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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 3,215 △19.4 152 △25.5 167 △26.0 183 －

18年３月期 3,990 △20.7 204 － 225 － △474 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 4 88 4 84 10.6 7.0 4.7

18年３月期 △14 04 － － △31.2 7.9 5.1

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）財政状態

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 2,822 2,060 72.3 53 46

18年３月期 1,979 1,430 72.3 40 34

（参考）自己資本 19年３月期 2,040百万円 18年３月期 －百万円

(3）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 472 574 426 1,606

18年３月期 △112 △498 △31 132

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 年間

円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 － － －

19年３月期 0 00 － － －

20年３月期（予想） 0 00             － －         －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,900 227.3 95 － 100 － 100 － 2 62

通期 3,800 18.2 190 24.6 200 19.6 200 9.1 5 24

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 38,276,857株 18年３月期 35,576,857株

②　期末自己株式数 19年３月期 117,029株 18年３月期 114,541株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ① 業績の概況

　当事業年度におけるわが国経済は、地球温暖化、地震など自然環境の変化がもたらす地球規模の災害や核問題、

世界同時株安などが相俟って国際情勢は不安定な要素が増加しているものの、国内企業の多くは業績が順調に推移

し、企業経済は活性化を見せ、個人消費においても回復の兆しが見られるなど、経済社会全体としては概ね順調に

推移しました。

　このような経済情勢の中、当社は組織改革や事業基盤の見直しなどの諸施策を積極的に実施してまいりました結

果、当事業年度の業績は売上高3,215百万円(前年同期比19.4％減)、営業利益152百万円(前年同期比25.5％減)、経

常利益167百万円(前年同期比26.0％減)、当期純利益183百万円(前年同期474百万円の当期純損失)となりました。

　なお、当事業年度は事業部門の変更を行ったため、以下の「事業部門別の概況」については、前年同期比は記載

しておりません。

 ② 事業部門別の概況 

　ア. コンテンツ事業 

  当社のコンテンツ事業を大きく分けると、パチンコ・パチスロ遊技機メーカーを主たる取引先としてパチンコ・

パチスロ遊技機の液晶基盤の商品化権に係るエージェント業務を行う事業と携帯電話各キャリアのインターネッ

トにおける大手芸能事務所の公式サイトの企画・制作・運営を行う事業に分類しております。

　当事業年度のコンテンツ事業につきましては、ライセンシー企業に対しては、各種キャラクターや芸能人、映

画などのコンテンツ企画や各種版権の提案等を積極的に展開する一方、ライセンサー企業に対しては円滑且つ強

固な信頼関係の構築に努めてまいりました。当事業年度は特にライセンシー企業から需要が高いパチンコ遊技機

の液晶基盤用の映像ソフトの共同開発並びに、遊技機販売時における広告宣伝活動を受託するなど、当社独自の

企画力並びに営業力を活かした営業活動を積極的に展開し売上高及び利益の拡大に努めて参りました。また、携

帯電話各キャリアのインターネットにおける大手芸能事務所の公式サイトの企画・制作・運営等につきましては、

市場における淘汰及び過当競争が進む中、効率的な運営体制を構築し、経費の節減化に努めてまいりました。ま

た、営業活動におきましては、特にタレント、アーチストのみならず、そのファン層からも開発要望が高く、付

加価値の高いコンテンツの企画・開発を行うなど各サイトへのサービス内容の向上に積極的に努めてまいりまし

た。

　以上の結果、当事業部全体としては売上高2,756百万円、営業利益は314百万円となりました。

 　イ. アミューズメント事業

  アミューズメント事業につきましては、パチンコ・パチスロ遊技機のアミューズメント施設用メダルゲーム機

の転用事業についての独占販売権を大手複数のパチンコ・パチスロメーカーから獲得し、これらを当社独自の企

画力並びに営業力を活かした営業活動を積極的に行ない業容拡大に努めてまいりました。

　特に当事業年度は、大きく売上を予定しておりました新機種のアミューズメント施設用メダルゲーム機器が当

初予定した利益額の確保に至らない状況にあったものの、中古台の転用が当初予想を大きく上回る売上高と利益

を確保するに至るなど、当部門全体としては好調に推移することができました。この結果、当事業部全体として

は売上高371百万円、営業利益は128百万円となりました。

　 ウ. コンサルティング事業

  コンサルティング事業につきましては、株式会社ドンキコムとの業務提携による「アミューズメントショッピ

ングエリアにおけるパチンコ景品の供給・展示・交換等の事業」、「遊休土地・施設をパチンコ店等のアミュー

ズメント施設等への転用・運用等に係るコンサルティングビジネス」など、これまで新規案件として推進してま

いりました新規の事業部門であります。このため当期の業績は、アミューズメント施設に対するコンサルティン

グビジネス及びパチンコ店におけるパチンコ景品の供給・展示・交換等の事業が当事業部門の業績として得るこ

とができました。

　以上の結果、当事業部全体としては売上高86百万円、営業利益は51百万円となりました。

　なお、上記の金額には総務部門等管理部門に係る配賦不能営業費用は含んでおりません。
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 ③ 次期の業績の見通し 

  当社は、前々事業年度からの事業や経営組織体制の見直し・再編などの経営諸施策の結果、これまでとは違い利

益を確保できる事業経営体制へと変革を遂げることができました。この経営基盤を安定的・継続的且つ確かなもの

とするため当事業年度末に「コンテンツ事業本部」、「アミューズメント事業本部」並びに「コンサルティング事

業本部」の３事業本部を新設し、この新たな3事業本部でスタートしました。

 「コンテンツ事業本部」については、パチンコ遊技機及びパチスロ遊技機の市場ニーズは来期も好調に推移してい

くものと思われ、これに伴い液晶基盤用映像ソフトのコンテンツがパチンコ・パチスロ遊技機の製造メーカーから

のニーズも相当数あると見込まれ、コンテンツ事業本部の売上高及び利益確保に大きく寄与するものと考えていま

す。

  また、一般市場で人気機種としてニーズが高いパチンコ・パチスロ遊技機は、アミューズメント施設においても

アミューズメント施設用メダルゲーム機器としても転用要望が多く見込まれることから、このパチンコ・パチスロ

遊技機の各製造メーカーとの取引拡大が多く見込める次期の「アミューズメント事業本部」の業績は、順調に推移

していくものと考えています

 「コンサルティング事業本部」については、業務提携の利便性と効率性並びに経済性を有効に活かし、全国に点在

するアミューズメントショッピングエリアに対するパチンコ景品の供給・仕入・陳列・交換等の委託を受託するパ

チンコ景品交換受託事業を全国展開し、売上高の大幅増を図ってまいります。また、もう一方のコンサルティング

事業本部の事業目的である休眠中の閉店している複合店の不動産活用法のコンサルティング活動を本格化し、恒常

的な売上高の確保を目指してまいります。

  以上のとおり、当事業年度末に組織した「コンテンツ事業本部」、「アミューズメント事業本部」並びに「コン

サルティング事業本部」の３事業本部を有効に機能させ、業容の拡大及び安定化に努め、基幹事業とすべく早急な

事業展開を推進してまいります。また、それぞれの事業目的を迅速、円滑且つ的確に推進し、生産性と経営効率の

高い組織体制を構築し、経営基盤の健全化を積極的に推進してまいります。

  以上により、次期の業績予想といたしましては、売上高3,800百万円、営業利益190百万円、経常利益200百万円、

当期純利益200百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

  当事業年度末における流動資産の残高は、2,304百万円（前事業年度末は1,400百万円）となり、904百万円増加い

たしました。増加の主な要因として現金及び預金の増加（132百万円から1,606百万円へ1,473百万円増）がある一方

で、短期貸付金の減少（2,219百万円から1,604百万円へ614百万円減）があることによるものです。現金及び預金の

増加につきましては、新株予約権の行使による収入があったこと、また短期貸付金の減少理由でもある取引先に対

する貸付金の回収が進んだことによるものであります。

（固定資産）

  当事業年度末における固定資産の残高は、517百万円（前事業年度末は579百万円）となり61百万円減少いたしま

した。主な理由はアニメ制作におけるコンテンツ版権仮勘定が完成し償却が開始されたことによる減少（194百万円

のコンテンツ版権仮勘定から158百万円のコンテンツ版権勘定へ35百万円減）、アニメ製作委員会への投資による出

資金の使用（32百万円から3百万円へ29百万円減）が主な減少要因です。

（流動負債）

  当事業年度末における流動負債の残高は682百万円（前事業年度末は481百万円）となり200百万円増加いたしまし

た。これは買掛金の増加（372百万円から502百万円へ130百万円増）、未払費用の増加（9百万円から45百万円へ36

百万円増）が主な増加要因です。これは当事業年度末が銀行休業日のため期末の支払いを翌期初に行ったことによ

るものであります。

（固定負債）

  当事業年度末における固定負債の残高は、79百万円（前事業年度末は67百万円）となり12百万円増加いたしまし

　た。これは預り保証金の増加が（50百万円から60百万円へ10百万円増）が主な要因です。

（純資産）

  当事業年度末における純資産の残高は、2,060百万円（前事業年度末の資本の残高は1,430百万円）となり、630百

万円増加いたしました。この増加は、新株予約権の行使による資本金の増加（2,692百万円から2,906百万円へ213百

万増）及び資本剰余金の増加（1,743百万円から1,956百万円へ213百万増）、当期純利益を183百万円計上により利

益剰余金が増加（△2,937百万円から△2,753百万円へ183百万円増加）したことが要因です。
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 ②  キャッシュ・フローの状況

  当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、税引前当期純利益の計上や貸付

金の回収、株式の発行による収入などによるものであり、前事業年度末に比べ1,473百万円増加し、当事業年度末に

は1,606百万円となりました。

 （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、472百万円（前年同期は112百万円の使用）となりました。

これは税引前当期純利益（184百万円）の計上、コンテンツ版権勘定償却額（42百万円）、仕入債務の増加（116百

万円）、利息の受取額（47百万円）等の要因によるものです。

 （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、574百万円（前年同期は498百万円の使用）となりました。

 これは主に貸付金の回収（1,077百万円）等の要因によるものです。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  財務活動の結果獲得した資金は、426百万円（前年同期は31百万円の使用）となりました。

  これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入（426百万円）によるものであります。

  なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 43.1 72.3 72.3

時価ベースの自己資本比率（％） 146.1 438.9 160.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％）
－ － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
－ － 595.1

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けしたうえで、財務体質の強化と積極的

な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針といたします。

　今後も、中長期的な視点に立って、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより継続的な成長と企

業価値の向上並びに株主価値の増大に努めてまいります。 

 

(4）事業等のリスク

  当社の経営成積、株価及び財政状態等に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下の様なものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。

①　継続企業の前提に関する重要な疑義が存在していることについて

　当社は、従来から継続企業の前提に関する重要な疑義が存在していることを鑑み、当該状況を解消するため、

前事業年度には店舗運営事業の全部の廃止並びにこれらに伴う人員の大幅削減を実施いたしました。これらの直

接的な固定費の削減が事業経営に及ぼす経済効果は、徐々にではありますがその効果が現れ始め、下期の経営成

績に反映できるものと確信いたしております。今後は、これらの経済効果に加え、営業キャッシュ・フローの改

善やキラーコンテンツの開発など経営の重要課題に積極的に取り組み、収益構造の健全化と運転資金の徹底した

管理体制を推進し、更なる財務体質の健全化を図ってまいります。

　しかしながら、これらの経営諸施策による効果が顕著に表れた場合であっても、営業予算において不測、不可

抗力な重大な事象が発生し、予算の修正を余儀なくされる大幅な狂いが生じた場合は、営業キャッシュ・フロー

および財務体質の改善に齟齬を来す事が想定されます。この場合、全社的に他の営業活動遂行に悪影響を及ぼし、

結果、当社の事業収益と企業としての将来的な成長を低下させると共に当社全体の財政状態や経営成績にも悪影

響を及ぼす可能性があります。
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 ②　モバイル関連事業について

  ア．特定移動体通信事業者への依存について 

  当社と特定の移動体通信事業者との共存につきましては、当社の携帯電話向け課金型配信事業は、NTT DoCoMo

が運営する「iモード」、KDDIが運営する「ez-web」、ソフトバンクが運営する「Ｙahoo携帯」を公式サイトとし

て、複数のコンテンツを提供しているところですが、これらの移動体通信事業者との取引において法的規制の強

化、又はこれら移動体通信事業者の事業方針の変更、コンテンツ審査基準の変更等により、コンテンツの配信が

困難となることが懸念されます。この場合、当社の事業経営に影響を与える可能性があります。

  イ．利用者の変動について

  当社が提供・運営しているモバイルコンテンツの利用者数については、平成18年10月度に導入された携帯電話

機の番号継続契約制度のサービス開始等や各移動体通信事業者による新たなコンテンツ配信サービス、携帯電話

の機能変更などの他動的な要因により、サービス利用会員並びに利用者数が大幅に増減する場合があり、これら

の影響により利用者が大きく減少した場合についても当社の事業経営に少なからず影響を与える可能性がありま

す。

  ウ．コンテンツの瑕疵について 

  次にコンテンツの配信事業におけるコンテンツの瑕疵につきましては、当社が配信するコンテンツに動作不良、

バグなどが生じた場合、当社はその瑕疵に起因する損害賠償責任を負う可能性があります。これらの損害の賠償

責任を履行した場合、当社の継続的な事業経営に重大な影響を与える可能性があります。 

 ③　販売先の集中について 

  当社は、マーチャンダイジング事業におけるパチンコ遊技機、パチスロ遊技機等への商品化エージェント業務

及びパチンコ遊技機等の液晶基盤の開発・販売を主たる事業目的の一つとしております。

この販売先として大手遊技機メーカーである株式会社三共と取引を行っており、当事業年度における同社への販

売額は当社全売上金額の71.7%を占めております。

　従いまして、今後同社の経営方針や仕入・販売政策に変更があった場合には、販売先の変更はもとより液晶基

盤等の開発にも大きく支障を来たす事となり、結果、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ④　知的所有権について

  当社の商品、またはサービス等に関して知的所有権を含む各種権利等の侵害を理由とする第三者からの異議、

訴訟等の提起がなされ、当社の帰責性が明確になった場合、それら第三者に対して損害賠償責任が生じる可能性

があります。これらの損害の賠償責任を履行した場合、当社の継続的な事業経営に重大な影響を与える可能性が

あります。

 ⑤　個人情報保護の管理について 

  当社は、多数のお客様の個人情報を保有しております。これらの情報の管理に関しては、情報管理に関するポ

リシーや、責任者を設置しその管理を徹底するほか、適正な事務手続等の策定をしており、一般従業員を含む役

職員等に対する教育、研修を実施し、個人情報の重要性、取扱う際の心構え等細心の注意をするよう指導をして

おります。しかしながら、これらの対策にもかかわらず、個人情報が外部に流出、漏洩した場合には、当社並び

に当社の事業経営に少なからず影響を与える可能性があります。

 ⑥　組織人員体制について 

  当社は、少数精鋭による組織体制を敷いており事務の効率化を図っております。このため社内業務を従業員

個々に分業・専従化制を執っており専門職として職務に従事しております。これらの状況下において特に営業部

門の従業員に不測の事態が生じ、取引先との業務に著しく支障を来たし商品の受発注に齟齬が発生し、遅延損害

金の請求や契約破棄へと発展することも想定され、当社並びに当社の事業経営に少なからず影響を与える可能性

があります。

 ⑦　その他法的規制について 

  当社は、事業活動を行ううえで、会社法、金融商品取引法等会社経営にかかる法令諸規則等の適用を受けてお

ります。当社は、これら法令、諸規制等を遵守されるよう、全社的なコンプライアンスの徹底指導を実施してお

りますが、これら法令、諸規制の遵守がなされなかった場合、当社の活動が制限され、当社並びに当社の事業経

営に少なからず影響を与える可能性があります。

 ⑧　業務提携について

  当社は、パチンコ店舗及びパチスロ店舗等のアミューズメント施設への交換用景品の供給は、株式会社ド　

ン・キホーテの商品を業務提携先である株式会社ドンキコムを介して行っていますが、今後、株式会社ドン・キ

ホーテ及び株式会社ドンキコムの2社又はいずれか1社の経営方針や仕入・販売政策に変更があり、業務提携の契

約解除があった場合には、アミューズメント施設への交換用景品の供給はもとよりコンサルティング事業部門そ

のものにも大きく支障を来たす事となり、結果、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 
タレント・アーティスト肖像権 

各種キャラクター商品 

芸能プロダクション等 

コンテンツホルダー 

パチンコメーカー 

・新台／中古台 

・権利許諾 

・権利取得 

・肖像商品 

・アニメキャラクター 

・キャラクター商品 

・コンテンツ 

【ゲームセンター用遊技機への許諾】 

コンテンツ事業本部 アミューズメント事業本部 コンサルティング事業本部 

株式会社コモンウェルス・エンターテインメント（当社） 

アミューズメント 

遊技機メーカー 

【ゲームセンター用遊技機への再許諾】 

アミューズメント施設 

（ゲームセンター） 

【ゲームセンター用遊技機商品化】 

一 般 消 費 者 

卸・メーカー・プロダクション 

商品化、商品の供給 

・肖像商品・権利許諾 

・キャラクター商品 

・デジタルコンテンツ 

ぱちんこ営業店 

景品販売業者、紹介・斡旋 

什器、販促物の転貸、転売 

景品販売業者 

【什器、販促物の転貸、転売】 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社の経営の基本方針は、経営理念『ＨＥＡＲＴ（心）』を全うし続けていくことにあります。

経営理念『ＨＥＡＲＴ（心）』を構成する一つひとつの文字は、当社が成長するうえで最も大切にしている五つの要

素を表しており、次の通りです。

 Ｈ： HAPPY・・・・・・・・・・・・・ 幸せ

 Ｅ： EXCITING・・・・・・・・・・・・感動的、刺激的

 Ａ： ACTIVE・・・・・・・・・・・・・活動的

 Ｒ： REAL・・・・・・・・・・・・・・本物 

 Ｔ： TRUST・・・・・・・・・・・・・ 信頼、信用

  この経営理念「ＨＥＡＲＴ（心）」に込めた五つの想いを私達、㈱コモンウェルス・エンターテインメント（以下

ＣＷＥとする）の全ての役員・社員が一致団結して日々実践していくことこそが社会的責任を全うするものであり、

私達ＣＷＥに課せられた使命として受け止め、事業経営に邁進しているところです。

この経営理念「ＨＥＡＲＴ（心）」を達成するための基本的な活動基本方針は次の通りです。

 (1) CWEは、ステークホルダーの利益確保を第一とし、礼節に富み、信頼性の高い行動に努めてまいります。 

 (2) CWEは、法令、社内諸規程を遵守し、公明正大な行動に努めてまいります。

 (3) CWEは、自然環境、社会環境に優しい高機能・高品質を有する安全性が高い製品を提供してまいります。

 (4) CWEは、一人一人が自己研鑽と全社のスキルアップに努め、プロ集団化を目指してまいります。

 (5) CWEは、５Ｓ運動、ＰＤＣＡサイクル活動を励行し、働きやすく、明るい職場環境作りをしてまいります。

 (6) CWEは、企業情報の積極的開示を行い、透明性の高い事業経営に努めてまいります。

  以上の活動基本方針をミッションとして捉え、企業価値の創造と企業倫理の高揚に結びつく事業経営に全社一丸と

なって邁進してまいります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、継続的な事業の拡大を通じて企業価値の向上を追求していくことを経営の目標としています。経営指標と

しては、事業の収益力を表す営業利益および営業キャッシュ・フローを重視し、これらの拡大を目指しています。 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、前々期から事業経営や組織体制の見直し・再編を積極的に推進してまいりました結果、これまでの損失計

上経営体質から利益を確保できる事業経営体制へと変革を遂げ、当社の懸案材料である継続的な営業キャッシュ・フ

ローの黒字化を達成することができました。

　当社は、この変革をより確かなものとするため、これまでに培ってきた当社の開発力、企画力及び信頼性を更に向

上させ、版権の獲得拡大と当社独自のキラーコンテンツの継続した開発を積極的に推進すると共にゲームセンター用

遊技機の商品化開発並びに不動産の運用コンサルティング及びパチンコ店等への景品の供給、交換業務等の新規事業

についても積極的に取り組むことにより、収益力の強化を図ってまいります。

　今後、当社が更なる飛躍を実現するためには、安定した収益を生む既存事業のビジネスモデルの確立に加え、当社

がこれまでに蓄積してきたエンターテイメント業界でのネットワークやノウハウを活かし、幅広いユーザーから支持

される魅力的なアニメビジネスや店舗運営コンサルティングビジネス等の新規事業を積極的に推進し、継続的且つ安

定的な高収益が得られる利益重視の新たなビジネスモデルを確立し、経営環境の激しい変化に対応できる企業風土の

醸成に努めて成長をし続ける企業作りを目指してまいります。

　これらの事業経営を継続的且つ安定的で確かな経営基盤の礎とすべく平成19年３月1日を以てこれまでの事業本部を

廃止し、現状の事業目的に添って営業部門の組織構成を版権ビジネス、モバイルコンテンツビジネス及びアニメーショ

ンビジネスを主たる事業目的として統括する「コンテンツ事業本部」、メダルゲーム機及びクレーンゲーム機の運営

管理を統括する「アミューズメント事業本部」、遊休土地・施設の転用・運用のコンサルティング及びパチンコホー

ルの景品に係る企画運営を統括する「コンサルティング事業本部」の３事業本部を新設し、従来にも増して収益体制

の強化を図ると共に市場ニーズや経営環境の変化にも即応できる体制と、顧客満足度の高いサービスを提供できる事

業体制を構築し、企業価値の向上に大きく資する安定した経営基盤により恒常的に利益確保できる体制構築を推進し

て、継続的な営業キャッシュ・フローの黒字化さらには繰越損失の早期解消に向け努力してまいります。
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(4）会社の対処すべき課題

① コンテンツ事業

　コンテンツ事業につきましては、パチンコ・パチスロ遊技機のコンテンツに対する知的所有権のライセンサー及 　

びサブライセンサーとして版権契約仲介手数料が売上構成の大半を占める現状にあり、これらに対する今後の課題は、

新規版権の獲得、各種版権営業の拡大を実行していくと共に継続的なライセンシングビジネスを展開して行く必要が

あると考えています。

　また当事業を更に拡大発展していくためには当社独自の企画力並びに営業力を活かし、同遊技機の液晶基盤の開発、

販売及びキャラクターグッズの企画・製造・販売に至るまでの総合的な運営体制を構築し、継続的且つ安定的な収益

を見込めるビジネスモデルの確立に努めてまいります。

コンテンツ事業にはもう一つの課題として、携帯電話公式サイトへのキラーコンテンツの企画・開発にあると考えて

おり、この優良なキラーコンテンツの開発がコンテンツ利用有料会員の増員を確保し、会員の継続的な利用回数の増

加に必要不可欠であり、これを積極的に推進し、事業の発展・拡大を目指してまいります。 

② アミューズメント事業 

  アミューズメント事業につきましては、現在、パチンコ・パチスロホールからゲームセンターなどへの総合アミュー

ズメント施設へ業態を変更していくケースが多々見られますが、この傾向は続くものと考えております。このためこ

れらの業態変更していく店舗に対しプライズゲームなどの筐体の供給やそれらの運営企画等の営業展開を積極的に推

進して、新規取引先として獲得していくことがアミューズメント事業部門にとって非常に重要且つ業績の向上に欠か

せないファクターであると認識しており、アミューズメント事業部門の重要課題として取り組んでまいります。

　また、パチンコ・パチスロ遊技機のアミューズメント施設用メダルゲーム機器への転用事業については、パチンコ・

パチスロ遊技機の製造メーカーとのメダルゲーム機器への転用に関する許諾契約を新機種開発の都度、順次速やかに

獲得していくことがアミューズメント事業全体の拡大・発展に重要であり、多岐にわたり通用する企画戦略を開発、

育成してまいります。

③ コンサルティング事業

  コンサルティング事業につきましては、当事業年度から当社が企画立案をし、株式会社ドンキコムとの業務提携に

よる「アミューズメントショッピングエリア事業」と称するパチンコ・パチスロホールへの景品の供給・仕入・陳列・

交換等に係る企画・運営のコンサルティング事業を新規事業としてスタートさせましたが、今後、全国に点在するパ

チンコ店についても、この事業の裾野を広げ全国規模での展開を目指すためにも、事務処理の円滑化と迅速化を図る

ための制度的見直しや必要に応じたシステムの導入等が重要であると認識しております。また、アミューズメント複

合店等の閉店後遊休不動産等の活用のコンサルティング事業についても、更なる営業体制の強化を推進し、業容の拡

大及び安定化に努め、基幹事業とすべく早急な事業展開を推進してまいります。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   132,906   1,606,049   

２．受取手形   6,299   －   

３．売掛金   385,932   380,534   

４．前渡金   2,659   16,294   

５．前払費用   6,556   9,124   

６．短期貸付金   2,219,800   1,604,937   

７．未収入金   42,152   90,538   

８. 未収収益   24,941   －   

９．その他   1,101   6,089   

貸倒引当金   △1,422,153   △1,408,653   

流動資産合計   1,400,195 70.7  2,304,915 81.7 904,719

Ⅱ　固定資産         

１. 有形固定資産         

(1) 建物  38,959   38,959    

減価償却累計額  12,238 26,720  16,033 22,926   

(2) 工具、器具及び備
品

 32,173   32,687    

減価償却累計額  27,598 4,574  27,750 4,936   

有形固定資産合計   31,295 1.6  27,862 1.0 △3,432

２. 無形固定資産         

 （1）コンテンツ版権勘
定　

  －   158,947   

 （2）コンテンツ版権仮
勘定　

  194,747   －   

(3) 商標権   324   279   

(4) ソフトウェア   4,418   720   

(5) 電話加入権   2,973   2,973   

無形固定資産合計   202,463 10.2  162,920 5.7 △39,542

３. 投資その他の資産         

 （1）出資金   32,856   3,856   

(2) 長期貸付金   58,585   －   

(3) 破産債権更生債権
等

  77,264   130,517   

(4) 敷金差入保証金   283,172   327,022   

貸倒引当金   △106,193   △134,392   

投資その他の資産合
計

  345,685 17.5  327,004 11.6 △18,681

固定資産合計   579,444 29.3  517,787 18.3 △61,656

資産合計   1,979,640 100.0  2,822,703 100.0 843,062
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   372,035   502,383   

２．未払金   20,604   12,544   

３．未払費用   9,460   45,593   

４．未払法人税等   11,007   11,042   

５．未払消費税等   －   33,847   

６．前受金   －   1,134   

７．預り金   －   64,598   

８．賞与引当金   4,573   5,109   

９．事業再構築引当金   27,000   6,262   

10. 債務保証損失引当金   17,743   －   

11．その他   19,474   －   

流動負債合計   481,898 24.3  682,515 24.2 200,617

Ⅱ　固定負債         

１．転換社債型新株予約
権付社債

  9,500   9,500   

２．預り保証金   50,000   60,226   

３．退職給付引当金   6,293   8,508   

４．その他   1,251   1,251   

固定負債合計   67,045 3.4  79,487 2.8 12,441

負債合計   548,943 27.7  762,002 27.0 213,059

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  2,692,866 136.0  － － △2,692,866

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  1,743,247   －    

資本剰余金合計   1,743,247 88.1  － － △1,743,247

Ⅲ　利益剰余金         

１．任意積立金         

特別償却準備金  1,214   －    

２．当期未処理損失  2,938,325   －    

利益剰余金合計   △2,937,110 △148.4  － － 2,937,110

Ⅳ　自己株式 ※２  △68,306 △3.5  － － 68,306

資本合計   1,430,696 72.3  － － △1,430,696

負債・資本合計   1,979,640 100.0  － － △1,979,640
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  2,906,166 103.0 2,906,166

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,956,547    

資本剰余金合計   － －  1,956,547 69.3 1,956,547

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   652    

繰越利益剰余金  －   △2,754,400    

利益剰余金合計   － －  △2,753,748 △97.6 △2,753,748

４．自己株式   － －  △68,807 △2.4 △68,807

株主資本合計   － －  2,040,157 72.3 2,040,157

Ⅱ　新株予約権   － －  20,542 0.7 20,542

純資産合計   － －  2,060,700 73.0 2,060,700

負債純資産合計   － －  2,822,703 100.0 2,822,703
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１  3,990,579 100.0  3,215,154 100.0 △775,425

Ⅱ　売上原価         

１．商品期首たな卸高  91,780   －    

２．当期商品仕入高  3,202,667   2,512,615    

合計  3,294,448   2,512,615    

３．他勘定振替高 ※２ 646   －    

４．商品期末たな卸高  － 3,293,801 82.5 － 2,512,615 78.2 △781,185

売上総利益   696,777 17.5  702,538 21.8 5,760

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．貸倒引当金繰入額  －   24,324    

２．広告宣伝費  －   33,075    

３．外注費  56,824   42,954    

４．接待交際費  25,324   30,496    

５．役員報酬  43,869   31,935    

６．給料手当・賞与  93,662   65,486    

７．賞与引当金繰入額  2,505   10,644    

８．退職給付費用  3,126   2,438    

９．法定福利費  17,564   12,302    

10．旅費交通費  13,406   10,055    

11．支払手数料  59,240   66,268    

12．地代家賃  76,393   74,928    

13．コンテンツ版権勘定償
却額

 －   42,315    

14．減価償却費  12,915   7,492    

15．その他  87,426 492,260 12.3 95,354 550,072 17.1 57,812

営業利益   204,517 5.1  152,465 4.7 △52,051
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  20,362   28,129    

２. 債権債務精算益　  3,256   －    

３．その他  2,593 26,213 0.7 830 28,960 0.9 2,747

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,623   794    

２．新株発行費  1,202   －    

３．株式交付費  －   2,847    

４．延滞税等  －   8,178    

５．貸倒引当金繰入額  1,588   －    

６．前渡金精算損  －   2,019    

７．その他  344 4,758 0.1 304 14,145 0.4 9,386

経常利益   225,971 5.7  167,280 5.2 △58,691

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益 ※３ －   9,625    

２．事業再構築引当金戻入
益 

 ※４ －   7,593    

３．前期損益修正益  ※５ －   2,597    

４．関係会社事業損失引当
金戻入益

※６ 892,159 892,159 22.4 － 19,816 0.6 △872,342

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※７ －   1,103    

２．特別退職金  ※８ 14,424   －    

３．貸倒引当金繰入額 ※９ 1,399,224   －    

４．事業再構築費用 ※10 150,225   －    

５．債務保証損失引当金繰
入額

※11 26,920   －    

６．訴訟費用  ※12 － 1,590,795 39.9 1,291 2,395 0.1 △1,588,399

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  △472,664 △11.8  184,702 5.7 657,366

法人税、住民税及び事
業税

  1,886 0.0  1,340 0.0 △545

当期純利益又は当期純
損失（△）

  △474,550 △11.9  183,361 5.7 657,912

前期繰越損失   2,463,774   －   

当期未処理損失   2,938,325   －   
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日残高(千円) 2,692,866 1,743,247 1,743,247 1,214 △2,938,325 △2,937,110 △68,306 1,430,696

事業年度中の変動額

新株の発行 213,300 213,300 213,300     426,600

特別償却準備金の取崩    △562 562 －  －

当期純利益     183,361 183,361  183,361

自己株式の取得       △500 △500

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計(千円) 213,300 213,300 213,300 △562 183,924 183,361 △500 609,461

平成19年３月31日残高(千円） 2,906,166 1,956,547 1,956,547 652 △2,754,400 △2,753,748 △68,807 2,040,157

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) － 1,430,696

事業年度中の変動額

新株の発行  426,600

特別償却準備金の取崩  －

当期純利益  183,361

自己株式の取得  △500

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

20,542 20,542

事業年度中の変動額合計(千円) 20,542 630,003

平成19年３月31日残高(千円） 20,542 2,060,700
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

 △472,664 184,702  

減価償却費  14,953 8,511  

コンテンツ版権勘定償
却額 

 － 42,315  

貸倒引当金の増減額  1,400,951 14,698  

関係会社事業損失引当
金の増減額

 △1,302,175 －  

事業再構築引当金の増
減額

 △111,492 △20,737  

債務保証損失引当金の
増減額 

 17,743 △17,743  

事業再構築費用  150,225 －  

売上債権の増減額  △172,169 12,463  

たな卸資産の増減額  91,780 －  

未収入金の増減額  356,065 △48,386  

営業保証金の増減額  △103,257 －  

仕入債務の増減額  186,771 116,712  

その他流動負債の増減
額

 △148,674 118,527  

預り保証金の増減額  26,600 126  

その他  △23,819 18,200  

小計  △89,161 429,392 518,553

利息の受取額  158 47,031  

利息の支払額  △1,583 △794  

法人税等の支払額  △22,098 △2,688  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △112,684 472,941 585,625
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の払戻しによ
る収入

 50,000 －  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △194,869 －  

貸付による支出  △408,630 △457,250  

貸付金の回収による収
入

 21,938 1,077,813  

 敷金差入保証金の差
入による支出

 － △44,850  

敷金差入保証金の返還
による収入

 65,622 1,000  

出資金の支出  △32,856 －  

その他  △28 △2,610  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △498,822 574,102 1,072,925

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額  △15,000 －  

株式の発行による収入  － 426,600  

その他  △16,825 △500  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △31,825 426,099 457,924

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額

 △643,332 1,473,143 2,116,475

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 776,238 132,906 △643,332

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 132,906 1,606,049 1,473,143
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(5）損失処理計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（当期未処理損失の処理）    

Ⅰ　当期未処理損失   2,938,325

Ⅱ　損失処理額    

１．任意積立金取崩額    

特別償却準備金取崩額  562 562

Ⅲ　次期繰越損失   2,937,762

    

（注）　特別償却準備金取崩額は、租税特別措置法の規定に基づく取崩額であり、繰延税金負債相当額の控除後の金額で

表示しております。
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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

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社は、過去６会計期間連続して営業キャッシュ・フロー

がマイナスの状態が継続し、当会計期間においても112,684

千円のマイナス営業キャッシュ・フローとなっております。

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

在しております。

このため当社は、企業としての社会的責任を全うしてい

くうえでも営業キャッシュ・フローの黒字化が企業体力強

化に必須の課題と認識しており、実現のための経営諸施策

を鋭意実施してまいる所存です。

当社は、営業キャッシュ・フロー赤字体質からの脱却に

向けた中長期的な取組みとして、既存事業の拡大・発展と

新規事業の確立を中心として積極的に展開し事業基盤の安

定強化を図ってまいります。また、これら事業推進の円滑

化と迅速化を担う運転資金管理の徹底、販売費及び一般管

理費削減等の諸施策についても積極的に推進してまいりま

す。

当会計期間においては、パチンコ、パチスロへの版権商品

化及び液晶基盤の開発等の遊技機関連事業及びキャラクター

商品化事業を柱として積極的に事業を展開し、売上高増に

大きく貢献しました。一方、慢性的なキャッシュ・フロー

赤字の主因であった店舗運営事業につきましては、平成17

年9月30日をもちまして当事業の全部を廃止し、これに伴う

本社部門の合理化等を併せて実施しました。その結果、営

業収益を確保するに至るなど、財務体質改善に大きく前進

が見られましたものの、直営の店舗廃止に伴う特別損失が

大きく、営業キャッシュ・フローはマイナス計上の止む無

きに至りました。

しかしながら、当期全体の事業経営については、前期まで

継続的に計上しておりました営業損失並びに経常損失から

営業利益（204,517千円）及び経常利益（225,971千円）を

確保できる事業経営へと変わりました。業績は着実に改善

しており、この経営状況は来期以降も継続する見通しであ

り、今後の営業キャッシュ・フロー黒字化定着に直結する

ものと考えております。

当社独自のノウハウを蓄積したキャラクター商品化事業、

デジタルコンテンツ事業の既存事業に加え、来期以降、市

場の更なる拡大が見込まれるアニメビジネス並びに業務・

資本提携契約に基づいた大手総合ディスカウントストアと

の共同事業が本格稼動する見通しであります。既存事業か

らの安定的な利益獲得に加え、収益性・成長性が期待でき

る新規事業が順調に推移することにより、当社の財務基盤

は大きく改善することが見込まれております。

　従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を反映しておりませ

ん。

当社は、前事業年度まで継続的な営業キャッシュ・フロー

のマイナス状態にあたったため、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

この恒常的な営業キャッシュ・フローの赤字体質から抜

本的に脱却するため、赤字体質の主因であった店舗運営事

業の全部を廃止し、これに伴う組織人員の大幅な削減化を

図るなど販売費及び一般管理費の抑制、運転資金の徹底し

た管理体制構築などの諸施策を徹底して推進してまいりま

した。

また、営業活動においてはキャラクター版権商品化事業

及び携帯コンテンツ事業等の既存事業の拡充に加え、遊休

施設及び土地等の不動産活用のコンサルタントビジネスや

パチンコ店のパチンコ景品の仕入・陳列・交換受託業務の

全国展開や大手ディスカウントストアとの業務提携等によ

る新規事業にも積極的に取組したことなどにより、前事業

年度より一歩一歩確かな足取りとなって収支バランスの安

定化と共に財務基盤も大きく改善され、当事業年度におい

ては、472,941千円の営業キャッシュ・フロー黒字化を達成

することができました。

当社の当事業年度の業績につきましても、前事業年度か

ら引き続き、営業利益（152,465千円）及び経常利益

（167,280千円）の計上、さらに６事業年度ぶりに当期純利

益（183,361千円）を計上するに至るなど、当社の事業基

盤・収益力は大きく改善されました。

今後につきましては、当社の事業経営を担う版権ビジネ

ス、アミューズメント施設のメダル遊技機関係事業及びパ

チンコ店関係事業等において、それぞれ取引先及び取引規

模の大幅な拡大が見込まれ、当社の収益力はますます向上

し、事業基盤は更に安定度を増していくものと考えており

ます。これら、経営基盤の強化・安定が得られた経営体制

は、恒常的に利益を確保し、これまで累積した繰越損失の

解消に向け大きく前進していくものと確信いたしておりま

す。

  従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を反映しておりませ

ん。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。

 建物 ６～15年

工具、器具及び備品 ６～８年

建物 ６～15年

工具、器具及び備品 ６～８年

 

 

(2)無形固定資産

ソフトウェア

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

よる定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

ソフトウェア　

  　　　　　　　  同左　

 

 

 　コンテンツ版権

　 法人税法に定める特別な償却方法と同様

 の償却方法により2年で償却しております。

 　コンテンツ版権

   定額法により２年で償却しております。

 （追加情報）

コンテンツ版権については、当事業年度

においてコンテンツ版権仮勘定から振り替

えると共に、定額法により償却を開始して

おります。

２．繰延資産の処理方法

 

(1)新株発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

(1) 　　 　

　　 　　 　──────

 

 

(2) 　　 　

　　 　　 　──────

(2)株式交付費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

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。

(1)貸倒引当金

同左

 

 

(2)賞与引当金

従業員の賞与に備えるため、将来の支給

見込額のうち当期に負担すべき金額を計上

しております。

(2)賞与引当金

同左

 

 

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務（自己都合退職によ

る期末要支給額）を計上しております。

(3)退職給付引当金

同左

 

 

(4)事業再構築引当金

　当社において、事業再構築に伴う損失に

備えるため、店舗運営事業の営業廃止に

よって発生する費用のうち、合理的に見積

もる事のできる費用を計上しております。

(4)事業再構築引当金

同左

 

 

(5)債務保証損失引当金

 債務保証に係る損失に備えるため、債務

保証先の財政状態を勘案し、損失負担見積

額を計上しております。

(5)

　　 　　 　──────
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引出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ケ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

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年 4月 1日
至　平成18年 3月31日）

当事業年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

 (固定資産の減損に係る会計基準)

 当会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会

計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年

10月31日)を適用しております。これによる損益に与える影

響はありません。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　────── 

　　　　　　　　

　　　　　　　　　────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　────── 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日)

を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,040,157千

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 (ストック・オプション等に関する会計基準)

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会計

基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27日)及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日)を適用してお

ります。これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、それぞれ17,974千円減少しております。

㈱ｺﾓﾝｳｪﾙｽ・ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ（7612）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 21 －



表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表）

　前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収収益」は、資産の総額の100分の1を超えること

となったため、当期より区分掲記しております。

　なお、前期に流動資産の「その他」に含めて表示した

「未収収益」は5,083千円であります。

（貸借対照表）

　前期まで区分掲記しておりました「未収収益」（当期末

残高6,039千円）は資産の合計額の100分の１以下となった

ため、流動資産の「その他」に含めて表示することにしま

した。

　前期まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

した「預り金」は負債純資産の総額の100分の１を超える

こととなったため、当期より区分掲記しております。

　なお、前期に流動負債の「その他」に含めて表示した

「預り金」は9,373千円であります。

 （損益計算書）

 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表

示しておりました「接待交際費」及び「外注費」は、販売

費及び一般管理費の合計額の100分の5を超えることとなっ

たため、当期より区分掲記しております。

　なお、前期に販売費及び一般管理費の「その他」に含め

て表示した「接待交際費」は12,447千円、「外注費」は、

58,517千円であります。

　前期まで区分掲記しておりました販売費及び一般管理費

の「雑給」（当期8,575千円）、「水道光熱費」（当期

7,381千円）、「広告宣伝費」（当期2,400千円）、「消耗

品費」（当期3,198千円）及び「荷造運賃費」（当期4,872

千円）は、販売費及び一般管理費の合計額の100分の5以下

となったため「その他」に含めて表示することにしました。

 （損益計算書）

  前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表

示しておりました「貸倒引当金繰入額」及び「広告宣伝

費」は、販売費及び一般管理費の合計額の100分の5を超え

ることとなったため、当期より区分掲記しております。

　なお、前期に販売費及び一般管理費の「その他」に含め

て表示しておりました「貸倒引当金繰入額」は138千円「広

告宣伝費」は2,400千円であります。　

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　授権株式数及び発行済株式総数 ※１　　 　　

　　 　　 　　　　──────

授権株式数 普通株式 71,000,000株

発行済株式総数 普通株式 35,576,857株

※２　自己株式

　当社が保有する自己株式数は、普通株式114,541株

であります。

※２　　 　　 

　　 　　 　　　　──────

３　平成15年６月27日開催の定時株主総会において下記

の欠損てん補を行っております。

　３　　 　　

　　 　　 　　　　──────

資本準備金 1,136,000千円

利益準備金 13,000千円

４　資本の欠損

　　　資本の欠損の額は3,005,417千円であります。

　４　　 　　 

　　 　　 　　　　──────

㈱ｺﾓﾝｳｪﾙｽ・ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ（7612）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 22 －



（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　売上高には加盟店からの次のような営業収入が含ま

れております。

※１　　 　　 

　　　　 　　 ──────────

ロイヤルティ 9,789千円

フランチャイズ加盟金 900千円

計 10,689千円

※２　他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※２　　 　　 

　　　　 　　 ──────────

消耗品費 646千円

計 646千円

※３　　 　　

　　　　 　　 ──────────

※３　貸倒引当金戻入益は、短期貸付金の回収によるもの

であります。　　　　  　　　

※４　　 　　 

　　　　 　　 ──────────

 

※４　事業再構築引当金戻入益は、前事業年度に廃止した

店舗運営事業の損失に対する見積額の戻入であります。

※５　　 　　 

　　　　 　　 ──────────

 

※５　前期損益修正益は、モバイル事業における過年度の

仕入債務の戻入であります。

※６　関係会社事業損失引当金戻入益は、前期繰入した連

結子会社の債務超過相当額に対する関係会社事業損失

引当金の残高を、当該連結子会社の全株式を外部へ売

却したことにより、貸倒引当金へ振替えたことによる

ものであります。

※６　　 　　

　　　　 　　 ──────────

※７　　 　　 

　　　　 　　 ──────────

 

※７　固定資産除却損は、工具・器具及び備品143千円、

ソフトウェア960千円であります。

※８　特別退職金は人員整理及び店舗運営事業の営業廃止

に伴う退職金であります。

※８　　 　　 

　　　　 　　 ──────────

 

※９　貸倒引当金繰入額は、連結子会社の全株式を外部へ

売却したことに伴い相手先に対する債権について全額

引当をしたものであります。

※９　　 　　 

　　　　 　　 ──────────

 

※10　事業再構築費用の主な内訳は次のとおりであります。※10　　 　　 

　　　　 　　 ──────────

店舗運営事業の「トップボーイ」事業

営業廃止に伴う損失
116,755千円

事業再構築引当金繰入額 30,327千円

※11　債務保証損失引当金繰入額は、債務保証に係る損失

に備えるため、債務保証先の財政状態を勘案し、損失

負担見積額を繰入したものであります。

※11　　 　　 

　　　　 　　 ──────────

※12　　 　　 

　　　　 　　 ──────────

※12　訴訟費用は当社が係争中の裁判案件に係る弁護士費

用等であります。　　 　　 　 　　 
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 　　　　（注）１ 35,576,857 2,700,000 － 38,276,857

合計 35,576,857 2,700,000 － 38,276,857

自己株式

普通株式 　　　　（注）２ 114,541 2,488 － 117,029

合計 114,541 2,488 － 117,029

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加2,700,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであり

 　　　　　ます。

　　   ２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,488株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

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） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社
ストック・オプション等とし

ての新株予約権
－ － － － － 20,542

合計 － － － － － 20,542

 （注）　上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月 1日
至　平成18年３月31日） 

当事業年度
（自　平成18年４月 1日
至　平成19年３月31日） 

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

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貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金期末残高 132,906千円

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金
－千円

現金及び現金同等物の期末残

高
132,906千円

現金及び預金期末残高 1,606,049千円

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金
－千円

現金及び現金同等物の期末残

高
1,606,049千円

２　重要な非資金取引の内容

（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使）

 

　　　　 　　 ──────────

 

新株予約権の行使による資本金増加額 147,249千円

新株予約権の行使による資本準備金増

加額
147,250千円

新株予約権の行使による新株予約権付

社債減少額
294,500千円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

(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

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具、器具及
び備品

28,273 18,555 9,718

合計 28,273 18,555 9,718

 
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）

工具、器具及
び備品

25,396 20,852 4,543

合計 25,396 20,852 4,543

(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,314千円

１年超 4,763千円

合計 10,078千円

１年以内 4,594千円

１年超 169千円

合計 4,763千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 6,105千円

減価償却費相当額 5,750千円

支払利息相当額 326千円

支払リース料 5,502千円

減価償却費相当額 5,174千円

支払利息相当額 187千円

(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。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5)利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

　該当事項はありません。

 

当事業年度（平成19年３月31日現在）

　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

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利用していないため、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１. 採用している退職給付制度の概要

 　  当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採

  　 用しております。　

１. 採用している退職給付制度の概要

 　  当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採

  　 用しております。　

２. 退職給付債務及びその内訳 ２. 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 6,293千円

退職給付引当金 6,293千円

退職給付債務 8,508千円

退職給付引当金 8,508千円

３. 退職給付費用及びその内訳 ３. 退職給付費用及びその内訳

退職給付費用 3,183千円

(1)退職給付引当金繰入額

(2)その他

3,126千円

56千円

退職給付費用 2,438千円

退職給付引当金繰入額 2,438千円

 ４．退職給付債務の計算基礎

 　　当社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用して

おりますので、基礎率等については記載しておりませ

ん。

 ４．退職給付債務の計算基礎

 　　当社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用して

おりますので、基礎率等については記載しておりませ

ん。
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（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．ストック・オプション等に係る当事業年度における費用計上額及び科目名

    販売費及び一般管理費　　17,974千円

 

２．ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプション等の内容

平成17年
新株予約権

平成18年
新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社顧問　　　　 ５名 当社顧問　　　　 ２名

株式の種類別のストック・オプショ

ン等の数　（注）
普通株式　3,000,000株 普通株式　　600,000株

付与日 平成17年10月24日 平成18年８月28日

権利確定条件

 付与日（平成17年10月24日）以降、

権利確定日まで当社の顧問の地位に

あること。

 付与日（平成18年８月28日）以降、

権利確定日まで当社の顧問の地位に

あること。

対象勤務期間 　　　　　───── 　　　　　─────

権利行使期間
 自　平成17年10月24日

至　平成19年11月30日　

 自　平成18年８月28日

至　平成21年６月30日　

 　(注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプション等の規模及びその変動状況

　当事業年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション

等の数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプション等の数

平成17年
新株予約権

平成18年
新株予約権

権利確定前　　　（株）   

前事業年度末 ― ―

付与 ― 600,000

失効 ― ―

権利確定 ― 600,000

未確定残 ― ―

権利確定後　　　（株）   

前事業年度末 3,000,000 ―

権利確定 ― 600,000

権利行使 2,700,000 ―

失効 ― ―

未行使残 300,000 600,000

②　単価情報

平成17年
新株予約権

平成18年
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 158 197

行使時平均株価　　　　　（円） 226 ―

付与日における公正な評価単価

　　　　　　　　　　　 　(円）　
― 34
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３．ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法

　  当事業年度において付与された平成18年新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであり

ます。 

①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式　

②　主な基礎数値及び見積方法

平成18年
新株予約権

株価変動性　　　　　　（注）１ 48％ 

予想残存期間　　　　　（注）２ 1.4年

予想配当　　　　　　　（注）３　 ０円／株

無リスク利子率　　　　（注）４  0.68％ 

 　（注）１.　1.5年間（平成17年１月から平成18年７月まで）の株価実績に基づき算定しております。

 　　　　２.　十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使され

るものと推定して見積っております。

 　　　　３.　平成18年３月期の配当実績によっております。

 　　　　４.　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 

４．ストック・オプション等の権利確定数の見積方法

　  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。 
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （千円）

商品評価損否認額 1,932

関係会社事業損失引当金否認額 166,876

事業再構築引当金否認額 10,989

債務保証損失引当金否認額 7,221

投資有価証券評価損否認額 105,574

未払事業税否認額(外形標準課税) 4,479

貸倒引当金損金算入限度超過額 614,222

賞与引当金損金算入限度超過額 1,861

退職給付引当金損金算入限度超過額 2,616

繰越欠損金 1,035,047

その他 374

繰延税金資産　　　　　　　小計 1,951,195

評価性引当金 △1,950,737

繰延税金資産　　　　　　　合計 457

繰延税金負債  

特別償却準備金 △457

繰延税金負債　合計 △457

繰延税金資産の純額 －

繰延税金資産 （千円）

事業再構築引当金否認 2,548

保証債務履行による求償権加算 7,478

未払事業税否認額(外形標準課税) 5,982

貸倒引当金繰入限度超過額 625,023

賞与引当金繰入限度超過額 2,079

退職給付引当金繰入限度超過額 3,462

繰越欠損金 1,105,924

その他 552

繰延税金資産　　　　　　　小計 1,753,052

評価性引当金 △1,752,965

繰延税金資産　　　　　　　合計 86

繰延税金負債  

特別償却準備金 △62

未払消費税等 △23

繰延税金負債　合計 △86

繰延税金資産の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

　

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異については、当期純損失が計上されているため、

記載しておりません。

 （％）

法定実効税率

（調整） 

40.7

 

 評価性引当金の増減 △107.1

 交際費等永久に損金に算入されない項目 65.7

 住民税均等割 0.7

 その他 0.7

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.7

（持分法損益等）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

 

同左
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

１．役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容
取引の内容

（注２）

取引金額
(千円)

（注１）
科目

期末残高
（千円）

（注１）
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等(注3)

（当該会社

等の子会社

を含む）

旭インベ

ストメン

ト㈱

東京都

港区
40,000

物流倉庫

の賃貸業

(被所有)

直接

1.54％

役員

１名

倉庫の

賃貸
資金の貸付 50,000

短期貸付

金
576,500

サンロジ

テック㈱

東京都

港区
30,000 運送業 －  なし

在庫商

品の管

理業務

倉庫管理手数

料等の支払
4,469 未払費用 151

主要株主

（個人）が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

㈱パウ・

クリエー

ション

（注４）

 東京都

 江戸川区
10,000

不動産賃

貸業及び

店舗運営

－ なし 
不動産

転貸借
預り金の支払 －  預り金 1,351

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

手数料等は、他社との取引価格を参考にして、同等の価格によっております。

３．平成17年６月29日の株主総会において取締役柳田康友が退任し、関連当事者に該当しなくなったことに伴い、

退任日までの取引について記載しております。

 　　　 ４. 当社の主要株主（安田隆夫氏）が代表取締役会長を務めております。

 

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容
取引の内容

（注２）

取引金額
(千円)

（注１）
科目

期末残高
（千円）

（注１）
役員の
兼任等

事業上
の関係

主要株主

（個人）が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

 

㈱パウ・

クリエー

ション

(注３)

 東京都

 江戸川区
10,000

不動産賃

貸業及び

店舗運営

－ なし 
不動産

転貸借
保証金の支払 －

差入保証

金
43,850

㈱ドンキ

コム

(注３)

東京都

江戸川区
450,000

WEBサイ

トによる

商品販売

事業

－  なし

商品の

販売・

仕入

商品の売上　

手数料

商品の仕入

1,028

4,244

売掛金

買掛金

934

939

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

手数料等は、他社との取引価格を参考にして、同等の価格によっております。

 　　　 ３. 当社の主要株主（安田隆夫氏）が代表取締役会長を務めております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 40円34銭

１株当たり当期純損失金額 14円04銭

１株当たり純資産額 53円46銭

１株当たり当期純利益金額 4円88銭

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、潜在株式は存在するものの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。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　   4円84銭

　（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △474,550 183,361

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
△474,550 183,361

期中平均株式数（株） 33,794,516 37,569,013

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額（千円） － －

 普通株式増加数（株） － 302,677

 （うち新株予約権付社債） －  (43,981)

 （うち新株予約権） －  　　(258,696)

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めなかった

潜在株式の概要

転換社債型新株予

約権付社債の残高　 　 9,500千円

新株予約権の残高　 　 　   95個

平成18年6月29日定時

株主総会決議に基づく　　  600個

新株予約権の残高

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

新株予約権（ストックオプション）の権利行使

当事業年度終了後、平成18年6月20日に新株予約権（ス

トックオプション：平成16年11月25日臨時株主総会決議　

平成17年10月24日発行）の一部権利行使2,700個）を受けま

した。当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりで

す。

　増加した株式数　　　　2,700,000株

　増加した資本金　　　　　213,300千円

　増加した資本準備金　　　213,300千円

　これにより平成18年6月29日現在の発行済株式数は

38,276,857株、資本金は2,906,166千円、資本準備金は

1,956,547千円となりました。

 

 ────────── 
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）商品仕入実績

　　当事業年度の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりとなります。

事業部門別
当事業年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

コンテンツ事業　　　　　　（千円） 2,294,328

アミューズメント事業　　　（千円） 212,364

コンサルティング事業　　　（千円） 5,922

　合　　計　　　（千円） 2,512,615

　（注）１．金額は仕入価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当事業年度に組織変更を行ったため、前年同期比の記載は行っておりません。

(2）販売実績

　当事業年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりとなります。

事業部門別
当事業年度

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

コンテンツ事業　　　　　　（千円） 2,756,349

アミューズメント事業　　　（千円） 371,956

コンサルティング事業　　　（千円） 86,848

　合　　計　　　（千円） 3,215,154

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当事業年度に組織変更を行ったため、前年同期比の記載は行っておりません。

３．当事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりです。

 

相手先

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 株式会社　三共 2,493,685 62.5 2,303,878 71.7

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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