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（百万円未満切捨て） 
１．平成19年12月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日） 
（注）当社は、平成18年12月中間期（平成18年１月１日～平成18年６月30日）は非連結であったので、平

成18年12月中間期実績及び対前年中間期増減率については記載しておりません。 
（１）連結経営成績                      （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業損益 経常損益 中間（当期）純損失
 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

百万円   ％
2,512（―）

―（―）

百万円   ％
△90（―）

―（―）

百万円   ％ 
△35（―） 

―（―） 

百万円   ％
58（―）
―（―）

18年12月期 8,158      266      232       1,518      

 
 １株当たり中間 

（当期）純損失 
潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）

純利益 
 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

円 銭
     2,021.89

    ―

円 銭
―
―

18年12月期    52,284.18 ―

(参考) 持分法投資損益 19年12月中間期 42百万円   18年12月期 ― 
 
（２）連結財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年12月中間期 
19年12月中間期 

百万円
4,660

―

百万円
1,809

―

％ 
34.0 

― 

円 銭
54,617.28

―

18年12月期 4,778 1,906 34.6 56,866.70

(参考) 自己資本 19年12月中間期 1,586百万円  18年12月期 1,651百万円 
 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

百万円 
337 
― 

百万円
△629

―

百万円 
349 
― 

百万円
1,607

―

18年12月期 1,418 △2,266 852 1,549

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 第 １ 
四半期末 

中間期末
第 ３ 
四半期末

期 末 年 間 

 
18年12月期 

 
― 

円 銭
―

円 銭
―

円 銭
―

円 銭
0.00

19年12月期（実績） ― ―

19年12月期（予想）  
― ― 

0.00

 

 
３．19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

（％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 １株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通  期 5,945（72.9） 54（20.3） 141（―） 92（―） 3,190.36
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）    無 
    
（２）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更          無 
② ①以外の変更                 無 

 
（３）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12月中間期  29,040株 18年12月中間期 29,040株 18年12月期 29,040株 

② 期末自己株式数 
19年12月中間期  ― 18年12月中間期 ― 18年12月期 ― 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

 

 
（参考）個別業績の概要 

 
１．19年12月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日） 
（１）個別経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業損益 経常損益 中間（当期）純損益

 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

  百万円  ％ 
 1,811（51.8） 
3,495（123.5） 

百万円   ％
△108（―）  
443（247.3）

百万円   ％
△85（―）  
442（267.7）

百万円   ％
△91（―）  
104（110.3）

18年12月期   7,093       132         102         △1,469     

 
 １株当たり中間 

（当期）純損益 
 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

円  銭 
△3,137.31  
3,599.77 

18年12月期 △50,617.48 

 
（２）個別財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

百万円 
3,948 
4,827 

百万円
1,485 
3,158 

％
37.6 
65.4 

円 銭
51,168.22      
108,752.16 

18年12月期 3,963 1,583 40.0  54,533.05 

 (参考)  自己資本   19年12月中間期 1,485百万円   18年12月中間期 3,158百万円   18年12月期 1,583百万円 
 
 
２．19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 売 上 高 営業損失 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

通  期 4,092（57.7） 30（―） 9（8.8） 1（―） 52.00 

 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。 
予想に内在するさまざまな不確定要因や、この後の事業運営における内外の状況変化等により、 

実績はこれらの見通しと大きく異なる可能性がありますのでご承知おきください。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当中間連結会計期間の概況 

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向が内外経済に与える影響等には

留意する必要があるものの、先行きについては企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国

内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれております。 

当社グループを取り巻く事業環境におきましては、媒体メディアの多様化、少子化およびクラ

イアント各社の事業再編による影響が急速に進行しており、既存のビジネスモデルによる成長に

限界が生じつつあるという厳しい状況が続いております。 

こうしたなか当社は、前会計期間におけるテレビアニメーションの番組枠数の絞り込み、出版

事業の立上げに続き、平成 19 年４月には業務用ゲーム機器、プライズ、モバイル事業に強みを

持つフリュー株式会社を持分法適用会社とし、メディア領域の拡大を通じた成長を志向してまい

りました。 

テレビ･キャラクター事業では、「セトミストリート」、「おねがいマイメロディ」シリーズ、

「ロビーとケロビー」の企画製作、版権業務を中心に、出版事業では分冊百科「エヴァンゲリオ

ン・クロニクル」、「毎日おいしい！ はなまるレシピ」の発行に取り組みました。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は 2,512 百万円、営業損失が 90 百万円、経常損失は

35 百万円、中間純損失は 58 百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 テレビ・キャラクター事業 

    当事業は当中間会計期間より週２枠体制となり、第２四半期からは「セサミストリート」

とアニメーションとバラエティが合体したキッズのための新しい情報番組「アニメロビ

ー」となりました。「アニメロビー」の中で「おねがいマイメロディすっきり♪」と「ロ

ビーとケロビー」の２作品を放送しております。その結果、売上高は1,298百万円、営業

損失は37百万円となりました。 

  出版事業 

    当事業におきましては、「エヴァンゲリオン・クロニクル」に加えまして、「毎日おいし

い！はなまるレシピ」を発行いたしました。また、連結子会社株式会社ヴィレッジブッ

クスの「さおり＆トニーの冒険旅行 イタリアで大の字」等が業績に寄与いたしました

ので、当中間連結会計期間の売上高は1,157百万円、営業利益は47百万円となりました。 

  その他事業 

    「スヌーピーライフデザイン展」等の地方巡回展等を開催した結果、売上高は56百万円、

営業利益は5百万円となりました。 

 

②通期の見通し 

    当社グループは、これまで専らテレビアニメに偏重していた事業体質を見直し、「質の高い

コンテンツの確保と制作投資」、「メディア領域の拡大」、「優良クライアントの拡大」の方針の

もと、テレビ・キャラクター事業と出版事業を中心に成長を目指してまいります。 

    テレビ・キャラクター事業は、当面「セサミストリート」と「アニメロビー」の２番組体制

を維持し、企画･制作業務、広告代理店業務、版権管理業務を三位一体として稼働させて多面

的な収益確保を目指します。 

    出版事業は、当社と連結子会社の株式会社ヴィレッジブックスがそれぞれの強みを発揮する

ジャンルを担当し、バランスのとれた作品作りに取り組んでまいります。具体的には、当社は

「エヴァンゲリオン・クロニクル」のようなパートワークブッグ等の企画出版物に取り組んで

まいります。一方、株式会社ヴィレッジブックスは海外作家の翻訳出版物、エンタテインメン

ト色の強い作品の刊行に取り組んでまいります。 

    通期の業績見通しにつきましては、当該期を成長の踊り場ととらえ、上半期は当期中間純損

失が発生いたしましたものの、下半期からは関係会社フリュー株式会社（旧 フリューＨＤ株
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式会社）の持分法投資利益が見込まれる予定であります。その結果、通期の業績見通しは、売

上高 5,945 百万円、経常利益 141 百万円、当期純利益 92 百万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

資産、負債及び純資産の状況 

   当中間連結会計期間末の資産につきましては、流動資産としてたな卸資産 402 百万円等を計上

した結果、残高が 3,122 百万円となりました。固定資産につきましては、関係会社株式 462 百万

円、関係会社有価証券が 100 百万円増加したこと等により、残高が 1,537 百万円となりました。 

負債につきましては、流動負債残高が2,562百万円、固定負債残高が288百万円となりました。

主な原因としては、短期借入金 233 百万円の増加、長期借入金 116 百万円の増加等が挙げられま

す。 

純資産につきましては、株主資本 1,585 百万円、少数株主持分 223 百万円を計上した結果、当

中間会計期間末残高は 1,809 百万円となりました。 

 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

   当中間会計期間における現金及び現金同等物は、1,607 百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間は税引前中間純損失を 36 百万円、減価償却費を 171 百万円、及びテレ

ビ週２枠削減の影響による売上債権の減少を 566 百万円、仕入債務の減少を 139 百万円計上し

た結果、営業活動によるキャッシュ・フローは 337 百万円となりました。 

（投資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・フローは、629 百万円の流出となりました。「おねがいマイメ

ロディ」シリーズの映像マスター制作 175 百万円、持分法関連会社であるフリュー株式会社の

株式取得 1,035 百万円、同売却 615 百万円、関係会社有価証券取得 500 百万円、同売却 400

百万円等が主な要因となっております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間は、銀行からの借入1,900百万円を行いましたが、当中間連結会計期間

末までに返済1,550百万円も行いましたので、財務活動によるキャッシュ・フローは349百万円

となりました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 
平成 19 年 12 月 

中間期 

自己資本比率（％） ― ― 34.6 34.0

時価ベースの自己資本比

率（％） 
― ― 37.0 31.2

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（％） 
― ― 35.3 126.0

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
― ― 589.1 32.6

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースにしております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

   当社は株主の皆様に対する利益還元と財務安全性を重要な政策として位置付けております。配

当につきましては、将来に向かって強力なコンテンツ開発・制作体制を構築するため、利益の一

部を内部留保し財務体質の強化を図り、資金需要に備えたうえで、配当性向を重視し積極的に実

施してまいりたいと考えております。 

しかしながら、当連結会計年度はこれまでのテレビアニメ偏重のビジネスモデルから多角的な

メディア展開を通じた成長戦略への踊り場であり、前連結会計年度において毀損した資本の改善

に努めつつ、将来を見据えた事業投資を優先すべき局面であると心得え、前期に引き続き無配と

させていただきたく考えております。 

株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りまようお願い申し上げます。 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの営業成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下の

ようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、中間決算短信の公表日現在における当社グループが

判断したものであります。 

 

①コンテンツの良否による業績変動のリスク 

当社グループは、常にクオリティーの高いコンテンツの創出、スポンサーニーズのコンテン

ツへの反映を心がけておりますが、それらすべてがユーザー(例えばテレビの場合は視聴者、

出版の場合は読者)の嗜好に常に合致するとは限りません。当社のコンテンツがユーザーの嗜

好に合致しない場合は、テレビ・キャラクター事業の場合は当社が期待するほどの版権収入を

確保することができず、出版事業の場合は返本数の増減によって当社グループの経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。また、テレビ・キャラクター事業の場合は当社のコンテンツが

ユーザーの嗜好に合致したとしても、投資やコンテンツのキャラクターを商品に利用するライ

センシーの営業成績によっては、当社が期待するほどの版権収入を確保することができず、当

社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②セサミストリート関連事業について 

当社は、株式会社アサツー ディ・ケイほか数社と共同で、日本国内における「セサミスト

リート」の商品化およびプロモーション事業を行うため、平成 16 年２月 27 日付で民法第 667

条に基づく任意組合である「セサミストリート・パートナーズ・ジャパン」(以下、「SSPJ」)

の設立に関する契約(契約期間は、平成 22 年３月末日まで)を締結し、当該事業を進めており

ます。 

SSPJ は同日付で、「セサミストリート」の原権利者である米国 NPO(非営利団

体)SESAMEWORKSHOP とライセンス契約を締結し、「セサミストリート」の日本語番組の製作等、

「セサミストリート」関連事業を展開しています。 

当社は SSPJ に 27.5％出資しており、SSPJ の収益に対して出資割合に応じた分配金を得る権

利を持つとともに、以下の役割を担っております。 

(a) ライセンス契約で定められたコンテンツ等の商品化権管理業務 

(b) 日本版セサミストリートの番組広告枠販売の協力業務 

(c) 日本版セサミストリートの製作業務 

当社は「セサミストリート」関連事業に注力することにより、業績の一層の拡大を図る方針

でありますが、一方で、当該事業において期待どおりの成果が得られなかった場合には、当社

の経営成績に悪影響を及ぼします。 

また SSPJ に係る契約に基づき、SSPJ において発生した負債等についても出資割合に応じた

負担を求められる可能性があり、また組合財産に不足が生じた場合には追加出資を求められる

可能性もあります。 
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③持分法適用会社による業績変動リスク 

当社グループは、平成19年４月よりフリュー株式会社の発行済株式総数の20.0％を保有し、

持分法適用会社としております。同社は、業務用ゲーム機及び景品の企画・開発・製造・販売

ならびに携帯電話向け情報配信事業を営んでおり、平成 19 年４月から同年６月までの間に持

分法投資利益として 42 百万円の業績寄与をしております。このように現状における同社の業

績は当社グループに多大の影響を及ぼしておりますので、今後同社の業績が悪化した場合、当

社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

④アニメーションコンテンツのライフサイクルが短いための業績変動のリスク 

テレビアニメーション作品のライフサイクルは短いもので半年、長いもので５年程度であり

ます。従って、当社はアニメーションコンテンツの開発及び獲得に継続的に注力しております

が、新たなアニメーションコンテンツが適時に開発または獲得できる保証はありません。アニ

メーションコンテンツの開発及び獲得が予定より遅れた場合は、当社グループの経営成績に悪

影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤外注使用による業績変動のリスク 

当社は制作現場(アニメーションの動画制作部門や編集部門等)を内部に持たないため、外部

の制作会社へ制作の殆どを委託しております。この方式は、生産性を重視する当社において組

織の肥大化を防ぐと同時に、作品に応じた制作会社を選択できるという大きな利点を有してお

ります。しかし、適切な委託先が安定的に確保できる保証はなく、また、委託先である制作会

社の倒産等何らかの事情により作品の納入が遅れた場合には、当社グループの経営成績に悪影

響を及ぼす可能性があります。これらのリスクを回避するため、当社は特定の制作会社に限定

せずに、適切な委託先を選定して発注をしており、また、委託先に対する進捗管理、品質管理

に注力しております。 

 

⑥小規模組織であること 

当社グループは、平成 19 年６月 30 日現在従業員数 26 名(他、臨時雇用者及び他社からの出

向社員・業務委託等 20 名)と小規模組織であり、内部管理体制もこのような規模に応じたもの

となっております。当社グループでは、今後の事業拡大に伴い、人員の増強及び内部管理体制

の一層の充実を図る方針であります。しかしながら、将来的に適切かつ十分な人材の確保・育

成ができなかった場合には、人材の不足等により、当社グループの事業活動に支障が生じる可

能性があります。 

 

⑦代表取締役に対する依存度について 

当社代表取締役である鈴木徹也は、当社の創業者であり、大株主(発行済株式の 21.46％保

有)であります。同氏は、当社の経営戦略策定の中心的役割を担っており、また、ビジネス展

開のプロデュース能力の面からも、現在当社において極めて重要な存在であります。当社では、

教育体制の整備と情報の共有化を図りつつ、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めて

おりますが、それらの施策が完了しないままに、不測の事態により、同氏が離職するような場

合には当社の経営成績に重要な影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び連結子会社の株式会社ヴィレッジブックス及び持分法適用会社のフリュ

ー株式会社の３社で構成され、テレビ・キャラクター事業ならびに出版事業を主たる業務としており

ます。 

当社グループの事業内容は、当社がコンテンツにかかわるテレビ・出版の企画・制作・販売業務、

テレビ番組枠やクライアントの確保にあたる広告代理業務、版権管理業務、有力コンテンツにかかわ

る分冊百科などの出版業務を行い、株式会社ヴィレッジブックスが書籍の出版業務、フリュー株式会

社が業務用ゲーム機及び景品の企画・開発・製造・販売ならびに携帯電話向け情報配信事業を担当し

ております。 

以上の企業集団についての事業系統図は次のとおりであります。 

当

社

テ
レ
ビ
・キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
事
業

出

版

事

業

放映権許諾

商品化権許諾

海外販売権許諾

制作委託

提供スポンサー
ライセンシー

制作会社

制作物

テレビ番組枠

出資

出資

海外出版著作権者国内出版著作権者

㈱ヴィレッジブックス

出版権許諾

製・商品

販売委託

出版流通

国

内

外

ユ

ー

ザ

ー

メディア

海外ライセンシー

書店

そ
の
他
の
事
業

フリュー㈱

ゲーム店･アミューズメント

携帯電話向け情報配信
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３．経営方針 

（１）会社の経営の方針 

   当社は、「皆様の生活にエンターティンメント（娯楽、楽しみ）をお届けします」を経営理念

としております。この理念はクライアント、コンテンツ、メディア、消費者を効果的に結びつけ

るという基本戦略のもとにコンテンツの多様な事業化を通じて実現させています。すなわち、ク

ライアントニーズに呼応したコンテンツを獲得し、ユーザーニーズを織り込みつつ、メディアミ

ックスという手法をもってユーザーにコンテンツを提供するものであります。 

 

（２）目標とする経営指標 

   当社は、経営方針に基づき安定的かつ持続的な成長と利益の確保を経営目標としております。

そのため当社は積極的にコンテンツ制作投資を行う必要があります。また、コンテンツをユーザ

ーに届けてビジネスを展開する以上、優良クライアントの開拓、コンテンツの開拓・開発を行う

ことが不可欠であります。 

従いまして、コンテンツの制作投資を安定的に行うために、財務安全性を高める必要がありま

す。また、優良クライアントの開拓、コンテンツの開拓・開発には、各人が機動的にビジネスを

行うことにより生産効率の向上を図ってゆく必要があります。 

しかし、これらの施策を実施するにあたり、まず前連結会計年度において毀損した資本を改善

するために、財務安全性において自己資本比率を 40%に設定し、当社の目標とする指標といたし

たいと考えております。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、これまでの専らテレビアニメに偏重していた事業体質を見直し、「質の高い

コンテンツの確保と制作投資」、「メディア領域の拡大」、「優良クライアントの拡大」の方針のも

と、テレビ・キャラクター事業と出版事業を中心に成長を目指してまいります。 

テレビ・キャラクター事業は、当面「セサミストリート」や「マイメロディ」のような認知度

が高いキャラクターが登場する番組において、企画・制作業務、広告代理店業務、版権管理業務

を三位一体として稼働させて多面的な収益確保を目指します。 

出版事業は、当社と連結子会社の株式会社ヴィレッジブックスがそれぞれの強みを発揮するジ

ャンルを担当してバランスのとれた作品作りに取り組んでまいります。具体的には、当社が「エ

ヴァンゲリオン・クロニクル」のようなパートワークブック等の企画・開発型の出版物やアミュ

ーズメント系の編集を得意としており、多様なターゲットユーザーを対象とした作品を展開して

まいります。株式会社ヴィレッジブックスは「エラゴン」シリーズ、「ブリジットジョーンズの

日記」など海外作家の翻訳出版物を手がける一方、旧ソニー・マガジンズ社書籍部門であったこ

とから、エンタテインメント色の強い作品も多数有しており、今後も女性層を中心に優良な作品

を提供してまいります。 

また、当社が得意とするメディアミックスの手法でテレビと出版事業を連携させることによっ

て当社グループ全体のシナジー効果をあげて、企業価値を高めてまいります。 

さらには、ニューメディアに強みを持つ他社との資本・業務提携を通じて「優良クライアント

の拡大」と「メディア領域の拡大」を図り、当社グループの業容拡大を推進してまいりたいと考

えております。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

コンテンツ産業は、コンテンツの多様化及びテレビ、出版、携帯電話、インターネット等の情

報媒体の拡大とともに、コンテンツの優劣が消費者からの支持を左右するものと認識しておりま

す。 

このような情勢のなか、当社グループといたしましては、「質の高いコンテンツの確保と制作

投資」、「メディア領域の拡大」、「優良クライアントの拡大」をはかる必要があります。 

当社グループは、「質の高いコンテンツの確保と制作投資」、「優良クライアントの拡大」の実
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現のために優秀な人材を確保し、機動的なビジネスが展開できるよう対処いたします。また、「メ

ディア領域の拡大」では、コンテンツの展開をテレビ、出版以外のメディアにも求め、ビジネス

チャンスの確保に努めるとともに、単一メディアに依存するリスクを低減してまいります。 
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４．中間連結財務諸表 

（１）中間連結貸借対照表 
 

  
当中間連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,586,315  1,528,456

２ 受取手形及び売掛金  1,126,557  1,693,095

３ 有価証券  20,757  20,711

４ たな卸資産  258,036  304,167

５ 繰延税金資産  24,906  47,711

６ その他  107,855  137,555

  貸倒引当金  △1,436  △3,504

流動資産合計  3,122,991 67.0  3,728,193 78.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1)映像マスター  242,444 229,949 

(2)その他   81,223 89,723 

有形固定資産合計  323,668 6.9  319,673 6.7

２ 無形固定資産  8,431 0.2  8,756 0.2

３ 投資その他の資産   

(1)投資有価証券  29,198 43,490 

(2)関係会社株式 ※2･3 492,678 30,000 

(3)関係会社有価証券  100,000 ― 

(4)長期貸付金  91,405 117,894 

(5)その他  500,533 539,089 

 貸倒引当金  △8,527 △8,581 

投資その他の資産合計  1,205,287 25.9  721,891 15.1

固定資産合計  1,537,388 33.0  1,050,322 22.0

資産合計  4,660,380 100.0  4,778,515 100.0
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当中間連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 業務未払金  1,311,661  1,450,769

２ 短期借入金  733,386  500,000

３ 賞与引当金  8,068  7,400

４ 返品債権特別勘定  91,448  78,862

５ 返品調整引当金  125,220  156,938

６ 仮受金  195,077  292,811

７ その他  97,198  238,065

流動負債合計  2,562,061 55.0  2,724,848 57.0

Ⅱ 固定負債   

１ 繰延税金負債  175  4,580

２ 長期借入金  116,600  ―

３ 退職給付引当金  11,230  9,997

４ 役員退職慰労引当金  135,440  132,569

５ 負ののれん  25,533  ―

固定負債合計  288,979 6.2  147,146 3.1

負債合計  2,851,040 61.2  2,871,995 60.1
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当中間連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  1,166,974  1,166,974

 ２ 資本剰余金  409,795  1,150,074

 ３ 利益剰余金  9,053  △672,509

   株主資本合計  1,585,823 33.9  1,644,538 34.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

 262  6,870

   評価・換算差額等合計  262 0.1  6,870 0.2

Ⅲ 少数株主持分  223,253 4.8  255,111 5.3

   純資産合計  1,809,339 38.8  1,906,520 39.9

   負債純資産合計  4,660,380 100.0  4,778,515 100.0
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（２）中間連結損益計算書 
 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  2,512,541 100.0  8,158,917 100.0

Ⅱ 売上原価  1,905,051 75.8  5,590,744 68.5

売上総利益  607,489 24.2  2,568,172 31.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 697,761 27.8  2,301,957 28.2

営業利益又は営業損失(△)  △90,271 △3.6  266,214 3.3

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  20,153 3,623 

２ 受取配当金  132 913 

３ 持分法投資利益  42,678 ― 

４ その他  6,187 69,151 2.8 4,526 9,063 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  10,365 2,407 

２ 支払手数料  624 29,000 

３ 上場関係費用  3,260 11,158 

４ その他  206 14,456 0.6 27 42,593 0.5

経常利益又は経常損失(△)  △35,576 △1.4  232,685 2.9

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入  2,121 2,121 0.1 ― ― ―

Ⅶ 特別損失   

１ 減損損失 ※３ ― 1,291,319 

２ 単行本調整勘定繰入  ― 205,913 

３ その他 ※2・4 3,280 3,280 0.1 116,573 1,613,807 19.8

税金等調整前 
中間(当期)純損失 

 36,735 △1.4  1,381,122 △16.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 4,156 70,039 

法人税等調整額  22,805 26,961 1.1 88,889 158,928 2.0

少数株主損失  4,981 0.2  21,718 0.3

中間(当期)純損失  58,715 △2.3  1,518,332 △18.6
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年12月31日残高(千円) 1,166,974 1,150,074 △672,509 1,644,538 

中間連結会計期間中の変動額  

 資本剰余金の取崩(千円) ― △740,278 740,278 ― 

 中間純損失(千円) ― ― △58,715 △58,715 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― △740,278 681,562 △58,715 

平成19年６月30日残高(千円) 1,166,974 409,795 9,053 1,585,823 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年12月31日残高(千円) 6,870 6,870 255,111 1,906,520 

中間連結会計期間中の変動額  

 資本剰余金の取崩(千円) ― ― ― ― 

 中間純損失(千円) ― ― ― △58,715 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△6,607 △6,607 △31,858 △38,465 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△6,607 △6,607 △31,858 △97,181 

平成19年６月30日残高(千円) 262 262 223,253 1,809,339 
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前連結会計年度(自 平成 18 年１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 株主資本合計 

平成17年12月31日残高(千円) 1,166,974 1,150,074 796,309 3,113,357 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △40,656 △40,656 

 利益処分による役員賞与 ― ― △26,000 △26,000 

 増資による持分変動額 ― ― 116,170 116,170 

 当期純損失 ― ― △1,518,332 △1,518,332 

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― 

連結会計年度中の変動額合計(千円) ― ― △1,468,818 △1,468,818 

平成18年12月31日残高(千円) 1,166,974 1,150,074 △672,509 1,644,538 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年12月31日残高(千円) 7,170 7,170 ― 3,120,527 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △40,656 

 利益処分による役員賞与 ― ― ― △26,000 

 増資による持分変動額 ― ― ― 116,170 

 当期純損失 ― ― ― △1,518,332 

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) 

△300 △300 255,111 254,811 

連結会計年度中の変動額合計(千円) △300 △300 255,111 △1,214,007 

平成18年12月31日残高(千円) 6,870 6,870 255,111 1,906,520 
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間(当期)純損失  △36,735 △1,381,122

減価償却費  171,608 1,541,104

負ののれん償却額  △1,343 ―

減損損失  ― 1,291,319

貸倒引当金の増加(△減少)  △2,121 1,311

賞与引当金の増加  667 1,119

返品債権特別勘定の増加  12,586 78,862

返品調整引当金の増加(△減少)  △31,717 156,938

単行本調整引当金の増加  36,671 205,913

退職給付引当金の増加  1,233 2,335

役員退職慰労引当金の増加  2,871 5,472

受取利息及び受取配当金  △20,285 △4,537

支払利息  10,365 2,407

持分法投資利益  △42,678 ―

投資有価証券評価損  3,280 73,875

有形固定資産除却損  ― 17,205

売上債権の(△増加)減少額  566,538 △567,071

たな卸資産の(△増加)減少額  9,459 △38,189

仕入債務の増加(△減少)額  △139,108 143,067

役員賞与の支払額  ― △26,000

その他  △221,100 102,810

小計  320,190 1,606,574

利息及び配当金の受取額  16,426 4,539

利息の支払額  △12,973 △757

法人税等の支払額  13,775 △192,104

営業活動によるキャッシュ・フロー  337,418 1,418,251

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出  △175,278 △1,768,419

投資有価証券の取得による支出  ― △98,705

事業の譲受に伴う支出  ― △170,975

関係会社株式取得による支出  △1,035,000 ―

関係会社株式売却による収入  615,000 ―

関係会社有価証券取得による支出  △500,000 ―

関係会社有価証券売却による収入  400,000 ―

貸付による支出  ― △122,000
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貸付金の回収による収入  27,407 44,989

その他  38,554 △151,202

投資活動によるキャッシュ・フロー  △629,317 △2,266,313
 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入  967,600 500,000

短期借入の返済による支出  △734,214 ―

長期借入による収入  932,400 ―

長期借入の返済による支出  △815,800 ―

少数株主からの払込による収入  ― 393,000

配当金の支払額  △182 △40,126

財務活動によるキャッシュ・フロー  349,803 852,873

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  57,905 4,812

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,549,168 1,544,355

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  1,607,073 1,549,168
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 １社 

   連結子会社の名称 株式会社ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ 

(2)非連結子会社名 

   株式会社アウルズ・エージェンシー 

  連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社アウルズ・エージェンシーは、小規

模会社であり、総資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1)連結子会社の数 １社 

   連結子会社の名称 株式会社ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ 

(2)非連結子会社名 

   株式会社アウルズ・エージェンシー 

  連結の範囲から除いた理由 

    非連結子会社アウルズ・エージェンシーは、小

規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

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数 １社 

持分法を適用した関連会社の名称 

 フリュー株式会社 

(2)持分法を適用しない非連結子会社の名称 

   株式会社アウルズ・エージェンシー 

  持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は、中間純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

(3）持分法の適用の手続について特に記載する必要が

あると認められる事項 

   持分法適用会社のうち、中間決算日が異なる会

社については、当該会社の中間会計期間に係る

中間財務諸表を使用しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1)              ――――― 

 

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称 

   株式会社アウルズ・エージェンシー 

  持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

(3）              ――――― 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

   連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一

致しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

   連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に基づく時価法 

    (評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定)

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

 ａ商品 

   移動平均法による原価法によっておりま

す。但し、単行本については、単行本の陳

腐化による損失に備えるため、単行本調整

勘定として、法人税法基本通達に規定する

方法と同一の基準により計上しておりま

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 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

 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 

    (評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定)

  時価のないもの 

   同左 

② たな卸資産 

 ａ商品 

      同左 

 

 

 

 

 

(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 
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      定率法によっております。但し、平成10

年４月１日以降取得した建物(建物附属設 

備は除く)については、定額法を採用してお

ります。 

   なお、主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

   建物及び構築物 10～39年 

   工具器具備品  ４～10年 

   車両運搬具   ６年 

   映像マスター  ２年 

② 無形固定資産 

   定額法によっております。なお、自社利用

のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づいております。

 (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績率により、貸倒

懸念債権等、特定の債権については、個別

債権の回収可能性を検討し回収不能見込額

を計上しております。 

② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、当中間

期の負担すべき支給見込額を計上しており

ます。 

③ 返品債権特別勘定 

   雑誌等の売れ残りによる損失に備えるた

め、一定期間の返品実績率に基づいて算出

した返品損失見込額を計上しております。

④ 返品調整引当金 

   単行本の返品による損失に備えるため、一

定期間の返品実績率に基づいて算出した返

品損失見込額を計上しております。 

⑤ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務の見込額に

基づき当中間連結会計期間において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。退職給付見込額は、退職給付会計基準

に定める簡便法(退職給付に係る期末自己

都合要支給額を退職給付債務とする法)に

より計算しております。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく中間期末要支給額を計上してお

ります。 

(4)重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れてい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。 

(5)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税の会計処理 

   税抜方式によっております。 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

   同左 

 

 

 (3)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

      同左  

 

 

 

 

② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、当期の

負担すべき支給見込額を計上しておりま

す。 

③ 返品債権特別勘定 

       同左 

 

 

④ 返品調整引当金 

       同左 

 

 

⑤ 退職給付引当金 

       従業員の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。退職給付見込

額は、退職給付会計基準に定める簡便法

(退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする法)により計算してお

ります。 

 

⑥ 役員退職慰労引当金 

       役員の退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。  

(4)重要なリース取引の処理方法 

   同左 

 

 

 

(5)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税の会計処理 

      同左  

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
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   連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時

価評価法によっております。 

   同左 

 

６ 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の

範囲 

   手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、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

か負わない短期的な投資であります。 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   同左 

 

 

 

会計方針の変更 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日) 

(固定資産の減価償却方法の変更) 

  当中間連結会計期間から法人税法の改正((所得税法

等の一部を改正する法律 平成19年３月20日法律第

６号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日政令第83号))に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。 

――――― 

 

注記事項 

（中間連結財務諸表関係） 
 

当中間連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,798,285千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,626,500千円

※２  担保資産 

   関係会社フリュー株式会社の金融機関からの借

入金の担保に供しているものは、次のとおりであ

ります。 

関係会社株式(フリュー株式会社普通株式400

株のうち100株) 

    15,669千円（持分法適用後帳簿価額） 

――――― 

 

※３  非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。 

   関係会社株式          30,000千円 

 ４ 偶発債務 

   下記連結子会社以外の会社の金融機関からの借入

金に対して債務保証を行っております。 

   株式会社アウルズ・エージェンシー 3,144千円

※３ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

ます。 

   関係会社株式          30,000千円 

４ 偶発債務 

   下記連結子会社以外の会社の金融機関からの借入

金に対して債務保証を行っております。 

   株式会社アウルズ・エージェンシー 4,392千円 
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（中間連結損益計算書関係） 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

※１ 販売費の主なもの 

    減価償却費           170,834千円

販売手数料          103,793千円

    広告宣伝費           98,416千円

一般管理費の主なもの 

賞与引当金繰入額         8,502千円

        役員退職慰労引当金繰入額    2,871千円

退職給付費用          1,233千円

※１ 販売費の主なもの 

    減価償却費         1,541,104千円 

    貸倒引当金繰入額        1,311千円 

   

 一般管理費の主なもの 

    賞与引当金繰入額        22,457千円 

        役員退職慰労引当金繰入額     5,472千円 

退職給付費用          3,169千円 

――――― 

 

※２ 固定資産除却損の内容は次の通りです。 

    工具器具備品           146千円

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 減損損失 

    当社グループは、以下の資産グループについて

特別損失を計上いたしました。 

用途 種類 減損損失 

ＴＶアニメ 映像マスター 1,270,629千円 

ＴＶアニメ 商標権 3,270千円 

出版事業 長期前払費用 17,419千円 

合計 1,291,319千円 

    当社グループは営業用資産については各コン

テンツ単位をキャッシュ・フローを生み出す

小の単位とし、本社等の全事業資産を共用資産

としてグルーピングしております。 

    当社グループの固定資産である映像マスター

及び商標権につきましては、来期以降に番組販

売や商品化権売上に係る収益力が著しく低下

し、今後収益回復の見込がないと思われるもの

について減損を認識いたしました。また、長期

前払費用につきましては、書籍出版における原

作者への前払印税でありますが、今後出版が未

定のものについて減損を認識いたしました。 

    なお、当資産グループの回収可能価額は、使用

価値により測定しておりますが、将来キャッシ

ュ・フローがマイナスのため、回収可能額は無

いものとして評価しております。 

――――― 

 

 

 

 

 

 

※４ 事務所移転費用の内容は次の通りであります。 

    固定資産除却損(建物)     11,218千円 

    固定資産除却損(工具器具備品)  5,682千円 

敷金保証金償却費        7,874千円 

        仲介手数料           7,802千円 

    原状回復工事          7,000千円 

    その他              2,973千円  
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

１ 発行済株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 29,040 ― ― 29,040
 
 

２ 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 
    該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 29,040 ― ― 29,040
 
 

２ 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 
    該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成 18年３月 24日
定時株主総会 

普通株式 40,656 1,400
平成 17 年 

12 月 31 日 
平成 18 年３月 27 日

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対

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    1,586,315千円 

  有価証券        20,757千円 

  現金及び現金同等物 1,607,073千円 

１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  現金及び預金    1,528,456千円 

  有価証券        20,711千円 

  現金及び現金同等物 1,549,168千円 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

２当連結会計年度に営業の譲受けにより増加した資産及

び負債の主な内訳は次のとおりであります。 

 株式会社ヴィレッジブックス(平成18年８月１日現在)

  流動資産   179,780千円 

  固定資産   173,941千円 

    資産合計 353,721千円  

  流動負債   182,746千円 

    負債合計 182,746千円 
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（リース取引関係） 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12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 

（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中間期末残高相当額

   

  

 

 

 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 

   1年以内   1,515千円 

   1年超    5,315千円 

     合計   6,831千円  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

   支払リース料    829千円 

   減価償却費相当額  782千円 

   支払利息相当額    85千円 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

   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。 

   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 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。

 工具器具備品 

取得価額相当額 7,824千円 

減価償却累計額相当額 1,043千円 

中間期末残高相当額 6,780千円 

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 

   

  

 

 

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

   1年以内   1,497千円 

   1年超    6,077千円 

     合計   7,575千円  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

   支払リース料    276千円 

   減価償却費相当額  260千円 

   支払利息相当額    28千円 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

   利息相当額の算定方法 

    同左 

 

 

⑤ 減損損失について 

   同左 

 工具器具備品 

取得価額相当額 7,824千円 

減価償却累計額相当額 260千円 

期末残高相当額 7,563千円 

 

（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成 19 年６月 30 日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表上額 

(千円) 
差額(千円) 

株式 27,040 27,478 438 

合計 27,040 27,478 438 

 ２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 中間連結対照表計上額（千円）

その他有価証券 

 公社債投資信託 

 非上場株式 

 

20,757

1,720

合計 22,477

(注)当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について 3,280 千円減損処理を
行っております。有価証券の減損処理にあたっては、公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検
討等を行うことにより総合的に判断しております。 
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前連結会計年度末（平成 18 年 12 月 31 日） 

    １ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
連結貸借対照表上額 

(千円) 
差額(千円) 

株式 27,040 38,490 
11,

450 

合計 27,040 38,490 
11,

450 

(注)当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について 73,875 千円減損処理を行っ
ております。有価証券の減損処理にあたっては、個別銘柄毎に、市場価格の推移及び市場の動向、

高値・ 安値と取得価格との乖離状況等、保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体
の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等を行うことにより総合的に判断
しております。 

 ２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 連結対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 公社債投資信託 

 非上場株式 

 

20,711

5,000

合計 25,711

 

（デリバティブ関係） 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

  当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

  当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 ﾃﾚﾋﾞ･ｷｬﾗｸﾀｰ

(千円) 

出版 

(千円) 

その他 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 

(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高 
  又は振替高 

1,298,110

―

1,157,710

―

56,719

―

2,512,541

―

 

― 

― 

2,512,541

―

計 1,298,110 1,157,710 56,719 2,512,541 ― 2,512,541

営業費用 1,335,719 1,110,395 50,969 2,497,083 105,729 2,602,812

営業利益又は営業損失(△) △37,609 47,315 5,750 15,457 (105,729) △90,271

(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 各区分の主なコンテンツ 
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(1) テレビ・キャラクター事業……「セサミストリート」「おねがいマイメロディ」シリーズ 

(2）出版事業……………………………「エヴァンゲリオン・クロニクル」「毎日おいしい！はなまるレシピ」 

株式会社ヴィレッジブックス全業務 

(3) その他の事業………………………「スヌーピーライフデザイン展」 

  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(105,729千円)の主なものは、親会社本社の

マネージメントグループに係る費用であります。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 ﾃﾚﾋﾞ･ｷｬﾗｸﾀｰ 

(千円) 

出版 

(千円) 

その他 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全

社(千円) 

連結 

(千円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高 
  又は振替高 

6,237,256

7,240

1,611,082

―

310,578

―

8,158,917

7,240

 

― 

(7,240） 

8,158,917

―

計 6,244,496 1,611,082 310,578 8,166,157 (7,240） 8,158,917

営業費用 5,910,907 1,428,278 343,866 7,683,052 209,650 7,892,702

営業利益又は営業損失(△) 333,588 182,803 △33,288 483,104 (216,890) 266,214

(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 各区分の主なコンテンツ 

(1)テレビ・キャラクター事業……「リュウケンドー」「セサミストリート」「おねがいマイメロディ」シリー

ズ「それゆけ！徹之進」 

(2）出版事業…………………………「エヴァンゲリオン・クロニクル」株式会社ヴィレッジブックス全業務 

(3) その他の事業……………………「スヌーピーライフデザイン展」 

  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(222,374千円)の主なものは、親会社本社の

マネージメントグループに係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日）及び前連結会計年度（自 

平成 18 年１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。 

 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日）及び前連結会計年度（自 

平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しておりま

す。 

 

（１株当たり情報） 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１株当たり純資産額 54,617円28銭
 

１株当たり純資産額 56,866円70銭
 

１株当たり中間純損失 2,021円89銭
 

１株当たり当期純損失 52,284円18銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
潜在株式がなく、又１株当たり当期純損失が計上されて
いる為記載しておりません。 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
潜在株式がなく、又１株当たり当期純損失が計上されて
いる為記載しておりません。 
 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
当中間連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年12月31日)
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中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,809,339 1,906,520

普通株式に係る純資産額(千円) 1,586,085 1,651,408

差額の主な内訳(千円) 
 少数株主持分 223,253 255,111

普通株式の発行済株式数(株) 29,040 29,040

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 29,040 29,040

 

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
当中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

中間連結損益計算書上の中間(当期)純損失(千円) △58,715 △1,518,332

普通株式に係る中間(当期)純損失(千円) △58,715 △1,518,332

普通株式に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 29,040 29,040

 

(重要な後発事象) 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

子会社株式の売却 

  当社は、平成 19 年７月 18 日開催の取締役会において

子会社普通株式の売却を決議し、平成 19 年７月 25 日お

よび 7 月 26 日に売却を完了しております。なお、当該

子会社は平成16年12月期より重要性が低いことを理由

に、連結対象範囲及び持分法適用範囲から除外しており

ます。また、今回の売却は取得簿価による売却のため売

却益は発生しておりません。従って当社の損益に与える

影響はありません。 

 概要は以下のとおりであります。 

(1) 子会社商号 株式会社アウルズ・エージェンシー

(2) 子会社代表者 代表取締役 下野誠一郎（当社取

締役） 

(3) 子会社本店所在地 東京都千代田区神田神保町一

丁目７番 12 号 

(4) 設立年月日     平成 13 年３月 30 日 

(5) 主な事業内容 国内外の出版・映像物等の売買、

仲介、管理及びコンサルティン

グ 

(6) 資本金の額     40,000 千円 

(7) 発行済株式総数   800 株 

(8) 売却前所有株式数  600 株（議決権の 75.0％） 

(9) 売却株式数     500 株 

(10) 売却価額      １株につき 50 千円 

(11) 売却後所有株式数 100株（議決権の12.5％） 

 平成19年２月23日開催の当社取締役会において、業務

用ゲーム、プライズ、モバイル事業を展開するフリュー

ＨＤ株式会社と業務・資本提携の基本合意契約を締結

し、同社が今後の業容拡大に伴い今後発生する資金需要

に備える目的で実施する第三者割当増資、優先株式及び

劣後債の引受けを検討してゆくことを決議いたしまし

た。 

１資本提携の内容 

 普通株式 

  引受株式数      700株 

  引受金額       35,000,000円 

  引受価額       １株につき50,000円 

  増資引受後所有株式数 700株 

             所有割合35％ 

 優先株式 

  引受株式数      20,000株 

  引受金額       1,000,000,000円 

  引受価額       １株につき50,000円 

 劣後債 

  額面総額       500,000,000円 

  期間         10年 

  利率         15％(固定) 

２日程 

 平成19年２月23日  取締役会 

平成19年２月23日  基本合意書締結 

平成19年３月９日  終合意契約 

平成19年３月22日  優先株・普通株出資引受 
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平成19年３月29日  劣後債引受 

３資本･業務提携の相手の概要 

① 商号       フリューＨＤ株式会社 

② 主な事業の内容 業務用ゲーム機の企画・開発･

           製造・販売／業務用ゲーム向け

景品の企画・開発・製造・販売

／携帯電話向け情報配信事業

(写真保管、ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝﾒｰﾙ等) 

③ 代表者     田坂 吉朗 

④ 設立年月日   平成18年10月３日 

⑤ 所在地     東京都渋谷区鶯谷町２番３号

⑥ 資本金の額   10百万円 

(事業の譲渡人) 

 ①商号      ｵﾑﾛﾝｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ株式会社 

②主な事業の内容 業務用ゲーム機の企画・開発･

           製造・販売／業務用ゲーム向け

景品の企画・開発・製造・販売

／携帯電話向け情報配信事業

(写真保管、ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝﾒｰﾙ等) 

 ③代表者     田坂 吉朗 

  ④設立年月日   平成15年７月１日 

  ⑤所在地     東京都渋谷区鶯谷町２番３号 

  ⑥従業員数    84名(平成18年９月末日現在) 

  ⑦資本金の額   400百万円 

  ⑧株主構成および株主比率 ｵﾑﾛﾝ株式会社100％ 
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５．個別中間財務諸表 

（１）中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,296,193 1,206,304  1,189,790 

２ 受取手形  47,651 ―  9,096 

３ 売掛金  770,226 685,275  1,089,196 

４ 有価証券  20,711 20,757  20,711 

５ 商品  7,184 17,902  16,069 

６ 未成業務支出金  235,286 75,812  94,377 

７ 前払金  78,750 ―  ― 

８ 繰延税金資産  71,634 ―  ― 

９ その他 ※３ 81,127 111,354  159,085 

  貸倒引当金  △1,707 △1,451  △3,518 

流動資産合計  2,607,059 54.0 2,115,956 53.6  2,574,809 65.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 映像マスター  1,465,954 242,444  229,949 

(2) その他  30,509 75,957  84,327 

 有形固形資産合計  1,496,464 318,402  314,278 

２ 無形固定資産  7,052 2,847  3,118 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  61,005 29,198  43,490 

(2) 関係会社株式 ※４ 30,000 950,000  530,000 

(3) 関係会社有価証券  ― 100,000  ― 

(4) 保険積立金  ― 217,268  216,572 

(5) 繰延税金資産  162,228 ―  ― 

(6) その他  472,469 223,533  289,816 

  貸倒引当金  △8,581 △8,527  △8,581 

 投資その他の資産合計  717,121 1,511,472  1,071,297 

固定資産合計  2,220,638 46.0 1,832,721 46.4  1,388,694 35.0

資産合計  4,827,698 100.0 3,948,677 100.0  3,963,503 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 業務未払金  940,313 1,108,957  1,188,903 

２ 短期借入金  ― 733,386  500,000 

３ 未払金  11,814 6,199  8,828 

４ 未払費用  80,858 48,963  49,757 

５ 未払法人税等  187,329 2,130  ― 

６ 製作委員会仮受金  132,303 81,364  53,996 

７ 前受金  85,312 57  46,577 

８ 預り金  3,250 3,868  4,507 

９ 仮受金  ― 113,712  292,811 

10 賞与引当金  5,288 6,665  7,074 

11 返品債権特別勘定  27,560 91,448  78,862 

12 その他 ※３ 56,914 2,552  1,398 

流動負債合計  1,530,946 31.7 2,199,306 55.7  2,232,716 56.3

Ⅱ 固定負債    

１ 繰延税金負債  ― 175  4,580 

２ 長期借入金  ― 116,600  ― 

３ 退職給付引当金  8,755 11,230  9,997 

４ 役員退職慰労引当金  129,833 135,440  132,569 

固定負債合計  138,589 2.9 263,446 6.7  147,146 3.7

負債合計  1,669,535 34.6 2,462,752 62.4  2,379,863 60.0

           

 



㈱ウィーヴ（2360）平成 19 年 12 月期中間決算短信 

 30

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,166,974 24.2 1,166,974 29.6  1,166,974 29.5

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  1,150,074 409,795 1,150,074 

資本剰余金合計   1,150,074 23.8 409,795 10.3  1,150,074 29.0

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  5,977 ― 5,977 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  550,000 ― 550,000 

繰越利益剰余金  278,213 △91,107 △1,296,255 

利益剰余金合計   834,190 17.3 △91,107 △2.4  △740,278 △18.7

株主資本合計   3,151,238 65.3 1,485,662 37.5  1,576,769 39.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  6,924 0.1 262 0.1  6,870 0.2

評価・換算差額等 
合計 

  6,924 0.1 262 0.1  6,870 0.2

純資産合計   3,158,162 65.4 1,485,925 37.6  1,583,639 40.0

負債純資産合計   4,827,698 100.0 3,948,677 100.0  3,963,503 100.0
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（２）中間損益計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日)

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高  3,495,559 100.0 1,811,085 100.0  7,093,452 100.0

Ⅱ 売上原価  2,254,994 64.5 1,484,682 82.0  4,941,961 69.7

売上総利益  1,240,564 35.5 326,403 18.0  2,151,490 30.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  796,852 22.8 434,643 24.0  2,019,452 28.4

営業利益又は営業損失(△)  443,711 12.7 △108,240 △6.0  132,038 1.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 4,246 0.1 36,754 2.0  12,866 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 5,753 0.1 14,451 0.7  42,486 0.6

経常利益又は経常損失(△)  442,204 12.7 △85,937 △4.7  102,418 1.4

Ⅵ 特別利益 ※３ 485 0.0 2,121 0.1  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※4,5 257,841 7.4 3,280 0.2  1,385,990 19.5

税引前中間(当期)純利益又

は純損失(△) 
 184,848 5.3 △87,096 △4.8  △1,283,572 △18.1

法人税、住民税 

及び事業税 
 182,190 4,011  49,759 

法人税等調整額  △101,878 80,311 2.3 ― 4,011 0.2 136,600 186,359 2.6

中間(当期)純利益又は純損

失(△) 
 104,537 3.0 △91,107 △5.0  △1,469,931 △20.7
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（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 
 

平成17年12月31日残高(千円) 1,166,974 1,150,074 1,150,074 5,977 450,000 340,332 796,309

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △40,656 △40,656

 利益処分による役員賞与 ― ― ― ― ― △26,000 △26,000

 別途積立金の積立 ― ― ― ― 100,000 △100,000 ―

 中間純利益 ― ― ― ― ― 104,537 104,537

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― ― 100,000 △62,119 37,881

平成18年６月30日残高(千円) 1,166,974 1,150,074 1,150,074 5,977 550,000 278,213 834,190

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
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 

純資産合計 

平成17年12月31日残高(千円) 3,113,357 7,170 7,170 3,120,527

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △40,656 ― ― △40,656

 利益処分による役員賞与 △26,000 ― ― △26,000

 別途積立金の積立 ― ― ― ―

 中間純利益 104,537 ― ― 104,537

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額) 

― △246 △246 △246

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

37,881 △246 △246 37,635

平成18年６月30日残高(千円) 3,151,238 6,924 6,924 3,158,162
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当中間会計期間(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 
 

平成18年12月31日残高(千円) 1,166,974 1,150,074 1,150,074 5,977 550,000 △1,296,255 △740,278

中間会計期間中の変動額    

 資本準備金の取崩 ― △740,278 △740,278 ― ― 740,278 740,278

 利益準備金の取崩 ― ― ― △5,977 ― 5,977 ―

 別途積立金の取崩 ― ― ― △550,000 550,000 ―

 中間純損失 ― ― ― ― ― △91,107 △91,107

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― △740,278 △740,278 △5,977 △550,000 1,205,147 649,170

平成19年６月30日残高(千円) 1,166,974 409,795 409,795 ― ― △91,107 △91,107

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
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 

純資産合計 

平成18年12月31日残高(千円) 1,576,769 6,870 6,870 1,583,639

中間会計期間中の変動額  

 資本準備金の取崩 ― ― ― ―

 利益準備金の取崩 ― ― ― ―

 別途積立金の取崩 ― ― ― ―

 中間純損失 △91,107 ― ― △91,107

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額) 

― △6,607 △6,607 △6,607

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△91,107 △6,607 △6,607 △97,714

平成19年６月30日残高(千円) 1,485,662 262 262 1,485,925
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前事業年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 
 

平成17年12月31日残高(千円) 1,166,974 1,150,074 1,150,074 5,977 450,000 340,332 796,309

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △40,656 △40,656

 利益処分による役員賞与 ― ― ― ― ― △26,000 △26,000

 別途積立金の積立 ― ― ― ― 100,000 △100,000 ―

 当期純損失 ― ― ― ― ― △1,469,931 △1,469,931

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) ― ― ― ― 100,000 △1,636,587 △1,536,587

平成18年12月31日残高(千円) 1,166,974 1,150,074 1,150,074 5,977 550,000 △1,296,255 △740,278

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
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 

純資産合計 

平成17年12月31日残高(千円) 3,113,357 7,170 7,170 3,120,527

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 △40,656 ― ― △40,656

 利益処分による役員賞与 △26,000 ― ― △26,000

 別途積立金の積立 ― ― ― ―

 当期純損失 △1,469,931 ― ― △1,469,931

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額) 

― △300 △300 △300

事業年度中の変動額合計(千円) △1,536,587 △300 △300 △1,536,887

平成18年12月31日残高(千円) 1,576,769 6,870 6,870 1,583,639
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12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 

    移動平均法による原価法 

  ②その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は主と

して移動平均法により算

定) 

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 

    同左 

  ②その他有価証券 

    時価のあるもの 

     同左 

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 

    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

部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移

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 

    時価のないもの 

      同左 

    時価のないもの 

      同左 

 (2) たな卸資産 

  ①商品 

   移動平均法による原価法 

 (2) たな卸資産 

  ①商品 

    同左 

 (2) たな卸資産 

  ①商品 

    同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法 

   ただし、平成10年４月1日以降

取得した建物（建物附属設備は

除く）については、定額法によ

っております。 

   なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

   建物     8～39年 

   車両運搬具     6年 

   工具器具備品  4～15年 

   映像マスター   2年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法 

   ただし、平成10年４月1日以降

取得した建物（建物附属設備は

除く）については、定額法によ

っております。 

   なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

   建物     10～39年 

   車両運搬具     6年 

   工具器具備品  4～10年 

   映像マスター   2年  

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同左  

 (2) 無形固定資産 

    定額法 

   なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づい

ております。 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

３ 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、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、個別債権の回収可能

性を検討し回収不能見込額を計

上しております。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、当中間期の負担すべき支

給見込額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

    同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、当期の負担すべき支給見

込額を計上しております。 

 (3) 返品債権特別勘定 

  出版物の売れ残りによる損失

に備えるため、一定期間の返品実

績率に基づいて算出した返品損

失見込額を計上しております。 

 (3) 返品債権特別勘定 

    同左 

(3) 返品債権特別勘定 

     同左 
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前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき当中

間会計期間において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。退職給付見込額は、退

職給付会計基準に定める簡便法

(退職給付に係る期末自己都合 

要支給額を退職給付債務とする

法)により計算しております。 

 (4) 退職給付引当金 

    同左 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

しております。退職給付見込額

は、退職給付会計基準に定める

簡便法(退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務

とする法)により計算しており 

ます。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

    同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

――――― 

 

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ているもの

以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

４ リース取引の処理方法 

   同左 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

   手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日又

は償還日の到来する流動性の高

い、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短期的な投

資からなっております。 

――――― 

 

――――― 

 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

  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 

消費税等の会計処理 

  同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

会計方針の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14 年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成 15 年

10月 31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。 

 これにより税引前中間純利益は、

201,390 千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額より直接

控除しております。 

――――― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成 14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月

31 日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これにより税引前当期純損失は、

1,273,900 千円増加しております。

 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当

該各資産の金額より直接控除してお

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） 

 当中間会計期間から「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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は 3,158,162 千円でありま

す。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。 

――――― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当事業年度から「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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は 1,583,639 千円でありま

す。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表は、

改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

 (固定資産の減価償却方法の変更) 

 当中間会計期間から法人税法の

改正((所得税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月20日法律第

６号)及び(法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年３月30

日政令第83号))に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

 



㈱ウィーヴ（2360）平成 19 年 12 月期中間決算短信 

 38

表示方法の変更 

 
前中間会計期間末 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度末 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

――――― 

 

(中間貸借対照表) 

 前中間会計期間において固定資産

「投資その他の資産」の「その他」

に含めて表示しておりました「保険

積立金」(前中間会計期間181,718千

円)については、資産総額の100分の

５超となったため、当中間会計期間

より区分掲記しております。 

――――― 

  

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 
前中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度末 
(平成18年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 3,709,837千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 4,796,243千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 4,626,501千円
 

２ 偶発債務 

   下記子会社の金融機関からの

借入に対して債務保証を行って

おります。 

㈱アウルズ・エー
ジェンシー 

5,432千円 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税及び仮受消費税は

相殺のうえ、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

２ 偶発債務 

   下記子会社の金融機関からの

借入に対して債務保証を行って

おります。 

㈱アウルズ・エー
ジェンシー 

3,144千円

※３ 消費税等の取扱い 

   同左 

２ 偶発債務 

   下記子会社の金融機関からの

借入に対して債務保証を行って

おります。 

㈱アウルズ・エー
ジェンシー 

4,392千円

――――― 

 

――――― 

 

※４ 担保資産 

   関係会社フリュー株式会社の

金融機関からの借入金の担保に

供しているものは、次のとおり

であります。 

   関係会社株式(フリュー株式

会社普通株式400株のうち100

株) 

    5,000千円(帳簿価額) 

――――― 
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（中間損益計算書関係） 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,529千円

配当金 803千円

事務処理料収入 1,500千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,397千円

有価証券利息 17,506千円

配当金 132千円

経営指導料 11,880千円

事務処理料収入 1,500千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 3,583千円

配当金 913千円

経営指導料 4,940千円

事務処理料収入 3,000千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

上場関係費用 5,753千円

 

 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 10,365千円

上場関係費用 3,260千円

 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,328千円

支払手数料 29,000千円

上場関係費用 11,158千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 485千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 2,121千円
 

――――― 

 

※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 201,390千円

投資有価証券
評価損 

56,450千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

投資有価証券
評価損 

3,280千円

 
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 146千円

減損損失 1,273,900千円

投資有価証券評
価損 

73,875千円

事務所移転費用 38,068千円
 

※５ 減損損失 

    当社は、以下の資産グループ

について特別損失として減損損

失を計上いたしました。 

用途 種類 
減損損
失 

ﾌｨﾙﾑ資産 

(12種類） 
映像ﾏｽﾀｰ 

201,390
千円 

 当社は営業用資産については

各コンテンツ単位をキャッシ

ュ・フローを生み出す 小の単

位とし、本社等の全事業資産を

共用資産としてグルーピングし

ております。 

 当社の固定資産である映像マ

スターのうち、保有期間が長期

化し番組販売や商品化権売上に

係る収益力が著しく低下し、今

後回復の見込みがないと思われ

るものについて減損を認識いた

しました。 

 なお、当資産グループの回収

可能価額は、使用価値により測

定しておりますが、将来キャッ

シュ・フローがマイナスのため、

回収可能価額は無いものとして

評価しております。 

――――― 

 

※５ 減損損失 

    当社は、以下の資産グループに

ついて特別損失として減損損失を

計上いたしました。 

用途 種類 減損損失

TVｱﾆﾒ 映像ﾏｽﾀｰ 
1,270,629

千円 

TVｱﾆﾒ 商標権 3,270千円

合計 
1,273,900

千円 

 当社は営業用資産については各

コンテンツ単位をキャッシュ・フロ

ーを生み出す 小の単位とし、本社

等の全事業資産を共用資産として

グルーピングしております。 

 当社の固定資産である映像マス

ターや商標権のうち、来期以降に番

組販売や商品化権売上に係る収益

力が著しく低下し、今後回復の見込

みがないと思われるものについて

減損を認識いたしました。 

   なお、当資産グループの回収可能

価額は、使用価値により測定してお

りますが、将来キャッシュ・フロー

がマイナスのため、回収可能価額は

無いものとして評価しております。

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 579,833千円

無形固定資産 502千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 169,741千円

無形固定資産 271千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,539,398千円

無形固定資産 686千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

1. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 29,040 ― ― 29,040

 

2. 配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円） 

1株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年3月24日 
定時株主総会 

普通株式 40,656 1,400 平成17年12月31日 平成18年3月27日

 

当中間会計期間(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 

    １.自己株式に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

1. 自己株式に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間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 1,296,193千円 

有価証券 20,711千円 

現金及び現金同等物 1,316,905千円 
 

 

（リース取引関係） 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

リース取引金額の重要性がない

ため、注記を省略しております。

 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

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

額及び中間期末残高相当額 

 工具器具備品 
取得価額相当額 
減価償却累計額相当
額 

7,824千円 
 1,043千円 

中間期末残高相当額 6,780千円 
 

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 

 工具器具備品 
取得価額相当額 
減価償却累計額
相当額 

7,824千円 
 260千円 

期末残高相当額 7,563千円 
 

 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 

１年超 

1,515千円 

 5,315千円 

合計 6,831千円 
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 

１年超 

1,497千円 

 6,077千円 

合計 7,575千円 
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 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     829 千円
減価償却費相当額   782千円
支払利息相当額        85千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料     276千円
減価償却費相当額   260千円
支払利息相当額     28千円

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

 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。 

 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。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

 利息相当額の算定方法 

  同左 

 ⑤ 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。 

⑤ 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。 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの  

区分 
取得原価 
（千円） 

中間決算日における
中間貸借対照表計上額

（千円） 

差額 
（千円） 

株式 44,465 56,005 11,540

合計 44,465 56,005 11,540

 （注）当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について 56,450 千円減損処理を行って
おります。 
有価証券の減損処理にあたっては、個別銘柄毎に、市場価格の推移及び市場の動向、 高値・ 安
値と取得価格との乖離状況等、保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用各付
や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討等を行なうことにより総合的に判断しております。 

         

２ 時価評価されていない主な有価証券  

区分 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 公社債投資信託 

 非上場株式 

 

20,711 

5,000 

合計 25,711 

 

当中間会計期間(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間会計期間におきましては、中間連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係注

記(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く)」は記載しておりません。 

なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

  当事業年度におきましては、連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係注記(子会社

株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く)」は記載しておりません。 

なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

    当社はデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 
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当中間会計期間(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間会計期間におきましては、中間連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取

引関係注記」は記載しておりません。 

 

前事業年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

    当事業年度におきましては、連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引関係注

記」は記載しておりません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

    該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間会計期間におきましては、中間連結財務諸表を作成しているため、「ストック・オプ

ション等関係注記」は記載しておりません。 

 

前事業年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

    当事業年度におきましては、連結財務諸表を作成しているため、「ストック・オプション等

関係注記」は記載しておりません。 

 

（１株当たり情報） 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１株当たり純資産額 108,752円16銭 
 

１株当たり純資産額 51,168円22銭
 

１株当たり純資産額 54,533円05銭
 

１株当たり中間純利益 3,599円77銭 
 

１株当たり中間純損失 △3,137円31銭
 

１株当たり当期純損失 △50,617円48銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 当社は平成17年８月19日付で普通

株式１株に対し普通株式２株の割合

で株式分割を行いました。 

 前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合の前中間会計期間に

おける（１株当たり情報）各数値は

以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 103,332円14銭 

１株当たり中間純利益 3,770円91銭 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式がないため

記載しておりません。 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式がないため

記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度末 
(平成18年12月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円） 3,158,162  1,485,925  1,583,639  

普通株式に係る純資産額(千円) 3,158,162  1,485,925  1,583,639  
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中間貸借対照表の純資産の部の合計額と1株当

たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係

る中間会計期間末の純資産額との差額の主な内

訳 

― ― ― 

普通株式の発行済株式数(株) 29,040  29,040  29,040  

普通株式の自己株式数(株) ― ― ― 

1株当たり純資産の算定に用いられた普通株式

の数(株) 
29,040  29,040  29,040  

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

中間損益計算書上の中間（当期）純利益

又は純損失(△)(千円) 
104,537  △91,107  △1,469,931  

普通株式に係る中間（当期）純利益
又は純損失(△)(千円) 

104,537  △91,107  △1,469,931  

普通株式の期中平均株式数(株) 29,040  29,040  29,040  

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

1.シンジケートローン契約 

 当社は平成 18 年７月 27 日開催の取締役会において、シンジケートローン契約締結の決議

をしております。 

当該シンジケートローン契約の内容は、下記のとおりであります。 

(1) 目的     迅速かつ安定的な資金調達手段の確保・財務関連コストの削減と事

務の効率化 

(2) 金額     18 億円 

(3) 借入形態   シンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン 

(4) 契約締結日  平成 18 年７月 31 日 

(5) 契約期限   平成 21 年７月 31 日 

(6) アレンジャー 株式会社みずほ銀行 

２.子会社の設立 

 当社は平成 18 年８月１日開催の取締役会において、子会社設立の決議をしております。 

 概要は、下記のとおりであります。 

(1) 商号     株式会社ヴィレッジブックス 

(2) 代表者    代表取締役 鈴木 徹也(当社代表取締役) 

(3) 所在地    東京都千代田区三番町８番１号 

(4) 設立年月日  平成 18 年８月１日 

(5) 主な事業内容 出版物の企画、編集、翻訳、デザインおよび販売 

        キャラクター商品の企画、開発、デザインおよび販売 

        知的所有権の取得、使用許諾、売買 

        広告代理業 

(6)従業員数   20 名 

(7)決算期    12 月 

(8)資本金の額  ３億１千万円 

(9)発行済株式数 12,400 株 

(10)株主構成   株式会社ウィーヴ(持株比率：80.6％) 
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        オムロンエンタテインメント株式会社(株主比率：19.4％) 

(11)設立の理由  当社は良質なコンテンツを多様なメディアを通じて供給し、クライ

アント基盤の拡大をはかることで成長を遂げてまいりました。この

度出版分野で新規のクライアントとターゲットユーザーの拡大をは

かる為に子会社を設立し、株式会社ソニー・マガジンズから書籍部

門を譲り受けるとともに、当社が培ってきたコンテンツを見極める

目と、読者を満足させることのできる編集技術を発揮してまいりま

す。 

 

当中間会計期間(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 

子会社株式の売却 

        当社は、平成 19 年７月 18 日開催の取締役会において子会社普通株式の売却を決議し、平

成 19 年７月 25 日および 7月 26 日に売却を完了しております。なお、当該子会社は平成 16

年 12 月期より重要性が低いことを理由に、連結対象範囲及び持分法適用範囲から除外して

おります。また、今回の売却は取得簿価による売却のため売却益は発生しておりません。従

って当社の損益に与える影響はありません。 

     概要は以下のとおりであります。 

(1) 子会社商号    株式会社アウルズ・エージェンシー 

(2) 子会社代表者   代表取締役 下野誠一郎（当社取締役） 

(3) 子会社本店所在地 東京都千代田区神田神保町一丁目７番 12 号 

(4) 設立年月日    平成 13 年３月 30 日 

(5) 主な事業内容   国内外の出版・映像物等の売買、仲介、管理及びコンサルティング      

(6) 資本金の額    40,000 千円 

(7) 発行済株式総数  800 株 

(8) 売却前所有株式数 600 株（議決権の 75.0％） 

(9) 売却株式数    500 株 

(10) 売却価額    １株につき 50 千円 

(11) 売却後所有株式数 100 株（議決権の 12.5％） 

 

前事業年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

当社は、平成 19 年２月 23 日開催の取締役会において、業務用ゲーム、プライズ、モバイル

事業を展開するフリューＨＤ株式会社と業務・資本提携の基本合意契約を締結し、同社が今後

の業容拡大に伴い今後発生する資金需要に備える目的で実施する第三者割当増資、優先株式及

び劣後債の引受を検討していくことを決議いたしました。概要は以下のとおりです。 

 (１)資本提携の目的 

当社グループは、「質の高いコンテンツの確保と制作投資」「メディア領域の拡大｣

｢優良クライアントの拡大｣の方針のもと、テレビ事業と出版事業を中心に成長を目指

してまいりました。 

当社の大株主（持株比率 6.88％）であるオムロンエンタテインメント株式会社(以

下「ＯＪＥ」という)は、オムロン株式会社（本社：京都府京都市 証券コード 6645）

の 100％子会社であり、平成 15 年７月にエンタテインメント事業に特化した事業会社

として分社をし、写真シール機をはじめとした業務用ゲーム機器の企画・開発・販売、
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携帯デコレーションメールなどのモバイルコンテンツ事業、クレーンゲーム機向け景

品のプライズ事業等を行っており、当社の事業パートナーとして当社グループのキャ

ラクターをプライズ事業等に用いてまいりました。 

今般、オムロン株式会社は従来から推進してきている事業の選択と集中の一環とし

て、ＯＪＥの事業譲渡を決議し、ＯＪＥの現経営陣を主な株主とする新会社「フリュ

ーＨＤ株式会社」(以下「フリューＨＤ」という)へ譲渡することとなりました。 

当社グループは新会社フリューＨＤの設立にあたり、資本提携を通じて同社の今後

の成長をサポートするとともに、同社を持分法関連会社と位置づけ、当社グループ全

体の企業価値の向上を目指してまいります。 

   (２)業務提携の内容 

     当社グループが提供するコンテンツやキャラクターを、フリューＨＤが保有してい

るモバイル等新しいメディアによる電子出版の展開等を通じて両社の事業を強化、拡

充していくことにより、双方の企業価値の向上を目指してまいります。 

(３) 資本提携の内容 

 フリューＨＤ株式会社新株式・債券発行内容 当社引受内容 

増資前発行株式総数 1,300 株 増資引受前所有株式数 ― 

発行新株式数 700 株 引受株式数 700 株発
行
新
株
式 

発行価額総額 

（発行価額） 

35,000,000 円

(１株につき 50,000 円)

引
受
株
式 

引受金額 

(引受価額) 

35,000,000 円

(１株につき 50,000 円)

普
通
株
式 

増資後発行済株式総数 2,000 株 増資引受後所有株式数 
700 株

(所有割合 35.0%)

発行新株式数 20,000 株 引受株式数 20,000 株 

優
先
株
式 

発行価額総額 

（発行価額） 

1,000,000,000 円

(１株につき 50,000 円)

引受金額 

(引受価額) 

1,000,000,000 円

(１株につき 50,000 円)

額面総額 500,000,000 円 額面総額 500,000,000 円 

期間 10 年 期間 10 年 

 

劣
後
債 利率 15.0％(固定) 利率 15.0％(固定) 

 (４)日程 

    平成 19 年２月 23 日 取締役会 

    平成 19 年２月 23 日 基本合意書締結 

    平成 19 年３月９日 終合意契約 

    平成 19 年３月 22 日 優先株、普通株出資引受 

    平成 19 年３月 29 日 劣後債引受 

    (５)資本･業務提携の相手先の概要 

①商号     フリューＨＤ株式会社 

②主な事業内容 業務用ゲーム機の企画･開発・製造･販売  

        業務用ゲーム向け景品の企画･開発･製造･販売 

        携帯電話向け情報配信事業(写真保管、デコレーションメール等) 

③代表者    田坂 吉朗 

④設立年月日  平成 18 年 10 月３日 

⑤所在地    東京都渋谷区鶯谷町２番３号 

⑥資本金の額  10 百万円     
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    (事業の譲渡人) 

         ①商号         オムロンエンタテインメント株式会社 

 ②主な事業の内容    業務用ゲーム機の企画･開発・製造･販売  

             業務用ゲーム向け景品の企画･開発･製造･販売 

              携帯電話向け情報配信事業(写真保管、デコレーシ

ョンメール等) 

         ③代表者        田坂 吉朗 

         ④設立年月日      平成 15 年７月１日 

         ⑤所在地        東京都渋谷区鶯谷町２番３号 

⑥従業員数       84 名(平成 18 年９月末日現在) 

⑦資本金の額      400 百万円 

⑧株主構成及び持株比率 オムロン株式会社 100％ 
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６．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

該当事項はありません。 

 

（２）受注実績 

該当事項はありません。 

 

（３）販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 主なコンテンツ名 金額(千円) 

テレビ・キャラクター事業 
セサミストリート 
おねがいマイメロディシリーズ 

1,298,110 

出版事業 
エヴァンゲリオン・クロニクル 
毎日おいしい！はなまるレシピ 
イタリアで大の字 

1,157,710 

その他 スヌーピーライフデザイン展 56,719 

合計 2,512,541 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 平成18年６月期中間期におきましては、中間連結財務諸表を作成していないため、前中間連結会計期間実

績との比較はしておりません。 

４ 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、次の通りであります。 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 

㈱ソニー・マガジンズ 819,009 32.6 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


