為替差益 ― △109,787 △109,872

11．持分法による投資損失 709,761 3,814 3,814

12．固定資産除売却損 75,604 1,429 66,915

13．固定資産売却益 △2,056 ― △41,528

14．版権償却 ― ― 999,445

15．投資有価証券売却損 9,906 ― ―

16．投資有価証券売却益 △32,730 ― ―

17．投資有価証券評価損 136,025 22,313 379,341

18．関係会社株式売却益 △227,171 △18,926 △99,591

19．持分変動益 △582,452 ― ―

20．出資金評価損 99,825 34,768 61,378

21．出資金清算益 ― ― △4,115

22．金利スワップ評価損 2,722 ― 24,273

23. 商品低価評価損 727,640 ― 255,913

24. 仕掛品低価評価損 ― 11,380 ―

25. 子会社清算損 237 ― ―

26. 営業譲渡損失 110,922 ― ―
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科目

平成19年３月期
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）

平成18年３月期
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
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）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

27．貸倒損失 ― ― 167,739

28．貸倒引当金の増減額
（減少額：△） 4,091,198 △48,246 660,530

29．売上債権の増減額
（増加額：△） 460,794 △572,202 674,763

30．たな卸資産の増減額
（増加額：△） 244,009 △127,076 △1,275,327

31．営業投資有価証券の増減額
（増加額：△） 8,417 198,000 △228,671

32．その他資産の増減額
（増加額：△） 600,097 △398,538 △1,278,562

33．債務保証損失引当金の増減
額 21,995 ― ―

34．仕入債務の増減額
（減少額：△） △196,306 △399,232 △403,414

35．前受金の増減額
（減少額：△） ― ― 52,050

36．未払金の増減額
（減少額：△） △162,406 11,864 257,357

37．未収消費税等の増減額
（増加額：△） 39,051 △12,242 △84,191

38．その他負債の増減額
（減少額：△） △120,495 △8,731 442,496

小計 △447,562 △487,668 △2,924,755

39．利息及び配当金の受取額 7,060 23,265 50,842

40．利息の支払額 △35,735 △34,264 △69,008

41．法人税等の支払額 △152,092 △286,313 △280,983

営業活動によるキャッシュ・
フロー △628,330 △784,980 △3,223,904

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

１．有形固定資産の取得による
支出 △466,523 △535,794 △1,355,516

２．有形固定資産の売却による
収入 5,885 ― 39,414

３．無形固定資産の取得による
支出 △144,895 △348,954 △276,872

４．投資有価証券の取得による
支出 △278,787 △3,804,459 △3,522,485

５．投資有価証券の売却による
収入 159,930 ― 335,000

６．出資金の払込による支出 △7,000 △1,238,860 ―

７. 出資金の返還による収入 778 ― 122,206

８．敷金及び保証金の差入れに
よる支出 △265,155 △221,676 △369,998
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科目

平成19年３月期
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）

平成18年３月期
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
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）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

９．敷金及び保証金の返還によ
る収入 393,715 33,302 81,583

10．新規連結子会社株式
の取得による支出　  ※３ △619,994 △308,271 △355,034

11．新規連結子会社株式
の売却による収入　  ※２ ― 356,994 393,137

12．連結範囲の変更を伴
う子会社株式の売却
等による収入　　

 ※４ 210,211 18,156 728,053

13．関係会社株式の取得
による収入 △647,100 ― ―

14．貸付による支出 △3,472,541 △3,354,733 △3,753,501

15．貸付の回収による収入 18,584 2,670,512 3,846,957

16. 営業譲渡による収入 5,475 ― ―

17. その他投資等増減額 ― 1,342,930 ―

投資活動によるキャッシュ・
フロー △5,107,417 △5,390,853 △4,087,055

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

１．借入による収入 504,792 3,654,717 4,999,476

２．借入金の返済による
支出 △2,506,701 △2,472,459 △4,393,724

３．社債の発行による収入 ― 6,200,000 7,371,630

４．社債の償還による支出 △240,000 ― ―

５．自己株式の取得による支出 ― △2,494 △2,741

６．新株の発行による収入 4,833,180 89,437 1,766,583

７．新株予約権の発行による
収入 175,200 ― ―

財務活動によるキャッシュ・
フロー 2,766,470 7,469,202 9,741,223

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額 9,499 108,087 304,156

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少額：△） △2,959,778 1,401,455 2,734,419

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首
　残高 6,683,406 3,948,986 3,948,986

Ⅶ  新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加 14,009 ― ―

Ⅷ  連結除外に伴う現金及び現金
同等物の減少 △3,100,908 ― ―

Ⅸ　現金及び現金同等物の
第３四半期末（期末）
残高

※１ 636,729 5,350,442 6,683,406
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　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

平成19年３月期
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）

平成18年３月期 
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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社グループは、当第３四半期連
結会計期間において、1,453百万円の
営業損失を計上し、前連結会計年度
に引き続き営業キャッシュ・フロー
がマイナスとなっているほか、当第
３四半期連結会計期間において、
7,776百万円の純損失を計上しており
ます。当該状況により、継続企業の
前提に関する重要な疑義が生じてお
ります。
　第３四半期連結財務諸表提出会社で
あります当社は、当該状況の解消を図
るべく以下の対策を講じております。
１．営業損失、及び営業キャッシュ・

フローが継続してマイナスである
要因並びにその解消について

　営業損失につきましては、前連結
会計年度（平成18年3月期）に735百
万円、当第３四半期連結会計期間に
1,453百万円とそれぞれマイナスと
なっております。これは、駐車場事
業における新規駐車場獲得の不振や
不採算駐車場の収益改善の遅れ等に
伴う売上総利益の低迷、海外子会社
の営業不振、販売管理費の削減計画
の遅れ等によるものであります。
　また、営業キャッシュ・フローに
つきましては、前連結会計年度（平
成18年3月期）に3,223百万円、当第
３四半期連結会計期間に628百万円
とそれぞれマイナスとなっておりま
す。これは、売上債権や棚卸資産の
減少といったプラス要因がある一方
で、売上総利益が低迷したこと、及
び営業投資有価証券が増加したこと
が主因であります。
　事業運営部門におきましては、不
採算事業からの撤退や不採算グルー
プ会社の清算を進めており、中間連
結会計期間までに服飾関連商品の輸
入及び卸事業を営む日欧貿易㈱の破
産手続きの申立てのほか、ADDENDIS
㈱と㈱大阪第一企画を合併、ADDEN
DIS AGENCY㈱を解散、そして㈱ゼル
ス、㈱BBMC、㈱濱商の株式全部の売
却やエムトゥエックス㈱の保有比率
低下による連結除外などを行ってま
いりました。当第３四半期連結会計
期間においては、駐車場運営管理を
営む㈱エイチ・エヌ・ティーについ
て、破産手続きの申立てを行ってお
ります。今後も当社グループで相乗
効果を見込めないグループ会社や、
将来的に抜本的な収益改善が見込め
ないグループ会社からは撤退を視野
にいれた事業再編に取り組んでまい
ります。

──── 　当社グループは、当連結会計年度に
おいて、前連結会計年度に引き続き営
業キャッシュ・フローがマイナスと
なっているほか、当連結会計年度にお
いて、735百万円の営業損失、5,554百
万円の当期純損失を計上しております。
当該状況により、継続企業の前提に関
する重要な疑義が生じております。
　連結財務諸表提出会社であります当
社は、当該状況の解消を図るべく以下
の対策を講じております。
１．営業キャッシュ・フローが継続し

てマイナスである要因並びにその
解消について

　営業キャッシュ・フローにつきま
しては、前連結会計年度（平成17年
3月期）に1,897百万円、当連結会計
年度に3,223百万円とそれぞれマイ
ナスとなっております。これは、M&A
による事業規模の急速な拡大に伴う
売掛債権や未収入金の増加並びにた
な卸資産の増加（平成17年3月期
1,163百万円、平成18年3月期1,275
百万円）を主因とするものでありま
す。
　このことから、前者につきまして
は①与信管理の徹底により滞留債権
の発生を未然に防止するとともに事
業計画に沿った確実な回収に努めて
まいるほか、②不採算事業の整理・
統合・売却とその他事業における収
益力強化により当社グループ全体の
収益性の改善を図ってまいります。
また、後者につきましては、資金回
収を上回る映像コンテンツの買付を
行った結果によるものでありますが、
コンテンツ事業につきましては既に
撤退していることなどから、当連結
会計年度末以降に同一事由に起因し
てこうした事象を継続的に発生せし
める要因は解消されるものと考えて
おります。
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平成19年３月期
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）

平成18年３月期 
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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　投資部門におきましては、平成18
年６月19日実施第三者割当増資と、
グループ会社の売却等により取得し
た資金をもとに、有望な投資案件へ
重点的に投資を行い、長期的な収益
確保を図ってまいります。具体的に
は、中国、マカオ地区における不動
産及び有価証券等への投資の他、興
行イベント「STEVIE WONDER LIVE 
IN JAPAN 2007」への投資を実施し
ております。
　また、この投資の中に含まれる、
マカオ不動産プロジェクトへの投資
額1,600百万円については、キャン
セルすることにより今期中に返金さ
れる予定であります。

　その他、海外の有限責任投資事業

組合に関する投資額500百万円につ

いて、来期第１四半期中に900百万

円の譲渡収入を見込んでおります。

（※900百万円での譲渡については、

当海外不動産投資案件をアレンジし

た仲介会社が米不動産サービス大手

「ジョーンズ ラング ラサール社」

に依頼した投資先不動産の評価レ

ポートの内容、及びマカオ統計局か

ら発表されている経済成長率や旅行

者数などの成長度合、マカオの2006

年度のカジノ売上がラスベガスを抜

く見通しになっている状況、近隣の

類似物件の販売状況等から総合的に

判断しておりますが、価格と時期に

ついては不確定要素が含まれま

す。）

　当社は、上記の再建計画を着実に
実行し、構造的な赤字体質から脱却
し、早期に収益を確保することを目
標としております。

２．純損失の発生要因並びにその解消
について

　純損失7,776百万円のうち7,249百
万円につきましては当第３四半期連
結会計期間において特別損失として
計上したものであります。
　これらはその性質上、①事業の撤
退に伴うものや、グループ企業の財
務体質の改善を図るために経営判断
として一括償却したものと、②非経
常的損失であるため、前述「1．営
業損失の発生要因並びにその解消に
ついて」において記載しております
諸施策と下記施策の実施により、当
該状況の解消を図れるものと考えて
おります。
　なお、主なものは以下のとおりと
なります。

　更に当社グループが展開しており
ますその他事業に関しましても、仕
入れから資金回収までに比較的長期
間を要するような案件、具体的に想
定されるものといたしましては駐車
場事業における大型の運営権転売契
約などにつきましては個別に厳密な
精査を行なったうえ、キャッシュ・
フローを重視した事業展開を行って
まいります。
　こうした諸施策の実施により、営
業キャッシュ・フローの大幅な改善
を見込んでおります。

２．営業損失の発生要因並びにその解
消について
　当社グループが前連結会計年度
（平成17年3月期）より当社コンテ
ンツ事業部および当社の完全子会社
であります株式会社ワン・ウィング
（DVD商品の製作、販売および流通）
を中心にグループ戦略の重要施策の
一環として推進してまいりましたDVD
コンテンツの販売不振並びに、この
目的のために取得いたしましたコン
テンツ版権の償却負担の増加に起因
するものがその大半を占めておりま
す。このことから、当連結会計年度
内に当該事業からの撤退を既に実施
し、当社コンテンツ事業部につきま
しては、平成18年4月1日付けをもっ
て当社の完全子会社であります株式
会社ゾディアックにその残務処理を
既に移管済みであるほか、当該事業
に供する目的で計上しておりました
資産999百万円につきましても保守
的な販売見込みに基づき全額特別損
失（版権償却）として計上済みであ
ります。
　また、株式会社ヴァリアスにつき
ましても、当連結会計年度において、
不採算事業であるモバイル関連事業
より既に撤退をしております。
　さらに当該状況の解消をより確実
なものとするため、当社グループ全
体の再編を通じ、不採算事業の整
理・統合・売却を順次行ってまいる
ほか、その他事業につきましては収
益基盤の強化を図ってまいります。
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平成19年３月期
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）

平成18年３月期 
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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

内訳
金額

（百万円）

貸倒引当金繰入額 4,103

のれん償却額 873

駐車場運営権評価損 560

　四半期連結財務諸表は継続企業を前
提として作成されており、上記のよう
な重要な疑義の影響を四半期連結財務
諸表には反映しておりません。

３．当期純損失の発生要因並びにその
解消について
　当期純損失5,554百万円のうち
4,725百万円につきましては当連結
会計年度において特別損失として計
上したものであります。
　これらはその性質上、①事業の撤
退に伴うものや、グループ企業の財
務体質の改善を図るために経営判断
として一括償却したものと、②非経
常的損失であるため、前述「2．営
業損失の発生要因並びにその解消に
ついて」において記載しております
諸施策と下記施策の実施により、当
該状況の解消を図れるものと考えて
おります。
　なお、特別損失として計上したも
ののうち、主なものは以下のとおり
となります。

内訳
金額

（百万円）
対象

要因及び
対応策

固定資産
の減損会
計基準適
用に伴う
減損損失

918

①
ADDENDIS
LIFE㈱
②㈱エイ
チ・エ
ヌ・
ティー
他

①空間運営
事業にて利
用すること
を目的に購
入したビデ
オ・オン・
デマンド
（VOD）配
信システム
316百万円に
ついて、事
業撤退に伴
い資産性が
低いと判断
したことに
伴うもの。
当該資産の
売却による
回収に努め
てまいりま
す。
②自社運営
駐車場付帯
設備等569
百万円につ
いて、収益
性が乏しい
と判断した
ことによる
もの。事業
用資産の仕
入れと収益
管理の徹底
により再発
防止に努め
ます。
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平成19年３月期
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）

平成18年３月期 
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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

内訳
金額

（百万円）
対象

要因及び
対応策

版権償却 999

当社コン
テンツ事
業部およ
び㈱ワン
ウィング

ネットシネ
マDVD化権
やコンテン
ツ版権およ
び制作費に
ついて、コ
ンテンツ事
業の撤退お
よび保守的
な販売予測
にもとづき
償却。コン
テンツ版権
の売却によ
る回収に努
めてまいり
ます。

連結調整
勘定償却

677
エムトゥ
エックス
㈱

買収後に収
益の改善が
認められず
短期間で償
却対象と
なったこと
から、厳密
なデューデ
リジェンス
と長期的な
収益見込み
にもとづく
選択的なM&A
の実施によ
り再発防止
に努めてま
いります。

貸倒引当
繰入

659
コスメタ
リージャ
パン他

法的手段を
含め当該売
掛金の回収
に努めると
ともに、与
信審査・管
理の徹底に
よる再発防
止策を講じ
てまいりま
す。

　連結財務諸表は継続企業を前提とし
て作成されており、上記のような重要
な疑義の影響を連結財務諸表には反映
しておりません。
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（四半期連結財務諸表作成の基本となる事項）

項目

平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（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　19社

　　連結子会社の名称　

㈱ワン・ウィング

HOP&TEDDY㈱

㈱ヴァリアス

ADDENDIS LIFE㈱

ADDENDIS CAPITAL㈱

ADDENDIS HK(HongKong)

Limited

㈱バリタス

㈱プライムスタイル

㈱サイバーゲート

ADDENDIS SMC㈱

㈱ゾディアック

㈱エフ・マック

ADDENDIS㈱

SEIZAN投資事業有限責任

組合

NORSTROM LP

PORMART LP

グローバル・プロパティ

１号投資事業組合

アイシーエフ108・ALB匿

名事業組合

LCF Macau Co-Investers 

LP

　㈱ゼルス、㈱濱商につき

ましては、当第３四半期連

結会計期間に全株式を売却

したため、連結の範囲から

除外しております。

　㈱大阪第一企画につきま

しては、当第３四半期連結

会計期間にADDENDIS㈱に吸

収合併されたため、連結の

範囲から除外しております。

　日欧貿易㈱、㈱エイチ・

エヌ・ティーにつきまして

は、当第３四半期連結会計

期間に破産手続開始決定が

されたため、連結の範囲か

ら除外しております。

　エムトゥエックス㈱、㈱

スパークワンにつきまして

は、エムトゥエックス㈱の

第三者割当増資により持分

比率が減少したため、当第

３四半期連結会計期間より

連結の範囲から除外してお

ります。

　ADDENDIS AGENCY㈱につ

(１)連結子会社　19社

連結子会社の名称

㈱ワン・ウィング

HOP＆TEDDY㈱（旧㈱ド

リーム・ヴィジョン・

ワークス）

㈱ヴァリアス

㈱濱商

ADDENDIS　LIFE㈱（旧㈱

ディー・アンド・オー

ビット）

㈱ウェルコム

ADDENDIS　CAPITAL㈱（旧

㈱i-cfファイナンス）

㈱大阪第一企画

ADDENDIS　HK

（HongKong）Limited

（旧i-cf international 

Ltd）

㈱バリタス

㈱エイチ・エヌ・ティー

㈱ゼルス

㈱プライムスタイル 

㈱サイバーゲート

ADDENDIS　SMC㈱（旧㈱出

晄エンタープライズ）

エムトゥエックス㈱ 

Signal Media and 

Communications 

Holdings Limited 

㈱ソディアック

日欧貿易㈱

　㈱バリタス、㈱エイ

チ・エヌ・ティー、㈱ゼ

ルス、㈱プライムスタイ

ル、㈱サイバーゲート、

㈱ゾディアック、日欧貿

易㈱については、株式交

換により株式を取得した

ことにより、また

ADDENDIS　SMC㈱について

は、第三者割当を引き受

けたことにより（エム

トゥエックス㈱100％、

Signal Media and

Communications

Holdings Limited 51.0%

は、ADDENDIS SMC㈱が所

有しておりました）連結

の範囲に含めておりま

す。

(１)連結子会社　25社

   連結子会社の名称

㈱ワン・ウィング

HOP＆TEDDY㈱（旧㈱ド

リーム・ヴィジョン・

ワークス）

㈱ヴァリアス

㈱濱商

ADDENDIS　LIFE㈱（旧㈱

ディー・アンド・オー

ビット）

ADDENDIS　CAPITAL㈱（旧

㈱i-cfファイナンス）

㈱大阪第一企画

ADDENDIS　HK

（HongKong）Limited

（旧i-cf international 

Ltd）

㈱バリタス

㈱エイチ・エヌ・ティー

㈱ゼルス

㈱プライムスタイル

㈱サイバーゲート

ADDENDIS　SMC㈱（旧㈱出

晄エンタープライズ）

エムトゥエックス㈱

Signal　Media　and　

Communications　

Holdings　Limited

㈱ゾディアック

日欧貿易㈱

㈱エフ・マック

ADDENDIS㈱

ADDENDIS　AGENCY㈱

㈱スパークワン

SEIZAN投資事業有限責任

組合

NORSTROM　LP

PORMART　LP

　㈱バリタス、㈱エイ

チ・エヌ・ティー、㈱ゼ

ルス、㈱プライムスタイ

ル、㈱サイバーゲート、

㈱ゾディアック、日欧貿

易㈱、㈱エフ・マック、

㈱スパークワンにつきま

しては、当連結会計年度

における株式の取得に伴

い、また、ADDENDIS SMC

㈱については第三者割当

を引き受けたことにより
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項目

平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 

 

きましては、当第３四半期

連結会計期間に解散したた

め、連結の範囲から除外し

ております。

　Signal Media and Commu

nications Holdings Limit

edについては、当該会社の

第三者割当増資により持分

比率が減少したため、当第

３四半期連結会計期間より

連結の範囲から除外してお

ります。  

 

 

 

 

   

 

 

(２)投資事業組合等の連結の

範囲に関する取扱い

　実務対応報告第20号「投

資事業組合に対する支配力

基準及び影響力基準の適用

に関する実務上の取扱い」

（平成18年９月８日　企業

会計基準委員会）の施行に

伴い、投資事業組合等３

ファンドを、当第３四半期

連結会計期間より連結の範

囲に含めております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(２)　　　────

（エムトゥエックス㈱100%、

Signal　Media　and　

Communications　Holdings 

Limited51.0%はADDENDIS　

SMC㈱が所有）、ADDENDIS㈱、

ADDENDIS　AGENCY㈱、SEIZAN

投資事業有限責任組合、

NORSTROM　LP、PORMART　LP

につきましては、当連結会計

年度に設立したことに伴い、

当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。

　なお、㈱オーダーボックス・

ドットコム、㈱ウェルコムに

ついては当連結会計年度に全

株式を売却したため、それぞ

れ当連結会計年度の損益計算

書とキャッシュ・フロー計算

書のみを連結しております。 

(２)　　　────

２．持分法の適用に関す

る事項

(１)持分法を適用した関連会

社の数　２社

関連会社の名称

Signal Media and Commu

nications Holdings Limi

ted

㈱GSS

　連結子会社であったSign

al Media and Communicat

ions Holdings Limitedにつ

いては、当該会社の第三者

割当増資により持分比率が

減少したため、当第３四半

期連結会計期間より持分法

適用範囲に含めております。

(１)持分法を適用した関連会

社の数　１社

関連会社の名称

㈱BBMC（旧㈱ブロード

バンドミュージックコ

ミュニケーションズ）

(１)持分法を適用した関連会

社の数　１社

関連会社の名称

㈱BBMC（旧㈱ブロードバン

ドミュージックコミュニ

ケーションズ）
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項目

平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 　㈱GSSについては、当第３

四半期連結会計期間中に所

有目的変更により持分法適

用範囲に含めております。

　また、㈱BBMCについては

当第３四半期連結会計年度

に全株式を売却したため、

持分法の適用範囲から除外

しております。

(２)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、連結会社の持

分割合が100分の20超、100

分の50以下である投資事業

組合等がありますが、実質

的に影響力がないこと、又

は短期所有目的であること

により、投資事業組合等は

関連会社として取り扱って

おりません。

(２)　　　──── (２)　　　────

３．連結子会社の四半期

決算日（決算日）に関

する事項

　連結子会社のうち、㈱プ

ライムスタイル、ADDENDIS 

SMC㈱の決算期は6月30日、

㈱サイバーゲートの決算期

は8月31日、㈱エフ・マック

の決算期は10月31日、

SEIZAN投資事業有限責任組

合、NORSTROM LP、PORMART 

LP、グローバル・プロパ

ティ１号投資事業組合、LCF 

Macau Co-Investers LPの決

算期は12月31日であります。

これらの会社については四

半期連結財務諸表の作成に

あたりまして、四半期連結

決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用

しております。

　連結子会社のうち、㈱エイ

チ・エヌ・ティーの決算日は2

月28日、㈱ゼルス、ADDENDIS 

SMC㈱、エムトゥエックス㈱の

決算日は6月30日、㈱サイ

バー

ゲートの決算日は8月31日、

Signal Media andCommuni

cations HoldingsLimited、

日欧貿易㈱の決算日は、12月

31日であり、四半期連結財務

諸表の作成にあたって、四半

期連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使

用しております。

　連結子会社のうち、㈱ゼ

ルス、㈱プライムスタイル、

エムトゥエックス㈱、

ADDENDIS SMC㈱の決算期は6

月30日、㈱サイバーゲート

の決算期は8月31日、㈱エ

フ・マックの決算期は10月

31日、日欧貿易㈱、SEIZAN

投資事業有限責任組合、

NORSTROM LP、PORMART LPの

決算期は12月31日、㈱エイ

チ・エヌ・ティーの決算期

は2月末日であります。連結

財務諸表の作成にあたりま

して、これらの会社につい

ては連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。

４．株式交換に伴う資本

連結に関する事項

──── 　株式交換方式により取得

した連結子会社の資本連結

手続きは、持分プーリング

法によっております。

　持分プーリング法とは企

業結合が生じた事業年度に

おいて、その結合が事業年

度のどの時点に生じたかに

関わらず、基本的に結合当

事会社の財務諸表を合算す

る方法であります。従って、

持分プーリング法によれば、

結合当事者の資産、負債が

結合時点の公正な評価額に

修正されることも、連結調

整勘定が計上されることも

ありません。

────
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項目

平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

５．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

①　たな卸資産

 ・ 商品

 　　個別法による原価法

 ・ 映像コンテンツ

 　  １年間の償却または契約

    期間での均等償却によっ

  　ております。　　　　　

 ①　たな卸資産　　　

  ・ 商品

同左 

  ・映像コンテンツ

 同左

 ①　たな卸資産　

  ・ 商品

同左 

  ・映像コンテンツ 

 同左

 

 

②　有価証券

　 ・その他有価証券

 　時価のあるもの

　　当第３四半期末日の市場

　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）

　　　　　

　時価のないもの

②　有価証券　 

・その他有価証券

　　　時価のあるもの 

同左

 

 

 

 

 

 　時価のないもの

②　有価証券　

・その他有価証券

 　 時価のありもの

　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、

売買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 同左 同左

 

 

駐車場運営権

　５年間の均等償却に

よっております。

商品・仕掛品・原材料

　個別法による原価法を

採用しております。

 

 

───

 

 

商品・仕掛品・原材料

同左

 

 

駐車場運営権

　５年間の均等償却に

よっております。

商品・仕掛品・原材料

　個別法による原価法を

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

①　有形固定資産

　定率法によっております。

また、取得価額10万円以上

20万円未満の少額減価償却

資産については、３年間の

均等償却によっております。

　なお、主な耐用年数は次

の通りであります。

建物及び構築物

８～15年

工具器具備品

３～15年

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

　定額法によっております。

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

いております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

　定額法によっております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左
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項目

平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（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

① 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

ついては貸倒実質率により、

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

  

② 債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備え

るため、被保証先の財政状態

等を勘案し、損失負担見込額

を計上しております。

 

 

 

 

 

(4）その他四半期連結

財務諸表（連結財務

諸表）作成のための

重要な事項

消費税等の処理方法

　税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左

６．四半期連結キャッ

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

であります。

同左 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）

項目

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）

 （貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計

基準等）

 　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。

　これまでの資産の部の合計に相当する金額は、

8,094,325千円であります。

　なお、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第３四半期

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。

────

 

 

（自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計

基準等の一部改正）

　当第３四半期連結会計期間から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会最終改正平

成18年８月11日　企業会計基準適用指針第２

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。

　なお、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第３四半

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。

 

 

 

　（繰延資産の会計処理

に関する当面の取扱

い）

　当第３四半期連結会計期間から、「繰延資

産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会　平成18年８月11日　実務対

応報告第１号）を適用しております。

　前第３四半期連結会計期間において営業外

費用の内訳として表示していた「新株発行費」

は、当中間連結会計期間より「株式交付費」

として表示する方法に変更しております。

 

 

 

（企業結合に係る会計

  基準）

　当第３四半期連結会計期間より、「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」（企業会計基準第７号　平成17年12月27

日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号　平成17年12月27日）を適用して

おります。
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項目

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）

（連結の範囲） 　実務対応報告第20号「投資事業組合に対する

支配力基準及び影響力基準の摘要に関する実務

上の取扱い」（平成18年９月８日　企業会計基

準委員会）が施行されたことに伴い、投資事業

組合を連結の範囲に加えております。

　この結果、従前の方法によった場合における

差異は下記のとおりであります。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇

所に記載しております。

総資産 642,801 千円増加

営業収益 9,431 千円増加

営業利益 8,741 千円増加

経常利益 8,742 千円増加

税金等調整前第３四

半期純損失
57,937 千円減少
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表示方法の変更

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）

（第３四半期貸借対照表）

１．「営業投資有価証券」は、前第３四半期連結会計期間

末は、投資その他の資産の「投資有価証券」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より、

投資事業を主たる業務活動の一環として位置づけ、営業

活動の成果をより適正に表示するため区分掲記しまし

た。

　なお、前第３四半期連結会計期間末の「営業投資有価

証券」の金額は51,601千円であります。

　 また、「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日より適用となり、「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３四半期連結会

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

なされるもの）のうち、営業投資目的によるものを営業

投資有価証券として、営業投資以外の目的によるものを

投資有価証券として表示する方法に変更いたしました。

 

 

 

（第３四半期連結損益計算書）

１．中間連結財務諸表規則の改正により、前第３四半期連

結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲

記されていたものは、当第３四半期連結会計期間から

「のれん償却額」と表示しております。

 ２. 中間連結財務諸表規則の改正により、前第３四半期連

結会計期間において、「新株発行費」として掲記されて

いたものは、当第３四半期連結会計期間から、「株式交

付費」として表示しております。

 

 

 

３. 中間連結財務諸表規則の改正により、前第３四半期連

結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲

記されていたものは、当第３四半期連結会計期間から

「のれん償却額」と表示しております。
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

平成19年３月期

第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日現在）

平成18年３月期

第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日現在）

前連結会計年度末

（平成18年３月31日現在）

※１　有形固定資産の減価償

  却累計額

51,807千円 328,761千円 108,084千円

※２　消費税等の取り扱い 　仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺の上金額的

重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて

記載しております。

同左 ────

　３　担保に供している資産 ──── ──── 受取手形 270,019千円

　上記資産は、短期借入金

270,019千円の担保に供して

おります。

　４　受取手形割引高　 96,142千円  ──── ────

※５　第３四半期末日満期手形　　第３四半期末日満期手形の

会計処理は、手形交換日を

もって決済処理しておりま

す。なお、当第３四半期会

計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の第

３四半期末日満期手形が第

３四半期末残高に含まれて

おります。

受取手形　　16,989千円

──── ────

（四半期連結損益計算書関係）

平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の

主要なもの

給与手当 458,715千円

支払手数料 346,134千円

広告宣伝費 129,351千円

のれん償却 30,898千円

貸倒引当金繰

入
190千円

給与手当 566,691千円

支払手数料 285,636千円

広告宣伝費 292,537千円

連結調整勘定

償却
21,124千円

給与手当 781,775千円

支払手数料 625,949千円

広告宣伝費 528,543千円

連結調整勘定

償却
38,191千円

貸倒引当金繰

入
810千円

※２　固定資産除却損の内容 建物及び構築

物

67,037千円

車両運搬具 60千円

工具器具備品 8,505千円

合計 75,604千円

──── 建物及び構築物 51,266千円

機械装置及び運

搬具

975千円

工具器具備品 14,197千円

その他 476千円

合計 66,915千円

※３　固定資産売却益の内容 車両運搬具 182千円

工具器具備品 1,873千円

合計 2,056千円

──── 建物及び構築

物

39,959千円

機械装置及び

運搬具

1,568千円

合計 41,528千円
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（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．発行済み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

期間末株式数（株）

　発行済株式

普通株式（注１） 166,172.95 110,000.00 ― 276,172.95

合計 166,172.95 110,000.00 ― 276,172.95

　自己株式

　　普通株式 29.01 ― ― 29.01

合計 29.01 ― ― 29.01

　　（注）発行済株式総数の増加110,000.00株は、第三者割当増資による新株の発行によるものであります。

　　２．新株予約権に関する事項  

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結会

計期間末残

高 

（千円）

摘要  当連結会計年

度期首現在の

数

当中間連結会

計期間の増加

数 

当中間連結会

計期間の減少

数 

 当中間連結会

計期間末現在

の数

平成16年４月６日臨時

株主総会決議

ストック・オプション

普通株式 212 － － 212 － （注１） 

平成16年６月29日定時

株主総会決議

ストック・オプション

普通株式 508 － － 508 － （注１）

平成17年１月28日臨時

株主総会決議

ストック・オプション

普通株式 9,283 － － 9,283 － （注２）

平成18年７月24日取締

役会決議

新株予約権

普通株式 73,000 － － 73,000 175,200 （注３）

合計  83,003 － － 83,003 175,200  

 　（注１）新株予約権１個につき目的となる株数は４株であります。

 　（注２）新株予約権１個につき目的となる株数は１株であります。

 　　　　　また、権利行使日の初日が未到来であります。

 　（注３）新株予約権１個につき目的となる株数は１株であります。

 　　３．配当に関する事項

 　　　　該当事項はございません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（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

物の第３四半期末

（期末）残高と四半

期連結貸借対照表

（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18年12月31日） （平成17年12月31日） （平成18年３月31日）

現金及び預金

勘定
636,729千円

有価証券（Ｍ

ＭＦ等）
―千円

現金及び現金

同等物
636,729千円

現金及び預金

勘定
4,983,154千円

有価証券（Ｍ

ＭＦ等）
367,288千円

現金及び現金

同等物
5,350,442千円

現金及び預金

勘定
6,683,406千円

有価証券（Ｍ

ＭＦ等）
―千円

現金及び現金

同等物
6,683,406千円

※２　株式交換により新

たに連結子会社と

なった会社の資産及

び負債の主な内訳

────  　株式交換により新たに連結

したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳は次のと

おりであります。

㈱バリタス

流動資産 118,754千円

固定資産 5,165千円

流動負債 △114,037千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

9,882千円

株式交換によ

る株式の発行

額

9,882千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

12,123千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

12,123千円

㈱バリタス

流動資産 118,754千円

固定資産 5,165千円

流動負債 △114,037千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

9,882千円

株式交換によ

る株式の発行

額

9,882千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

12,123千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

12,123千円

㈱エイチ・エヌ・ティー ㈱エイチ・エヌ・ティー

流動資産 717,413千円

固定資産 772,922千円

流動負債 △919,145千円

固定負債 △471,156千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

100,034千円

株式交換によ

る株式の発行

額

100,034千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

86,905千円

差引：新規連

結子会社取得

による支出

86,905千円

流動資産 717,413千円

固定資産 772,922千円

流動負債 △919,145千円

固定負債 △471,156千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

100,034千円

株式交換によ

る株式の発行

額

100,034千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

86,905千円

差引：新規連

結子会社取得

による支出

86,905千円
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平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 ㈱ゼルス ㈱ゼルス

流動資産 214,124千円

固定資産 40,931千円

流動負債 △100,149千円

固定負債 △90,288千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

64,618千円

株式交換によ

る株式の発行

額

64,618千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

44,583千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

44,583千円

流動資産 214,124千円

固定資産 40,931千円

流動負債 △100,149千円

固定負債 △90,288千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

64,618千円

株式交換によ

る株式の発行

額

64,618千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

44,583千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

44,583千円

㈱プライムスタイル ㈱プライムスタイル

流動資産 134,723千円

固定資産 1,042千円

流動負債 △112,822千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

22,943千円

株式交換によ

る株式の発行

額

22,943千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

22,517千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

22,517千円

流動資産 134,723千円

固定資産 1,042千円

流動負債 △112,822千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

22,943千円

株式交換によ

る株式の発行

額

22,943千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

22,517千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

22,517千円
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平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

㈱サイバーゲート ㈱サイバーゲート

流動資産 38,113千円

固定資産 6,390千円

流動負債 △4,992千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

39,511千円

株式交換によ

る株式の発行

額

39,511千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

22,113千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

22,113千円

流動資産 38,113千円

固定資産 6,390千円

流動負債 △4,992千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

39,511千円

株式交換によ

る株式の発行

額

39,511千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

22,113千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

22,113千円

ADDENDIS SMC㈱

（旧：㈱出晄エンタープライ

ズ）

ADDENDIS SMC㈱

（旧：㈱出晄エンタープライ

ズ）

流動資産 2,268,084千円

固定資産 1,431,936千円

連結調整勘定 1,060,588千円

流動負債 △141,846千円

固定負債 △30,000千円

少数株主持分△1,685,870千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

2,902,891千円

株式交換によ

る株式の発行

額

802,891千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

2,158,791千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

58,791千円

流動資産 2,268,084千円

固定資産 1,431,936千円

連結調整勘定 1,060,588千円

流動負債 △141,846千円

固定負債 △30,000千円

少数株主持分△1,685,870千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

2,902,891千円

株式交換によ

る株式の発行

額

802,891千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

2,158,791千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

58,791千円
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平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

㈱ゾディアック  

流動資産 35,161千円

固定資産 4,528千円

流動負債 △22,261千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

17,428千円

株式交換によ

る株式の発行

額

17,428千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

20,545千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

20,545千円

㈱ゾディアック  

流動資産 35,161千円

固定資産 4,528千円

流動負債 △22,261千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

17,428千円

株式交換によ

る株式の発行

額

17,428千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

20,545千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

20,545千円

日欧貿易㈱ 日欧貿易㈱

流動資産 748,015千円

固定資産 246,818千円

流動負債 △706,014千円

固定負債 △283,053千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

5,765千円

株式交換によ

る株式の発行

額

5,765千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

89,413千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

89,413千円

流動資産 748,015千円

固定資産 246,818千円

流動負債 △706,014千円

固定負債 △283,053千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

5,765千円

株式交換によ

る株式の発行

額

5,765千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

89,413千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

89,413千円

㈱エフマック  

流動資産 60,324千円

固定資産 109,217千円

流動負債 △91,257千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

78,284千円

株式交換によ

る株式の発行

額

78,284千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

36,142千円

差引：新規連

結子会社取得

による収入

36,142千円
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平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

※３　株式の取得により

新たに連結したこと

に伴う連結開始時の

資産及び負債の主な

内訳

──── ──── ㈱スパークワン

流動資産 178,326千円

固定資産 22,286千円

連結調整勘定 101,259千円

流動負債 △5,601千円

少数株主持分 △96,271千円

新規連結子会

社株式の取得

価額

200,000千円

株式交換によ

る株式の発行

額

－千円

新規連結子会

社の現金及び

現金同等物

161,501千円

差引：新規連

結子会社取得

による支出

38,498千円

※４　株式の売却により

連結子会社でなく

なったことに伴う売

却時の資産及び負債

の主な内訳

 ㈱ゼルス

流動資産 165,089 千円

固定資産 32,765 千円

流動負債 △54,552 千円

固定負債 △54,767 千円

株式売却益 211,464 千円

被売却会社

株式の売却

価額

300,000 千円

被売却会社の

現金及び現金

同等物

66,363 千円

差引：売却に

よる収入
233,636 千円

 ㈱濱商

流動資産 314,303 千円

固定資産 18,393 千円

流動負債 △281,883 千円

固定負債 △319 千円

株式売却益 9,506 千円

被売却会社

株式の売却

価額

60,000 千円

被売却会社の

現金及び現金

同等物

89,624 千円

差引：売却に

よる支出
29,624 千円

──── ㈱オーダーボックス・ドット

コム

流動資産 7,987千円

固定資産 1,761千円

流動負債 △7,510千円

資本準備金 △1,165千円

株式売却益 18,926千円

被売却会社株

式の売却価額
20,000千円

被売却会社の

現金及び現金

同等物

△1,843千円

差引：売却に

よる収入
18,156千円

㈱ウェルコム

流動資産 1,432,617千円

固定資産 212,419千円

流動負債 △224,951千円

株式売却益 80,664千円

被売却会社株

式の売却価額
1,500,750千円

被売却会社の

現金及び現金

同等物

790,853千円

差引：売却に

よる収入
709,898千円

－ 31 －



（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

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）

事業運営部門
（千円）

投資部門
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（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
5,010,031 918,019 5,928,051 ― 5,928,051

(2）セグメント間の内部

売上又は振替高
80,747 14,938 95,686 (95,686) ―

計 5,090,779 932,957 6,023,737 (95,686) 5,928,051

営業費用 5,673,328 1,372,564 7,045,893 335,486 7,381,379

営業損失（△） △582,549 △439,606 △1,022,155 △431,172 △1,453,328

　（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　各区分の主な内容

(1）事業運営部門・・・・・・事業会社のビジネスをグループ全体におけるコアビジネスとして育成する。

(2）投資部門・・・・・・・・事業会社等に投資を行い、または事業を行っており、企業価値が向上した後の

売却によるキャピタルゲインを目的とする。

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（335,486千円）の主なものは、当社の総務

部門等管理部門にかかる費用であります。

４　事業区分の変更

従来、事業区分は、「広告ＳＰ」、「コールセンター」、「駐車場」、「ファイナンス」の４区分によって

おりましたが、当連結会計年度より、「事業運営部門」、「投資部門」の２区分に変更いたしました。

これは、当社グループの事業展開に基づく事業区分の見直しであり、セグメント情報の有用性を高めること

を目的としております。

なお、参考として、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度を変更後の事業区分に基づき作成すると

次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）

事業運営部門
（千円）

投資部門
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（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
6,025,768 6,781,072 12,806,841 － 12,806,841

(2）セグメント間の内部

売上又は振替高
146,264 1,807 148,072 (148,072) －

計 6,172,033 6,782,880 12,954,914 (148,072) 12,806,841

営業費用 5,478,755 6,212,665 11,691,420 395,577 12,086,997

営業利益又は営業損失

（△）
693,278 570,215 1,263,493 △543,649 719,843
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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）

事業運営部門
（千円）

投資部門
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（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
6,144,315 9,334,113 15,478,429 － 15,478,429

(2）セグメント間の内部

売上又は振替高
239,136 35,274 274,410 (274,410) －

計 6,383,452 9,369,387 15,752,839 (274,410) 15,478,429

営業費用 6,443,664 8,997,122 15,440,787 773,276 16,214,064

営業利益又は営業損失

（△）
△60,212 372,264 312,051 △1,047,687 △735,635

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）

広告ＳＰ事
業
（千円）

コールセン
ター事業
（千円）

駐車場事業
（千円）

ファイナン
ス事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（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
6,581,358 3,451,030 2,385,240 389,212 12,806,841 ― 12,806,841

(2）セグメント間の

内部売上又は振替

高

158,578 1,807 ― ― 160,386 (160,386) ―

計 6,739,936 3,452,838 2,385,240 389,212 12,967,228 (160,386) 12,806,841

営業費用 6,590,003 3,067,785 1,964,898 68,732 11,691,420 395,577 12,086,997

営業利益又は営業損

失（△）
149,933 385,052 420,342 320,479 1,275,807 △555,963 719,843

　（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　各区分の主な製品

(1）広告ＳＰ事業・・・・・・広告代理店及びセールスプロモーション業務

(2）コールセンター事業・・・コールセンターの運営業務

(3）駐車場事業・・・・・・・コイン駐車場の運営管理業務

(4）ファイナンス事業・・・・金融サービスの提供及び投資業務

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（395,577千円）の主なものは、当社の総務

部門等管理部門にかかる費用であります。
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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）

広告ＳＰ事
業
（千円）

コールセン
ター事業
（千円）

駐車場事業
（千円）

ファイナン
ス事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（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
8,754,986 3,610,405 2,718,257 394,780 15,478,429 － 15,478,429

(2）セグメント間の

内部売上又は振替

高

216,321 3,978 － － 220,299 (220,299) －

計 8,971,307 3,614,383 2,718,257 394,780 15,698,728 (220,299) 15,478,429

営業費用 9,233,679 3,237,909 2,873,305 95,893 15,440,787 773,276 16,214,064

営業利益または営業

損失（△）
△262,372 376,474 △155,048 298,886 257,940 △993,575 △735,635

　（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　各区分の主な製品

(1）広告ＳＰ事業・・・・・・広告代理店及びセールスプロモーション業務

(2）コールセンター事業・・・コールセンターの運営業務

(3）駐車場事業・・・・・・・コイン駐車場の運営管理業務

(4）ファイナンス事業・・・・金融サービスの提供及び投資業務

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（773,276千円）の主なものは、当社の総務

部門等管理部門にかかる費用であります。

２．所在地別セグメント情報

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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。

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）

　当連結グループは全て日本国内に本店所在地を置いており重要な在外支店がないため、所在地別セグメン

ト情報の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）

日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（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 15,411,273 67,156 15,478,429 － 15,478,429

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
220,299 － 220,299 (220,299) －

計 15,631,572 67,156 15,698,728 (220,299) 15,478,429

営業費用 15,205,608 235,179 15,440,787 773,276 16,214,064

営業利益 425,963 △168,022 257,940 (993,575) △735,635

　（注）１　国又は地域は、地理的接近度により区分しております。

　　　　２　本邦以外の区分に属する国内又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　　アジア・・・中国

　　　　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（773,276千円）の主なものは、当社の総務部

門等管理部門にかかる費用であります。
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３．海外売上高

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）
　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

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）
　海外売上高がないため、該当事項はございません。

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）
　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

（リース取引関係）

平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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）

前連結会計期間

（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（借主側）

（1）　　　　────

（2）　　　　────

（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

 支払リース料　　　36,741千円

 減価償却費相当額　31,835千円

 支払利息相当額　   5,787千円

 （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、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

 （5）利息相当額の算定方法

　リース料とリース物件の取得価

額との差額を利息相当額とし、各

期の配分方法については利息法に

よっております。

２．　　　　　────

　（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。

──── 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（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、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）

期末残高

相当額

（千円）

機械装置及

び運搬具
2,117 917 1,199

工具器具備

品
437,580 116,801 320,779

合計 439,697 117,718 321,978

（2）未経過リース料期末残高相当額

等

　　１年内　　　　　　84,299千円

１年超　　　　　 251,053千円

　　　　合計　　　　　 335,352千円

（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

 支払リース料　　　62,077千円

 減価償却費相当額　54,012千円

 支払利息相当額　  11,074千円

 （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、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

 （5）利息相当額の算定方法

　リース料とリース物件の取得価

額との差額を利息相当額とし、各

期の配分方法については利息法に

よっております。

２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

　　　１年内　　　　　   1,392千円

１年超　　　　　   3,398千円

　　　　合計　　　　　   4,790千円

　（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）

当第３四半期連結会計期間（平成18年12月31日現在）

 　　　　 １．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上

 額が取得原価を超え

 るもの

(1）株式 3,106 3,376 269

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 38,991 43,259 4,267

  小計 42,098 46,635 4,537

 連結貸借対照表計上

 額が取得原価を超え

 ないもの

(1）株式 58,165 55,211 △2,954

 (2）債券    

  国債・地方債等  ― ― ―

 社債 ― ― ―

 その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

  小計 58,165 55,211 △2,954

合計 100,263 101,846 1,583

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）

（1）その他有価証券

非上場株式 159,974

 （2）その他 577,520

合計 737,495

前第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

　　　　　１．売買目的有価証券  

連結貸借対照表計上額（千円） 当第３四半期連結会計期間の損益に含まれた評価差額（千円）

355,288 22,701

 

　　 ２．その他有価証券で時価のあるもの　 

 種類 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照

表計上額（千円）
差額（千円）

 連結貸借対照表計上

 額が取得原価を超え

 ないもの

       株式 49,839 65,313 15,474

合計 49,839 65,313 15,474
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　　　　　３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

(1)非上場株式（店頭売買株式を除く） 118,299

(2)その他 3,570,473

合計 3,688,772

　　　　前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

　　　　　１．売買目的有価証券  

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

228,671 13,608

　　 ２．その他有価証券で時価のあるもの　 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上

額（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上

 額が取得原価を超え

 るもの

(1）株式 1,071 1,790 718

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 245,317 257,537 12,219

  小計 246,389 259,327 12,938

 連結貸借対照表計上

 額が取得原価を超え

 ないもの

(1）株式 52,133 37,340 △14,793

 (2）債券    

  国債・地方債等  ― ― ―

 社債 ― ― ―

 その他 ― ― ―

(3）その他 28,971 28,591 △379

  小計 81,104 65,931 △15,172

合計 327,493 325,259 △2,234

３.当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）  

区分 売却額（千円） 売却益（千円）

 株式 3,289 257

 

４．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）

（1）その他有価証券

非上場株式 101,500

（2）ＭＲＦ等 ―

 （3）その他 674,670

合計 776,170
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５.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額  

 
１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

 （1）債券     

 国債・地方債等 ― ― ― ―

 社債 ― 16,000 ― ―

 その他 ― ― ― ―

 （2）その他 ― ― ― ―

 合計 ― 16,000 ― ―

（デリバティブ取引関係）

平成19年３月期

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）

 平成18年３月期

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 

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

────

 

────

 　

 

 

（1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引

は、金利関連で金利スワップ取引

であります。  

 

 

 

 

（2）取引に対する取組方針　　 

　デリバティブ取引は、将来の為

替・金利の変動によるリスク回避

を目的をしており、投機的な取引

は行わない方針であります。 

 

 

 

 

（3）取引の利用目的

  デリバティブ取引は、通貨関連

では外貨建金銭債権債務の為替変

動リスクを回避し、安定的な利益

の確保を図る目的で、また金利関

連では借入金利等の将来の金利市

場における利率上昇による変動リ

スクを回避する目的で利用してお

ります。

 

 

 

 

（4）取引にかかるリスクの内容 

　金利スワップ取引は、市場金利

の変動によるリスクを有しており

ます。

　なお、取引相手先は高格付を有

する金融機関に限定しているため

信用リスクはほとんどないと認識

しております。

 

 

 

 

（5）取引に係るリスク管理体制 

　デリバティブ取引の執行・管理

については、取引権限及び取引限

度額等を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決裁担当者の承認

を得て行っております。

 

 

 

 

（6）取引の時価等に関する事項につ

いての補足説明

　取引の時価等に関する事項につ

いての契約額等は、あくまでもデ

リバティブ取引における名目的な

契約額、または計算上の想定元本

であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すも

のではありません。
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当第３四半期連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

当第３四半期末残高がないため、該当事項はございません。

前第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　　　　前第３四半期連結会計期間はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はございません。

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円）
 契約額等のうち１

年超（千円）
時価（千円） 評価損益（千円）

金利
 金利スワップ取引

　　変動受取・固定支払
1,000,000 1,000,000 △24,273 △24,273

合計 1,000,000 1,000,000 △24,273 △24,273

 （注）１．時価の算定方法

 　　 　　 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

（１株当たり情報）

平成19年３月期
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）

平成18年３月期
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
（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  29,311円98銭 104,821円09銭 65,430円97銭

１株当たり第３四半期（当

期）純利益
 △31,799円00銭 3,191円52銭 △45,662円21銭

潜在株式調整後１株当たり第

３四半期（当期）純利益

　潜在株式は存在するものの

１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

3,175円75銭 　潜在株式は存在するものの

１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

 

　（注）　「１株当たり第３四半期（当期）純利益金額」の算定上の基礎は以下のとおりです。

平成19年３月期
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）

平成18年３月期
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
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第３四半期純利益又は当期純

損失（△）（千円）
△7,776,223 362,416 △5,554,214

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― ―

普通株式に係る第３四半期

（当期）純利益（千円）
△7,776,223 362,416 △5,554,214

普通株式の期中平均株式数

（株）
244,543 113,556 121,637

希薄化効果を有しないため潜

在株式調整後１株当たり当期

純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

― ― ―
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（重要な後発事象）

平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

──── （重要な子会社の株式の売却）

　当社は、グループ戦略の転換に伴い

より高い成長性・収益性の見込まれる

分野への経営資源のシフトを行うこと

がグループ全体の企業価値増大に寄与

することの判断から、㈱ウェルコムの

株式を売却いたしました。

１．売却する相手先の名称

㈱ＭＣＪ

２．売却の時期

　　平成18年１月11日 

３. 当該子会社の名称等　

(1）名称

㈱ウェルコム

(2）事業内容

　インハウス業務を主軸とした

　コールセンター事業

(3）当社との取引内容

　業務委託契約あり。

（重要な営業の譲渡）

　　当社は、重複する事業を集約する

ことにより経営効率化を図るとともに、

利益責任の明確化を徹底するため、コ

ンテンツ事業部を分割し、当社の子会

社である㈱ゾディアックへ継承するこ

とを決議いたしました。

１. 譲渡する相手先の名称

㈱ゾディアック

２. 譲渡する事業の内容・規模

(1)内容

　ＤＶＤ化権の取得、ＤＶＤの

　企画・制作・販売

（2）規模

　　前期売上高579,954千円

３．譲渡する資産・負債の額

なし

４．譲渡の時期

　平成18年４月１日

５. 譲渡価額

  　０円

 （株式交換による株式発行の件）

 　　当社は、平成17年12月27日開催の

　当社取締役会及び平成17年12月27日

　開催の株式会社エフマック株主総会

　において承認決議された株式交換契

　約書に基づき、株式会社エフマック

　との間で平成18年１月31日を株式交

　

（子会社の吸収合併の件）

　当社は、平成18年４月25日開催の取

締役会において当社の完全子会社であ

るADDENDIS株式会社と、同じく完全子

会社である株式会社大阪第一企画の合

併を承認決議いたしました。当該合併

契約書については、平成18年３月29日

に合併会社および被合併会社の取締役

会において調印し、平成18年４月13日

開催の臨時株主総会にて承認を得てお

ります。

１. 合併の目的 

　各種広告企画・制作並びにセール

スプロモーション需要に対して一括

して対応する体制を構築するととも

に、グループ会社間の整理統合によ

る経営の効率化を図るため。 

２. 合併の方法

　ADDENDIS株式会社を存続会社とす

る吸収合併方式で、株式会社大阪第

一企画を解散。

３. 資本金の増加

　当社は、合併当事会社である

ADDENDIS株式会社（存続会社）およ

び株式会社大阪第一企画（消滅会

社）の発行済株式を100％保有して

おりますので、合併による新株式の

発行および資本金の増加は行いませ

ん。

４. 合併期日

  平成18年６月１日

５. 引継財産

　平成18年３月31日現在の株式会社

大阪第一企画の資産、負債は以下の

とおりであります。

・資産合計　　　　383,516千円

・負債合計　　　　316,426千円

・資本合計　　　　 67,090千円

 

（中間持ち株会社の解散の件）

　当社は、平成18年４月28日開催の当

社取締役会の決議に基づき、平成18年

６月１日をもって、当社の完全子会社

であるADDENDIS AGENCY株式会社を解

散いたしました。
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平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

換の日とする株式交換を実施し同

日をもって同社を当社の完全子社

といたしました。　

　当社は、この株式交換に際し、

2,160株の新株を発行し、株式会社

エフマックの株主に対してその所有

する株式１株につき９株の割合を

もって当社の株式を割当交付いたし

ました。

 １. 当該子会社の事業内容

　  当グループの広告企画・制作並び

にプロモーション事業会社（ADDENDIS

株式会社、株式会社大阪第一企画、

株式会社バリタス、株式会社プライ

ムスタイル、株式会社エフ・マック）

の持ち株管理。

 ２. 解散の理由

    同社は、経営統合による傘下事業

会社間の連携強化によるシナジー効

果の創出や、サービス対応力の向上

による顧客の利便性向上等を目的と

して設立致しましたが、グループ企

業の更なる統合・整理による再編の

方が、より経営効率が高いとの判断

に至ったため。

 

（資本の減少の件）

　当社は、平成18年５月29日開催の取

締役会において、資本の減少に関し、

平成18年６月29日開催の第９回定時株

主総会に付議することを決議いたしま

した。

１. 資本の減少の目的

　  今後、自社株買い等の柔軟、かつ、

機動的な資本政策を可能にするため。

２. 資本の減少の方法

　  発行済株式総数の変更は行わず、

かつ、払い戻しを行わない無償の減

資といたします。

３. 減少すべき資本の額

　  資本の額を4,331,702,000円減少

し、資本金を3,000,000,000円とい

たします。 

４. 資本の減少の日程

　・取締役会決議日

　　平成18年５月29日　

　・定時株主総会決議日

　　平成18年６月29日

　・債権者異議申述最終期日

　　平成18年８月２日（予定）　

　・効力発生日

　　平成18年８月３日（予定）　
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平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

  （第三者割当による新株の発行の件）

　当社は、平成18年５月30日開催の取

締役会において第三者割当による新株

の発行を決議いたしました。

１. 募集する株式の要領　　

　・発行新株式数

　  普通株式　110,000株

　・発行価額

  　1株につき43,938円　

　・発行総額

　　4,833,180,000円　

　・資本組入額

　　2,416,590,000円　

　・申込期日

　　平成18年６月19日

　・払込期日

　　平成18年６月19日

　・新株式交付日

　　平成18年６月19日

２. 資金の使途

　　グループ企業の財務体質の改善並

びにアジア地域における不動産及び

有価証券等への投資に充当する予定

であります。

   

（代表取締役の異動の件）

　当社は、平成18年５月30日開催の取

締役会において、代表取締役の異動の

件に関し、平成18年６月29日開催の第

９回定時株主総会に付議することを決

議いたしました。

１. 異動の内容

　　現任代表取締役佐藤克が退任し、

新任取締役候補者である江口隆が就

任する予定であります。

２. 異動の理由

　現任代表取締役の任期満了に伴い、

経営刷新並びに今後のグループ経営

再建をより確実たらしめるため。

－ 42 －



平成19年３月期

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）

平成18年３月期

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

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

  （子会社の異動の件）

　当社は、平成18年６月５日開催の取

締役会において、当社の完全子会社で

ある株式会社ゼルスの株式を譲渡する

ことを決議し、同日付で株式譲渡契約

を締結いたしました。

 １. 異動の理由

　　グループ戦略の大幅な見直しに

伴い、投資事業へ経営資源をシフ

トしていくことがグループ全体の

収益性の改善に最も寄与するもの

と判断したため。

 ２. 当該子会社の概要

 　・商号

 　　株式会社ゼルス

 　・事業内容

 　　服飾繊維製品の企画・製造・販

売

 ３. 譲渡の日程

 　平成18年６月12日（株券引渡し期

日）

 ４. 譲渡に関する内容

 　①譲渡先

　 　株式会社エクステンション

 　②譲渡株式数

　   200株（発行済み株式総数の

100％）

　 ③譲渡金額

　   300百万円

 

  （特別利益の発生の件）

　投資事業組合への出資金の払い戻し

金について貸倒引当金繰入（特別損

失）として計上いたしました未収金126

百万円のうち、平成18年５月31日に

100百万円を回収したことにより、同

額の特別利益が発生いたしました。

（その他）

　当四半期連結財務諸表である四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書は、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」に基づく会計監査人の手続きを実施しております。
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(財)財務会計基準機構会員  

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15日

上場会社名　株式会社オーベン （コード番号：4797東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.orben.co.jp）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　江口　隆 ＴＥＬ（03）3406－4797

責任者役職・氏名　取締役　　　　　榎本　肇  

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　最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無　　：　有

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）

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 288 (△86.4) △563 ( - ) △601 ( - ) △8,143 ( - )

18年３月期第３四半期 2,113 (1.2) △153 ( - ) 22 (△93.5) △143 ( - )

（参考）18年３月期 2,514 (△9.3) △746 ( - ) △692 ( - ) △5,617 ( - )

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 △33,299 46

18年３月期第３四半期 △1,263 95

（参考）18年３月期 △46,183 87

（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ております。

(2）財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）

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 7,545 7,331 94.8 25,916 81

18年３月期第３四半期 17,265 14,196 82.2 100,016 2

（参考）18年３月期 12,637 10,434 82.6 62,802 65

 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 1,300 △440 △7,210

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　△26,109円57銭

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

18年３月期 － － －

19年３月期（実績） － －
－

19年３月期（予想） － －
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

科目

平成19年３月期第３四半期
（平成18年12月31日現在）

平成18年３月期第３四半期
（平成17年12月31日現在）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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 190,776 704,563 1,222,192

２．受取手形　※４，５ 1,048 ― 14,156

３．売掛金 273,879 1,124,833 900,379

４．営業投資有価証券 965,616 97,130 ―

５．たな卸資産 106,215 1,265,916 30,313

６．短期貸付金 261,770 202,372 ―

７．未収入金 231,958 20,810 792,001

８．関係会社短期貸付金 4,693,941 6,652,854 7,984,837

９．その他 ※２ 210,832 411,965 210,761

貸倒引当金 △4,026,696 △150,000 △3,937,750

流動資産合計 2,909,343 38.6 10,330,446 59.8 7,216,891 57.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 71,575 0.9 24,755 0.1 127,445 1.0

２．無形固定資産 144,349 1.9 84,124 0.5 3,460 0.0

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 230,290 1,599,533 259,258

(2）関係会社株式 1,906,229 4,645,532 3,594,890

(3）出資金 131,174 460,310 311,000

(4）関係会社出資金 2,018,105 ― 966,415

(5）敷金及び保証金 ― 116,576 154,243

(6）破産・更生債権 3,453,441 ― ―

(7）その他 217,457 3,779 3,779

貸倒引当金 △3,536,441 ― ―

投資その他の資産合計 4,420,256 58.6 6,825,733 39.6 5,289,589 41.9

固定資産合計 4,636,180 61.4 6,934,613 40.2 5,420,495 42.9

資産合計 7,545,523 100.0 17,265,060 100.0 12,637,386 100.0
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科目

平成19年３月期第３四半期
（平成18年12月31日現在）

平成18年３月期第３四半期
（平成17年12月31日現在）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

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 2,597 133,585 129,157

２．未払金 ― 52,953 205,566

３．前受金 ― 1,350,000 ―

４．短期借入金 25,300 1,300,000 1,531,700

５．その他 163,661 31,753 176,682

流動負債合計 191,558 2.5 2,868,292 16.6 2,043,107 16.2

Ⅱ　固定負債

１．社債 ― 200,000 160,000

２．債務保証損失
　　引当金

21,995 ― ―

固定負債合計 21,995 0.3 200,000 1.2 160,000 1.2

負債合計 213,553 2.8 3,068,292 17.8 2,203,107 17.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ― ― 6,493,129 37.6 7,331,702 58.0

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 ― 8,048,617 8,965,475

資本剰余金合計 ― ― 8,048,617 46.6 8,965,475 70.9

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 ― 50 50

２．第３四半期（当期）
未処理損失

― 353,610 5,827,748

利益剰余金合計 ― ― △353,560 △2.1 △5,827,698 △46.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

― ― 15,341 0.1 △28,192 △0.2

Ⅴ　自己株式 ― ― △6,760 △0.0 △7,007 △0.0

資本合計 ― ― 14,196,767 82.2 10,434,279 82.6

負債・資本合計 ― ― 17,265,060 100.0 12,637,386 100.0
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科目

平成19年３月期第３四半期
（平成18年12月31日現在）

平成18年３月期第３四半期
（平成17年12月31日現在）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年３月31日現在）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  5,416,590 71.8 ― ― ― ―

２．資本剰余金       

(1）資本準備金 5,554,316  ―  ―  

(2）その他資本剰余金 4,331,702  ―  ―  

資本剰余金合計 9,886,018 131.0 ― ― ― ―

３．利益剰余金       

(1）利益準備金 50  ―  ―  

(2）その他利益剰余金 ―  ―  ―  

繰越利益剰余金 △8,143,149  ―  ―  

利益剰余金合計 △8,143,099 △107.9 ― ― ― ―

４．自己株式  △7,007 △0.1 ― ― ― ―

株主資本合計 7,152,502 94.8 ― ― ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評価差額金 4,267 0.1 ― ― ― ―

評価・換算差額等合計 4,267 0.1 ― ― ― ―

Ⅲ　新株予約権 175,200 2.3 ― ― ― ―

純資産合計 7,331,970 97.2 ― ― ― ―

負債・純資産合計 7,545,523 100.0 ― ― ― ―
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(2）四半期損益計算書

科目

平成19年３月期第３四半期

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

前事業年度要約損益計算書

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

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 288,644 100.0 2,113,983 100.0 2,514,708 100.0

Ⅱ　売上原価  87,875 30.4 1,480,513 70.0 1,811,696 72.0

売上総利益 200,769 69.6 633,469 29.9 703,012 28.0

Ⅲ　販売費及び一般管

理費
※５ 763,875 264.6 787,244 37.2 1,449,391 57.6

営業損失 563,105 △195.0 153,774 △7.2 746,379 △29.7

Ⅳ　営業外収益 ※１ 46,784 16.2 278,162 13.1 316,713 12.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 85,606 29.7 102,338 4.8 263,220 10.5

経常利益(又は経常損

失（△))
△601,927 △208.5 22,049 1.0 △692,886 △27.6

Ⅵ　特別利益 ※３ 501,432 173.7 12,234 0.5 532,913 21.2

Ⅶ　特別損失 ※４ 8,041,746 ― 174,655 8.2 5,456,484 216.9

税引前第３期四半期

（当期）純損失
8,142,241 ― 140,371 △6.6 5,616,457 △223.3

法人税、住民税及び

事業税
907 0.3 3,157 0.1 1,210 0.1

第３四半期（当期）

純損失
8,143,149 ― 143,529 △6.7 5,617,667 △223.4

前期繰越損失 ― 210,081 210,081

第３四半期（当期）

未処理損失
― 353,610 5,827,748
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
　剰余金

資本剰余金
　 合計

利益準
 備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
7,331,702 8,965,475 ― 8,965,475 50 △5,827,748 △5,827,698

当第３四半期会計期間中の変動

額

　 新株の発行（千円） 2,416,590 2,416,590  2,416,590   ―

欠損填補（千円）  △5,827,748  △5,827,748  5,827,748 5,827,748

減資（千円） △4,331,702  4,331,702 4,331,702   ―

当期純損失（千円）    ―  △8,143,149 △8,143,149

株主資本以外の項目の当第３

四半期会計期間中の変動額

（純額）（千円）

   ―   ―

当第３四半期会計期間中の変動

額合計（千円）
△1,915,112 △3,411,158 4,331,702 920,543 ― △2,315,400 △2,315,400

平成18年12月31日　残高

（千円）
5,416,590 5,554,316 4,331,702 9,886,018 50 △8,143,149 △8,143,099

 株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
△7,007 10,462,471 △28,192 △28,192 ― 10,434,279

当第３四半期会計期間中の変動

額

新株の発行（千円）  4,833,180  ―  4,338,180

欠損填補（千円）  ―  ―  ―

減資（千円）  ―  ―  ―

当期純損失（千円）  △8,143,149  ―  △8,143,149

株主資本以外の項目の当第３

四半期会計期間中の変動額

（純額）（千円）

 ― 32,459 32,459 175,200 207,659

当第３四半期会計期間中の変動

額合計（千円）
― △3,309,969 32,459 32,459 175,200 △3,102,309

平成18年12月31日　残高

（千円）
△7,007 7,152,502 4,267 4,267 175,200 7,331,970
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　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

平成19年３月期第３四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期 
（自　平成17年４月１日 
至　平成17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、当第３四半期会計期間にお

いて、563百万円の営業損失を計上し、

8,143百万円の純損失を計上しており

ます。当該状況により、継続企業の前

提に関する重要な疑義が生じておりま

す。

　当社は、当該状況の解消を図るべく

以下の対策を講じております。

１．営業損失の発生要因並びにその解

消について

　営業損失につきましては、前事業

年度（平成18年3月期）に746百万円、

当第３四半期会計期間に563百万円

とそれぞれマイナスとなっておりま

す。これは、セールスプロモーショ

ン事業を分社化し、今期より当社は

投資事業に専念する体制となってお

りますが、ポートフォリオ上投資回

収までの期間が長い案件が多いこと

に加え、短期回収を目的とした新規

投資案件について実行が遅れたこと

が主たる要因であります。また、そ

の他の要因として、子会社の整理統

合にかかる費用の増加や販売管理費

の削減計画の遅れ等にも起因してお

ります。

　投資部門におきましては、平成18

年６月19日実施第三者割当増資と、

グループ会社の売却等により取得し

た資金をもとに、有望な投資案件へ

重点的に投資を行い、長期的な収益

確保を図ってまいります。具体的に

は、既に中国、マカオ地区における

不動産及び有価証券等への投資の他、

興行イベント「STEVIE WONDER LIVE 

IN JAPAN 2007」への投資を実施し

ております。

　また、この投資の中に含まれる、
マカオ不動産プロジェクトへの投資
額1,600百万円については、キャン
セルすることにより今期中に返金さ
れる予定であります。

　その他、海外の有限責任投資事業

組合に関する投資額500百万円につ

いて、来期第１四半期中に900百万

円の譲渡収入を見込んでおります。

（※900百万円での譲渡については、

当海外不動産投資案件をアレンジし

た仲介会社が米不動産サービス大手

「ジョーンズ ラング ラサール社」

に依頼した投資先不動産の評価レ

ポートの内容、及びマカオ統計局か

ら発表されている経済成長率や旅行

者数などの成長度合、マカオの2006

──── 　当社は、当事業年度において、746百万円

の営業損失、5,617百万円の当期純損失を計

上しております。当該状況により、当社には

継続企業の前提に関する重要な疑義が生じて

おります。

　当社は、当該状況の解消を図るべく以下の

対策を講じております。

１．営業損失の発生要因並びにその解消に

ついて

　当社が前事業年度より広告SP事業本部内

のコンテンツ事業部を中心に重要な経営戦

略の一環として推進してまいりましたコン

テンツ販売における不振並びに、この目的

のために取得いたしましたコンテンツ版権

の償却負担の増加に起因するものが746百万

円とその大半を占めております。このこと

から、当事業年度内に当該事業からの撤退

を既に実施し、コンテンツ事業部につきま

しては、平成18年4月1日付けをもって当社

の完全子会社であります株式会社ゾディアッ

クにその残務処理を既に移管済みであるほ

か、当該事業に供する目的で計上しており

ました資産981百万円につきましても保守的

な販売見込みに基づき全額特別損失（版権

償却）として計上済みであります。また広

告・SP事業本部傘下のSP事業部につきまし

ても、平成18年2月1日をもって新設子会社

であるADDENDIS株式会社へ事業を継承して

おります。

　こうした諸施策により、当社は平成18年4

月1日より持ち株会社への段階的な移行を推

進中であり、今後はグループ経営戦略の策

定や経営管理機能等、持ち株会社としての

機能に特化することにより、収益を捻出す

ることの出来る体制を構築してまいります。

当社は、これら諸施策の実施により、当該

状況の解消が図れるものと考えております。

２．当期純損失の発生要因並びにその解消

について

 当期純損失5,617百万円のうち5,456百万

円につきましては当事業年度において特

別損失として計上したものであります。

　これらはその性質上、事業の撤退に伴

うものや、解消の困難な事業損失を一掃

し、グループ企業の財務体質の改善を図

るために経営判断として一括償却したも

のであります。前述「1．営業損失の発生

要因並びにその解消について」において

記載しております諸施策と併せ下記施策

を実施することにより、当該状況の解消

を図れるものと考えております。なお、

特別損失として計上したもののうち、主

なものは以下のとおりとなります。
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平成19年３月期第３四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期 
（自　平成17年４月１日 
至　平成17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）

年度のカジノ売上がラスベガスを抜

く見通しになっている状況、近隣の

類似物件の販売状況、等から総合的

に判断しておりますが、価格と時期

については不確定要素が含まれま

す。）

　当社は、上記の再建計画を着実に

実行し、構造的な赤字体質から脱却

し、早期に収益を確保することを目

標としております。

２．四半期純損失の発生要因並びにそ

の解消について

　四半期純損失8,143百万円のうち

8,041百万円につきましては当四半

期会計期間において特別損失として

計上したものであります。

　これらは主に、不採算事業であっ

た日欧貿易㈱及び㈱エイチ・エヌ・

ティーを整理統合することにより発

生したものであり、今後これらに伴

う費用が発生しないことから、当該

状況の解消が図れるものと考えてお

ります。

　四半期財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、上記のよう

な重要な疑義の影響を四半期財務諸

表には反映しておりません。

内訳
金額

（百万円）
対象

要因及び

対応策

貸倒引

当金繰

入

3,886

①関係会社

貸付金（6

社）3,251

百万円

②売掛金509

百万円

③未収入金

126百万円

①関係会社貸

付につきまし

ては、財務状

況・将来的な

回収見込み等

について充分

な審査がなさ

れていなかっ

たとの認識から、

グループ企業

への貸付審査

の厳格化によ

り再発防止に

努めるほか、

タスクフォー

スを編成し、

債権回収に努

めます。

②売掛金およ

び未収入金の

発生につきま

しては、与信

審査・管理機

能体制の抜本

的な見直し・

強化通じ、再

発防止に努め

るとともに、

法的対応も視

野に入れた回

収に努めてま

いります。

ネットシネマ

DVD化権やコン

テンツ版権お

よび制作費に

ついて、コン

テンツ事業の

撤退および保

守的な販売予

測にもとづき

償却。コンテ

ンツ版権の売

却による回収

に努めてまい

ります。

商品評

価損
221

当社SP事業

部

販売用データ

ベースシステ

ムの評価損。

　四半期財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、上記のような重要な

疑義の影響を四半期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）

項目
平成19年３月期第３四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17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

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

(1) 有価証券

①　子会社株式及び関連会

社株式

同左

(1) 有価証券

①　子会社株式及び関連会

社株式

同左

②　その他有価証券

 　　・時価のあるもの

 　　　当第３四半期末日の市

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）

・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

任組合及びこれに類する

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

約に規定されている決算

報告日に応じて入手可能

な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で

取り込む方法によってお

ります。

②　その他有価証券

 　　・時価のあるもの

同左

 

 

 

 

 

・時価のないもの

同左

 

────

②　その他有価証券

 　　・時価のあるもの

 　　　決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

 

・時価のないもの

同左

 

────

(2) たな卸資産

 　　　個別法による原価法

映像コンテンツ

　１年間の償却または契

約期間での均等償却に

よっております。

(2) たな卸資産

同左

映像コンテンツ

同左

(2) たな卸資産

同左

映像コンテンツ

同左

２．固定資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

　また、取得原価10万円以

上20万円未満の少額減価償

却資産については、３年間

の均等償却によっておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　 ８～15年

工具器具備品 ３～15年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左
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項目
平成19年３月期第３四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17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) 無形固定資産

 定額法によっております。

 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

いております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

  定額法によっております。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1) 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

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(2) 貸倒引当金

同左

(2) 貸倒引当金

同左

(2) 債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備

えるため、被保証先の財政

状態等を勘案し、損失負担

見込額を計上しております。

──── ────

４．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

消費税等の処理方法

  税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左

－ 53 －



（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）

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）

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）

　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。

（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

「（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。これにより税引前当期

純損失は918百万円増加しております。

　セグメント情報に与える影響額は当

該箇所に記載しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

　当第３四半期会計期間から「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。

　これまでの「資本の部」の合計に相

当する金額は7,156,770千円であります。

　なお、当第３四半期会計期間におけ

る四半期貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改正に

伴い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

──── ────

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い）

　当第３四半期会計期間から、「繰延

資産の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会　平成18年８月

11日　実務対応報告第１号）を適用し

ております。

　前第３四半期会計期間において営業

外費用の内訳として表示していた「新

株発行費」は、当第３四半期会計期間

より「株式交付費」として表示する方

法に変更しております。

──── ────
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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）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正）

　当第３四半期会計期間から、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　最終改正平成18年８月11日　企

業会計基準第１号）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会

　最終改正平成18年８月11日　企業会

計基準適用指針第２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。

──── ────

（金融商品に関する会計基準等）

　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）のうち時価のないものについては、

従来原価法による会計処理をしており

ましたが、「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日より適用となり、「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営業投資目的に

よる投資事業組合等への出資に係る会

計処理は、組合契約に規定されている

決算報告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎として、組合の純資産及

び収益・費用を当社出資持分割合に応

じて、営業投資有価証券（流動資産）

及び収益・費用として計上する方法に、

営業投資目的以外の目的による投資事

業組合等への出資に係る会計処理は、

組合契約に規定されている決算報告日

に応じて入手可能な最近の決算書を基

礎として、組合の純資産及び純損益を

当社に出資持分割合に応じて、投資有

価証券（投資その他の資産）及びその

他有価証券差額金（純資産の部）とし

て計上する方法に、それぞれ変更して

おります。

　なおこの変更により、従来と同一の

方法を採用した場合と比べ、投資事業

組合等利益は124千円増加、投資事業組

合等損失は31,308千円増加、その他有

価証券評価差額金は31,184千円減少し

ております。

──── ────
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表示方法の変更

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）

（四半期貸借対照表）

　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資は

前第３四半期会計期間においては全て投資有価証券として

表示しておりましたが、「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日より適用となり、「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

れるもの）のうち、営業投資目的によるものを営業投資有

価証券として、営業投資以外の目的によるものを投資有価

証券として表示する方法に変更いたしました。

────

 

 

注記事項

（四半期貸借対照表関係）

平成19年３月期第３四半期

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期

（自　平成17年４月１日

至　平成17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　有形固定資産の減価償

  却累計額

35,556千円 34,690千円 33,889千円

※２　消費税等の取り扱い 　仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺の上金額的

重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて

記載しております。

同左 ────

　３　偶発債務 ──── ──── 　債務保証

　次の関係会社等について、

金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。

保証先
金額

（千円）
内容

㈱エイチ・エ

ヌ・ティー
83,600 借入債務

日欧貿易㈱ 47,400 借入債務

計 131,000 －

※４　受取手形割引高　 96,142千円 ────  ────

※５　第３四半期末日満期手形 　第３四半期末日満期手形

の会計処理は、手形交換日

をもって決済処理しており

ます。なお、当第３四半期

会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の

第３四半期末日満期手形が

第３四半期末残高に含まれ

ております。

受取手形　　 1,048千円

 ────  ────
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（四半期損益計算書関係）

平成19年３月期第３四半期

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期

（自　平成17年４月１日

至　平成17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　営業外収益のうち主要な

もの

受取利息 486千円

為替差益 36,582千円

受取利息 99,647千円

為替差益 176,766千円

受取利息 152,481千円

※２　営業外費用のうち主要な

もの

株式交付費 43,088 千円

投資事業組

合投資損失

31,308 千円

新株発行費 72,312 千円

支払利息 15,410 千円

新株発行費 228,065 千円

※３　特別利益のうち主要なも

の

貸倒引当金戻入益

194,997千円

関係会社株式売却益

300,211千円

投資有価証券売却益

12,234千円

関係会社株式売却益

528,797千円

※４　特別損失のうち主要なも

の

関係会社出資金評価損

2,187,050千円

関係会社株式評価損

1,612,673千円

貸倒引当金繰入額

3,753,222千円

出資金評価損

34,768千円

投資有価証券評価損

22,313千円

関係会社株式評価損

14,832千円

貸倒引当金繰入額

99,070千円

貸倒引当金繰入額

3,886,820千円

※５　減価償却実施額

有形固定資産 23,156千円 6,550千円 12,407千円

無形固定資産 1,365千円 17,787千円 98,451千円

（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

前事業年度末株式数

（株）

当第３四半期会計期

間増加株式数（株）

当第３四半期会計期

間減少株式数（株）

当第３四半期会計期

間末株式数（株）

普通株式 29.01 － － 29.01

合計 29.01 － － 29.01
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（有価証券関係）

　当第３四半期連結会計期間、前第３四半期連結会計期間、前連結会計年度に係る「有価証券」（子会社株式及び関

連会社株式で時価のあるものを除く）については、四半期連結財務諸表における注記事項として記載しております。

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

平成19年３月期第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）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 308,271 171,000 137,271

合計 308,271 171,000 137,271

平成18年３月期第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）

　該当事項はございません。

前事業年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 308,271 285,560 △22,711

合計 308,271 285,560 △22,711

（デリバティブ取引関係）

平成19年３月期第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）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はございません。

平成18年３月期第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）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はございません。

前事業年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はございません。

（１株当たり情報）

　四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

平成19年３月期第３四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17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）

──── （重要な子会社の株式の売却）

　当社は、グループ戦略の転換に伴い

より高い成長性・収益性の見込まれる

分野への経営資源のシフトを行うこと

がグループ全体の企業価値増大に寄与

するとの判断から、㈱ウェルコムの株

式を売却いたしました。

１．売却する相手先の名称

㈱ＭＣＪ

２. 売却の時期

平成18年１月11日

３. 当該子会社の名称等

(1) 名称

　㈱ウェルコム

(2) 事業内容

　インハウス事業を主軸とした

コールセンター事業

(3) 当社との取引内容

　業務委託契約あり。

 

（重要な営業の譲渡）

　当社は、重複する事業を集約するこ

とにより経営効率化を図るとともに、

利益責任の明確化を徹底するため、コ

ンテンツ事業部を分割し、当社の子会

社である㈱ゾディアックへ継承するこ

とを決議いたしました。

 １. 譲渡する相手先の名称

㈱ゾディアック

２. 譲渡する事業の内容・規模

（1) 内容

    ＤＶＤ化権の取得、ＤＶＤの企

画・制作・販売

（2) 規模 

    前期売上高579,954千円 

３. 譲渡する資産・負債の額 

なし。

４. 譲渡の時期

平成18年４月１日 

５. 譲渡価額

０円 

 

 （株式交換による株式発行の件）

  当社は、平成17年12月27日開催の当

社取締役会及び平成17年12月27日開催

の㈱エフマック株主総会において承認

決議された株式交換契約書に基づき、

㈱エフマックとの間で平成18年１月31

日を株式交換の日とする

（子会社の吸収合併の件）

　当社は、平成18年４月25日開催の取

締役会において当社の完全子会社であ

るADDENDIS株式会社と、同じく完全子

会社である株式会社大阪第一企画の合

併を承認決議いたしました。当該合併

契約書については、平成18年３月29日

に合併会社および被合併会社の取締役

会において調印し、平成18年４月13日

開催の臨時株主総会にて承認を得てお

ります。

１. 合併の目的 

　各種広告企画・制作並びにセール

スプロモーション需要に対して一括

して対応する体制を構築するととも

に、グループ会社間の整理統合によ

る経営の効率化を図るため。 

２. 合併の方法

　ADDENDIS株式会社を存続会社とす

る吸収合併方式で、株式会社大阪第

一企画を解散。

３. 資本金の増加

　当社は、合併当事会社である

ADDENDIS株式会社（存続会社）およ

び株式会社大阪第一企画（消滅会

社）の発行済株式を100％保有して

おりますので、合併による新株式の

発行および資本金の増加は行いませ

ん。

４. 合併期日

  平成18年６月16日

５. 引継財産

　平成18年３月31日現在の株式会社

大阪第一企画の資産、負債は以下の

とおりであります。

・資産合計　　　　383,516千円

・負債合計　　　　316,426千円

・資本合計　　　　 67,090千円

 

（中間持ち株会社の解散の件）

　当社は、平成18年４月28日開催の当

社取締役会の決議に基づき、平成18年

６月１日をもって、当社の完全子会社

であるADDENDIS AGENCY株式会社を解

散いたしました。
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平成19年３月期第３四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17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）

 株式交換を実施し、同日をもって同社

を当社の完全子会社といたしました。

 当社は、この株式交換に際し、2,160

株の新株を発行し、㈱エフマックの株

主に対してその所有する株式1株につき

9株の割合をもって当社の株式を割当交

付いたしました。

１. 当該子会社の事業内容

　  当グループの広告企画・制作並び

にプロモーション事業会社

（ADDENDIS株式会社、株式会社大阪

第一企画、株式会社バリタス、株式

会社プライムスタイル、株式会社エ

フ・マック）の持ち株管理。

２. 解散の理由

    同社は、経営統合による傘下事業

会社間の連携強化によるシナジー効

果の創出や、サービス対応力の向上

による顧客の利便性向上等を目的と

して設立致しましたが、グループ企

業の更なる統合・整理による再編の

方が、より経営効率が高いとの判断

に至ったため。

 

（資本の減少の件）

　当社は、平成18年５月29日開催の取

締役会において、資本の減少に関し、

平成18年６月29日開催の第９回定時株

主総会に付議することを決議いたしま

した。

１. 資本の減少の目的

　  今後、自社株買い等の柔軟、かつ、

機動的な資本政策を可能にするため。

２. 資本の減少の方法

　  発行済株式総数の変更は行わず、

かつ、払い戻しを行わない無償の減

資といたします。

３. 減少すべき資本の額

　  資本の額を4,331,702,000円減少

し、資本金を3,000,000,000円とい

たします。 

４. 資本の減少の日程

　・取締役会決議日

　　平成18年５月29日　

　・定時株主総会決議日

　　平成18年６月29日

　・債権者異議申述最終期日

　　平成18年８月２日（予定）　

　・効力発生日

　　平成18年８月３日（予定）　
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平成19年３月期第３四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17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）

  （第三者割当による新株の発行の件）

　当社は、平成18年５月30日開催の取

締役会において第三者割当による新株

の発行を決議いたしました。

１. 募集する株式の要領　　

　・発行新株式数

　  普通株式　110,000株

　・発行価額

  　1株につき43,938円　

　・発行総額

　　4,833,180,000円　

　・資本組入額

　　2,416,590,000円　

　・申込期日

　　平成18年６月19日

　・払込期日

　　平成18年６月19日

　・新株式交付日

　　平成18年６月19日

２. 資金の使途

　　グループ企業の財務体質の改善並

びにアジア地域における不動産及び

有価証券等への投資に充当する予定

であります。

   

（代表取締役の異動の件）

　当社は、平成18年５月30日開催の取

締役会において、代表取締役の異動の

件に関し、平成18年６月29日開催の第

９回定時株主総会に付議することを決

議いたしました。

１. 異動の内容

　　現任代表取締役佐藤克が退任し、

新任取締役候補者である江口隆が就

任する予定であります。

２. 異動の理由

　現任代表取締役の任期満了に伴い、

経営刷新並びに今後のグループ経営

再建をより確実たらしめるため。
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平成19年３月期第３四半期
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

平成18年３月期第３四半期
（自　平成17年４月１日
至　平成17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）

  （子会社の異動の件）

　当社は、平成18年６月５日開催の取

締役会において、当社の完全子会社で

ある株式会社ゼルスの株式を譲渡する

ことを決議し、同日付で株式譲渡契約

を締結いたしました。

 １. 異動の理由

　　グループ戦略の大幅な見直しに

伴い、投資事業へ経営資源をシフ

トしていくことがグループ全体の

収益性の改善に最も寄与するもの

と判断したため。

 ２. 当該子会社の概要

 　・商号

 　　株式会社ゼルス

 　・事業内容

 　　服飾繊維製品の企画・製造・販

売

 ３. 譲渡の日程

 　平成18年６月12日（株券引渡し期

日）

 ４. 譲渡に関する内容

 　①譲渡先

　 　株式会社エクステンション

 　②譲渡株式数

　   200株（発行済み株式総数の

100％）

　 ③譲渡金額

　   300百万円

 

  （特別利益の発生の件）

　投資事業組合への出資金の払い戻し

金について貸倒引当金繰入（特別損

失）として計上いたしました未収金126

百万円のうち、平成18年５月31日に

100百万円を回収したことにより、同

額の特別利益が発生いたしました。

（その他）

　該当事項はございません。
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