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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 4,301 641.0 188 － 193 － 247 －

18年９月中間期 580 △44.4 △55 － △48 － △43 －

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

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 6 46 6 45

18年９月中間期 △1 16 － －

19年３月期 4 88 4 84

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19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９月中間期 3,741 2,317 61.4 60 04

18年９月中間期 2,349 1,834 77.2 47 53

19年３月期 2,822 2,060 72.3 53 46

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,296百万円 18年９月中間期 1,813百万円 19年３月期 2,040百万円

(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９月中間期 73 △61 79 1,697

18年９月中間期 △121 △275 486 222

19年３月期 472 574 426 1,606

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － 0 00

20年３月期 － －      －    －

20年３月期（予想）      －    － － － 0 00

３．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 6,744 109.8 278 82.3 286 71.0 318 73.4 8 32

－ 1 －



４．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３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 7,096 － 292 － 300 － 332 － 8 69

 （注）当社は平成19年10月２日に100％子会社である株式会社ユー・エンターテインメントを設立したことに伴い、平成20年３月期第３四半期よ

り連結財務諸表を作成することとなりますので、当中間会計期間においては連結財務諸表を作成しておりません。

５．その他

(1）中間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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「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」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９月中間期 38,363,220株 18年９月中間期 38,276,857株 19年３月期 38,276,857株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 118,320株 18年９月中間期 116,155株 19年３月期 117,029株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、27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

上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後さまざ

まな要因によって予想値と異なる場合があります。

㈱ｺﾓﾝｳｪﾙｽ・ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ（7612）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

   ① 業績の概況

    当中間会計期間におけるわが国経済は、地球温暖化の影響と思われる自然災害の多発、原油価格の高騰、米国に

端を発した金融市場の混迷などの不安定な国際情勢に加え、国内においても年金問題、参院での与野党勢力逆転、

内閣改造など不安材料が有ったものの、多くの国内企業の業績が順調に推移したとことに伴う設備投資の増大や雇

用情勢の改善などにより、個人消費においても僅かながら回復基調が見られるなど、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、当社は組織力の整備・強化や新規事業の推進などの諸施策を積極的に実施し、経営基

盤の確立に努めてまいりました結果、当中間会計期間の業績は売上高4,301百万円(前年同期比640.1％増)、営業利

益188百万円(前年同期55百万円の営業損失)、経常利益193百万円(前年同期48百万円の経常損失)、中間純利益247百

万円(前年同期43百万円の中間純損失)の結果を得ることができました。

 　　　 なお、前事業年度下半期に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 

    コンテンツ事業の業績概況につきましては、ライセンシー企業に対する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ついても更なる円滑且つ強固な

信頼関係を構築すべく、積極的に取り組みしてまいりました。特にライセンシー企業からの需要が高いパチンコ遊

技機の液晶基盤用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、市場における過当競争及び自然淘汰が進む中、業務の効率的な運営等による経費の節減化に努める外、

営業活動につきましては、特にタレント、アーチストのみならず、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3,546百万円、営業利益は373百万円となりました。

 　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へ

転用したメダル機の独占販売権を大手複数のパチンコ・パチスロ機製造メーカーから獲得するなど企画力並びに営

業力を活かした営業活動を積極的に行ない、業容の拡大に努めてまいりました。

  特に当中間会計期間は、新機種のアミューズメント施設用メダルゲーム機並びに中古台の転用が年度当初予想を

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。

  以上の結果、当事業部全体としては売上高707百万円、営業利益は92百万円となりました。

　 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、これまで当社と株式会社リアリット（旧株式会社ドンキコム）の２社間

でパチンコ店の景品コーナーにおける景品の供給・展示・交換等の業務受託並びに総合プロデュースを行うアミュー

ズメントショッピングエリア事業を推進してまいりましたが、当中間会計期間中においてパチスロ遊戯機に対する

新規則対応遊技機への入れ替え交換を余儀なくされたことなどによる設備投資の増大に起因したと思われる大手パ

チンコ・パチスロ店の倒産件数の増大に加え、新規店舗のオープン件数の減少などの影響を受け、アミューズメン

トショッピングエリア事業は事業経営の推進が減速され、受託件数が年度当初計画を下回る結果となるなど、厳し

い展開を余儀なくされました。

  また、コンサルティングビジネス活動については、アミューズメント複合店舗に対する一時休業、閉鎖及び閉店

などの店舗経営情報を金融機関を含め、業界各社から積極的に情報収集を行い、これらの店舗情報に基づきコンサ

ルティング活動を推進してまいりましたが、業界全体の厳しい経営状況の影響もありコンサルティング受託件数が

思うように伸びず年度当初計画を下回る結果を余儀なくされるなどの厳しい状況下にありました。

  以上の結果、当事業部全体としては、誠に遺憾ながら売上高47百万円、営業損失は4百万円となりました。

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

 　　 当社は、前事業年度末に財務体質の改善と収益力の強化を目的に現行の「コンテンツ事業」、「アミューズメ

ント事業」並びに「コンサルティング事業」の３事業を新設し、この新たな経営組織体制で、経営諸施策を積極

的に推進しました結果、全社の業績は、年度当初の売上高及び利益計画を当第1四半期はもとより当中間会計期間

においても大幅に上回る結果を得ることができました。この経営状況は下期においても好調に推移していくもの

と考えております。

 　　「コンテンツ事業」については、パチンコ遊技機及びパチスロ遊技機の新たな開発への市場ニーズは下期におい

ても好調に推移していくものと思われます。これに伴い液晶基盤用映像ソフトのコンテンツ制作件数及び付帯す

る広告宣伝業務の受託件数の増大などが見込まれ、コンテンツ事業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、平成20年３月第３四半期期首にグループ企業全体として更なる飛躍を遂げていくことを目的に設立した

子会社と共に新たな事業への取組みの一つとして海外の有名歌手、ミュージシャン、タレント等の招聘並びに映

画、ドラマ等を含めたの版権ビジネスを積極的に推進し、事業収益拡大を図ってまいります。

  　　「アミューズメント事業」については、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はアミューズメント施設用メダルゲーム機器への転用要望が多く、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まれる他、今期首より取組んでいる、パチンコ・パチ

スロホールからゲームセンターなどへの業態変更に関しまても下期より成果が現れると思われるなど、下期にお

いても「アミューズメント事業」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」におけるアミューズメントショッピングエリア事業については、下期もパチンコ店

を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続くと思われますが、景品品揃えに関し業界監督宮庁から平成19

年12月末までに各パチンコ店ごとの景品の品揃えを5品目500種類以上とする旨の指導があり、これらの影響を受

け景品需要は相当に高まると考えております。これら景品品揃え義務化の影響もある一方、パチンコ店での景品

の在庫等での資金負担が少なく、景品の運営管理も容易であるアミューズメントショッピングエリア事業の需要

は大幅に増し、受託店舗数の増加となって業績に反映していくものと考えております。さらに、業務提携先であ

る株式会社リアリット及び日本ゲームカード株式会社の相互協力の下、ブランド力、利便性及び経済性の向上を

図ることにより、アミューズメントショッピングエリア事業の受託店舗数は増加し、売上高の増大及び利益の獲

得が期待できるものと考えております。

　　　また、コンサルティング事業のもう一方の事業目的である不動産活用法のコンサルティング活動を積極的に推

進することにより、業績見通しは計画を僅かながら下回るものの、コンサルティングビジネス全体として相応の

結果を残していくものと考えております。

　　　以上のとおり、「コンテンツ事業」、「アミューズメント事業」並びに「コンサルティング事業」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、グループ全体の当連結会計期間の業績予想といたしましては、売上高7,096百万円、営業利益292

百万円、経常利益300百万円、当期純利益332百万円を、個別の当会計期間の業績予想といたしましては、売上高

6,744百万円、営業利益278百万円、経常利益286百万円、当期純利益318百万円をそれぞれ見込んでおります。
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(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）

  当中間会計期間末における流動資産の残高は、3,185百万円（前事業年度末は2,304百万円）となり、880百万円増

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（1,606百万円から1,697百万円へ91百万円増）や、売

掛金の増加（380百万円から1,109百万円へ729百万円増）などによるものです。

（固定資産）

  当中間会計期間末における固定資産の残高は、556百万円（前事業年度末は517百万円）となり38百万円増加いた

しました。主な理由は敷金差入保証金の増加（327百万円から372百万円へ45百万円増）等によるものです。

（流動負債）

  当中間会計期間末における流動負債の残高は1,366百万円（前事業年度末は682百万円）となり684百万円増加いた

しました。これは買掛金の増加（502百万円から1,153百万円へ651百万円増）、短期借入金の増加（当中間会計期間

に80百万円増）が主な増加要因です。買掛金については当中間会計期間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、短期借入金については運転資金の為借入を行ったものであります。

（固定負債）

  当中間会計期間末における固定負債の残高は、58百万円（前事業年度末は79百万円）となり21百万円減少いたし

ました。預り保証金の減少（60百万円から47百万円へ12百万円減）並びに転換社債型新株予約権付社債の行使によ

る減少（9百万円から当中間会計期間に9百万円減）が主な要因です。

（純資産）

  当中間会計期間末における純資産の残高は、2,317百万円（前事業年度末は2,060百万円）となり、256百万円増加

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（2,906百万円から2,910百万円へ4百万増）及び

資本剰余金の増加（1,956百万円から1,961百万円へ4百万増）、中間純利益を247百万円計上により利益剰余金が増

加（△2,753百万円から△2,506百万円へ247百万円増加）したことが要因です。

 

 ②  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（以下「資金」という）の中間期末残高は、税引前中間純利益の計

上や短期借入金の借入による収入などにより、前中間会計期間末に比べ1,474百万円増加し、当中間会計期間末には

1,697百万円となりました。

 （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、73百万円（前年同期は121百万円の使用）となりました。

これは税引前当期純利益（247百万円）の計上、コンテンツ版権勘定償却額（50百万円）、仕入債務の増加（600百

万円）、売上債権の増加（△730百万円）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）

 投資活動の結果使用した資金は、61百万円（前年同期は275百万円の使用）となりました。

 これは主に貸付による支出（64百万円）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、79百万円（前年同期は486百万円の獲得）となりました。

  これは主に、短期借入金の借入による収入（80百万円）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
平成19年９月

中間期 

自己資本比率（％） 43.1 72.3 72.3 61.4

時価ベースの自己資本比率（％） 146.1 438.9 160.9 131.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％）
－ － － 0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
－ － 595.1 191.0

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／営業キャッシュ・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：営業キャッシュ・フロー／利払い
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(3）利益配分に関する基本方針

 　 当社は、株主の皆さまに対する利益の還元を経営の最重要課題の一つに位置づけ、事業収益やキャッシュ・フロー

の状況等を勘案し、内部留保の充実化を図ると共に適正な利益還元を行うことを基本方針としております。

　内部留保金につきましては、中長期的な視点に立って財務体質と経営基盤の強化を図り、さらに企業間競争力の

強化と積極的且つ円滑な事業展開を促進するための経営資源として内部留保金の有効活用を図っていく方針であり

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、次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、当中間会計期間末において当社が判断したものであります。

 　　① 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 

 　 当社の携帯電話向け課金型配信事業は、NTT DoCoMo、KDDI及びソフトバンク等の特定の移動体通信事業者が運営

する公式サイトに複数のコンテンツを提供しているところですが、これら特定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、当社の事業経営に少なからず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きましては、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

機能の高度化及び多様化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。

  ウ．コンテンツの瑕疵について 

 　 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やバグ

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。

 　　② 販売先の集中について

 　 当社は、コンテンツ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、当中間会計期間における同社への

売上金額は当社全売上金額の77.3%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。

 　　③ 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、知的財産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。

 　　④ 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。

 　　⑤ 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。
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 　　⑥ 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。

 　　⑦ 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リアリットを介して行っていますが、今後、株式会社ドン・キホーテ、

株式会社リアリット及び日本ゲームカード株式会社の３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。

 

 

２．企業集団の状況
   最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

 

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、収益性重視及び経営体質強化の観点から、経営の重要な指標として売上高営業利益率の向上の推進を掲げ

ており、中長期的には７％の確保を目指しております。
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(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社は、これまで連続して損失計上をし続けてきました経営体制から脱皮し、前事業年度はもとより当中間会計期

間においても大幅な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。

　今後当社が、継続的且つ確実に発展し続けていくためには、パチンコ及びパチスロ遊技機の液晶基盤に対する版権

ビジネスの確立、アミューズメント施設に対するメダルゲーム機の独占販売権の獲得及びパチンコホールの景品に係

る企画運営等を当社の基幹事業とし積極的、継続的且つ強力に取り組み、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営業体制を構築し、

企業価値の向上に大きく資する安定した経営基盤の構築を推進してまいります。

  また、企業として更なる飛躍を遂げていくためには平成19年10月２日に設立した完全子会社を中心として、新規事

業への取組みの一つとして海外の有名歌手、俳優、ミュージシャン、タレント等の招聘並びに映画、ドラマ等を含め

た版権ビジネスを積極的に推進しグループ全体としての事業収益拡大を図ってまいります。

  なお、繰越損失については、全社一丸となって事業経営に取組みする中で早期解消を図り、企業価値及び信頼性の

向上に努めてまいります。

 

(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及び液晶基盤用映像ソフトのコンテンツ制作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のみならず、遊技機メーカー及び

一般市場からのニーズに即応できる企画力、営業力の強化、向上を継続的に行っていく必要があると考えています。

  当事業が継続的に拡大発展し続けていくために、版権ビジネスにおける企画・開発・販売に至るまでの総合的な運

営体制の更なる効率化と円滑化を図り、継続的且つ安定的な収益を見込めるビジネスモデルを確立することが重要で

あると考えております。

  また、携帯電話公式サイトへのキラーコンテンツの企画・開発も対処すべき重要な課題であると考えており、優良

なキラーコンテンツの市場への開発・投入こそ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るため、積極的に事業の発展・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いては、厳しいこれらの経営環境を勘案するとパチンコ・パチスロ店からゲームセンター

などの総合アミューズメント施設へ業体を変更していく店舗数が相当数に上ることが見込まれ、これらの店舗オーナー、

企業を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における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・発展に繋がり重要であると認識しております。今後につきま

しては、更に多岐にわたり通用する企画戦略の開発を推進するとともに、人材の育成に努め業績の向上を図ってまい

ります。

③ コンサルティング事業

  コンサルティング事業の経営課題はアミューズメントショッピングエリア事業における交換景品のブランド力の向

上、豊富な品揃え及び円滑な供給体制の強化などに加え、株式会社リアリット及び日本ゲームカード株式会社の業務

提携先と共同で新景品交換システムとして開発した、キオスク端末を使用して自宅まで宅配する賞品交換システム「ア

ミューズメントショッピングエリアオンライン賞品交換システム」を本格導入し、事業の全国展開による受託件数を

増大して行くことに有ると考えております。

  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、更なる企画力、

営業力の体制強化を推進し、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．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９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

 対前中間

　 期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減 
(千円) 

金額（千円）
構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  222,377   1,697,074    1,606,049   

２．売掛金  388,562   1,109,893    380,534   

３．短期貸付金  2,453,300   219,182    1,604,937   

４．その他  97,477   185,283    122,045   

貸倒引当金  △1,423,527   △25,698    △1,408,653   

流動資産合計   1,738,190 74.0  3,185,735 85.2 1,447,545  2,304,915 81.7

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物  24,504   21,299    22,926   

(2）その他  5,403   6,117    4,936   

有形固定資産合

計
  29,908 1.3  27,416 0.7 △2,492  27,862 1.0

２．無形固定資産     112,457    162,920   

(1）コンテンツ版権

仮勘定
 211,326   －    －   

(2）その他  5,774   －    －   

無形固定資産合

計
  217,100 9.2  112,457 3.0 △104,643  162,920 5.7

３．投資その他の資産            

(1）長期貸付金  －   1,400,974    －   

(2）破産債権更生債

権等 
 82,544   －    130,517   

(3）敷金差入保証金  325,022   372,984    327,022   

(4）その他  65,240   132,064    3,856   

貸倒引当金  △108,026   △1,489,655    △134,392   

投資その他の資

産合計
  364,780 15.5  416,368 11.1 51,588  327,004 11.6

固定資産合計   611,790 26.0  556,241 14.8 △55,549  517,787 18.3

資産合計   2,349,980 100.0  3,741,976 100.0 1,391,996  2,822,703 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

 対前中間

　 期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減 
(千円) 

金額（千円）
構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  291,277   1,153,573    502,383   

２．短期借入金  60,000   80,000    －   

３．賞与引当金  5,307   10,612    5,109   

４．事業再構築引当金  12,642   3,730    6,262   

５．債務保証損失引当

金
 18,401   －    －   

６．その他 ※２ 51,374   118,771    168,758   

流動負債合計   439,004 18.7  1,366,687 36.5 927,683  682,515 24.2

Ⅱ　固定負債            

１．転換社債型新株予

約権付社債
 9,500   －    9,500   

２．退職給付引当金  7,584   9,224    8,508   

３．預り保証金  58,226   47,850    60,226   

　  ４．その他  1,251   1,154    1,251   

固定負債合計   76,563 3.2  58,228 1.6 △18,335  79,487 2.8

負債合計   515,567 21.9  1,424,916 38.1 909,349  762,002 27.0

            

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１.　資本金  2,906,166 123.7 2,910,916 77.8 4,750 2,906,166 103.0

２.　資本剰余金  

(1）資本準備金  1,956,547 1,961,297 1,956,547

資本剰余金合計  1,956,547 83.2 1,961,297 52.4 4,750 1,956,547 69.3

３.　利益剰余金  

(1）その他利益剰余

金
    

特別償却準備

金
 652 89 652

繰越利益剰余

金
 △2,980,795 △2,506,811 △2,754,400

利益剰余金合計  △2,980,143 △126.8 △2,506,722 △67.0 473,421 △2,753,748 △97.6

４.　自己株式  △68,701 △2.9 △68,974 △1.8 △273 △68,807 △2.4

株主資本合計  1,813,870 77.2 2,296,517 61.4 482,647 2,040,157 72.3

Ⅱ　新株予約権  20,542 0.9 20,542 0.5 － 20,542 0.7

純資産合計  1,834,412 78.1 2,317,060 61.9 482,647 2,060,700 73.0

負債純資産合計  2,349,980 100.0 3,741,976 100.0 1,391,996 2,822,703 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 
対前中間期

比 
 

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   580,458 100.0  4,301,147 100.0 3,720,689  3,215,154 100.0

Ⅱ　売上原価   411,970 71.0  3,665,222 85.2 3,253,252  2,512,615 78.2

売上総利益   168,487 29.0  635,925 14.8 467,437  702,538 21.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  224,475 38.7  446,992 10.4 222,517  550,072 17.1

営業利益又は営業
損失（△）

  △55,988 △9.7  188,932 4.4 244,920  152,465 4.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  14,451 2.5  5,665 0.1 △8,785  28,960 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  7,195 1.2  876 0.0 △6,319  14,145 0.4

経常利益又は経常
損失（△）

  △48,732 △8.4  193,721 4.5 242,453  167,280 5.2

Ⅵ　特別利益 ※３  7,213 1.2  54,187 1.3 46,973  19,816 0.6

Ⅶ　特別損失 ※４  801 0.1  － － △801  2,395 0.1

税引前中間（当
期）純利益又は税
引前中間純損失
（△）

  △42,320 △7.3  247,908 5.7 290,229  184,702 5.7

法人税、住民税及
び事業税

  712 0.1  882 0.0 170  1,340 0.0

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△）

  △43,032 △7.4  247,026 5.7 290,059  183,361 5.7
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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４月１日　至平成18年９月30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

中間会計期間中の変動額

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 －  －

中間純損失　　     △43,032 △43,032  △43,032

自己株式の取得 　       △394 △394

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）
213,300 213,300 213,300 △562 △42,469 △43,032 △394 383,173

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　　 （千円）
2,906,166 1,956,547 1,956,547 652 △2,980,795 △2,980,143 △68,701 1,813,870

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行　　　  426,600

特別償却準備金の取崩　  －

中間純損失　　　  △43,032

自己株式の取得 　  △394

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
20,542 20,542

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　 （千円）
20,542 403,715

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　　 （千円）
20,542 1,834,412
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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

中間会計期間中の変動額

新株の発行　　　 4,749 4,750 4,750     9,500

特別償却準備金の取崩 　    △562 562 －  －

中間純利益　　     247,026 247,026  247,026

自己株式の取得 　       △167 △167

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）
4,749 4,750 4,750 △562 247,589 247,026 △167 256,359

平成19年９月30日　残高

　　　　　　　　　 （千円）
2,910,916 1,961,297 1,961,297 89 △2,506,811 △2,506,722 △68,974 2,296,517

新株予約権 純資産合計

平成19年３月31日　残高

　　　　　　　　　 （千円）
20,542 2,060,700

中間会計期間中の変動額

新株の発行　　　  9,500

特別償却準備金の取崩　  －

中間純利益　　　  247,026

自己株式の取得 　  △167

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）
 256,359

平成19年９月30日　残高

　　　　　　　　　 （千円）
20,542 2,317,060
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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）中間キャッシュ・フロー計算書

  
 前中間会計期間
(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

 当中間会計期間
(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

 
対前中間期
比

 

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計
算書
(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減
(千円)

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税引前中間（当期）
純利益又は中間純損
失（△）

 △42,320 247,908  184,702

減価償却費  5,263 3,154  8,511

コンテンツ版権勘定
償却額 

 － 50,315  42,315

貸倒引当金の増減額  3,207 △27,692  14,698

事業再構築引当金の
増減額

 △14,357 △2,532  △20,737

債務保証損失引当金
の増減額

 657 －  △17,743

売上債権の増減額  3,670 △730,493  12,463

未収入金の増減額  7,628 1,572  △48,386

仕入債務の増減額  △78,898 600,355  116,712

預り保証金の増減額  7,726 △12,376  126

その他  △11,882 △55,766  136,727

小計  △119,304 74,445 193,749 429,392

利息及び配当金の受
取額

 － 128  47,031

利息の支払額  △127 △578  △794

法人税等の支払額  △2,059 △882  △2,688

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △121,492 73,113 194,605 472,941

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

貸付による支出  △235,000 △64,000  △457,250

貸付金の回収による
収入

 3,687 12,000  1,077,813

敷金差入保証金の差
入による支出 

 △41,850 △7,362  △44,850

　その他  △2,079 △2,560  △1,610

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △275,242 △61,922 213,320 574,102
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 前中間会計期間
(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

 当中間会計期間
(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

 
対前中間期
比

 

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計
算書
(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減
(千円)

金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の増減額  60,000 80,000  －

株式の発行による収
入

 426,600 －  426,600

その他  △394 △167  △500

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 486,205 79,832 △406,373 426,099

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額

 89,471 91,024 1,553 1,473,143

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 132,906 1,606,049 1,473,143 132,906

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※1 222,377 1,697,074 1,474,697 1,606,049

      

㈱ｺﾓﾝｳｪﾙｽ・ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ（7612）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 16 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社は、これまで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て

おり、当中間会計期間においても121,492千

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。

当社は、恒常的な営業キャッシュ・フロー

赤字体質から脱却するため、これらの主因で

あった店舗運営事業の廃止、組織人員の再編

等の事業構造の転換を前事業年度に実施し、

当中間会計期間においては運転資金の管理徹

底や販売費及び一般管理費の抑制等の諸施策

を徹底して推進すると共に、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、大

手ディスカウントストアとの共同事業等の新

規事業にも積極的に取組みするなどにより、

財務基盤も徐々にではありますが改善の兆し

を見せております。

しかしながら、当中間会計期間においては,

これまでの経営諸施策並びに事業計画が齎し

た経済効果は、当初期待したほどの結果を得

ることができず、更に経営施策の一部が上期

から下期へとずれ込んだことなどもあり42,320

千円の税引前中間純損失を計上するに至り、

この結果、営業キャッシュ・フローについて

もマイナス計上の止む無きに到りました。

現在、当社の本来事業でありますパチンコ・

パチスロ向け版権商品化を柱とするキャラク

ター商品化事業、デジタルコンテンツを中心

とした既存事業の拡充にアニメ製作委員会へ

の参画、作品の商品化権許諾ビジネスなどの

新規事業への参入がほぼ当初の計画通り進ん

でおり、今後につきましては、当社の事業基

盤・収益力は改善されるものと確信しており、

営業キャッシュ・フローの改善に向け大きく

前進して行くものと考えております。

こうした諸施策の実施により、当社の事業

基盤は順調に拡大し収益力も着実に強化され

る見通しであり、キャッシュ・フローの面で

も、黒字化に向けての中長期的な方向性が明

確になってきております。

　従いまして、中間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。

 

─────

 

 

 

当社の前事業年度までの継続的な営業キャッ

シュ・フローのマイナス状態は、当事業年度

において解消されましたが、安定した営業

キャッシュ・フローの黒字体質には至ってお

らず、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。

なお、当社の営業キャッシュ・フロー黒字

化定着に向けた取組みは以下のとおりであり、

経営基盤の強化・安定化に向けて大きく前進

しております。

① 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 

② 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

による新規事業の拡大

③ 販売費及び一般管理費の抑制 

④ 運転資金の徹底した管理体制構築 

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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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。

(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

建物 ６～15年

工具、器具及び備品 ６～８年

  

 

 

 （会計方針の変更）

　法人税法改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しておりま

す。

　なお、この変更による影響額は

軽微であります。　

（追加情報）　

 

　 

　

  

 

 

　法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の５%に到着した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の

５%相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

　なお、この変更による影響額は

軽微であります。　　　

 

 

 

 

(2）無形固定資産

　　ソフトウェア

　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

(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。  

    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

ら振り返ると共に、定額法により償却

を開始しております。 
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ２．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

 (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、将来の支給見込額のうち当中

間会計期間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 

 (2)賞与引当金

  従業員の賞与の支給に備えるた

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。

 (3)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（自己都合退職による

期末要支給額）に基づき、当中間

会計期間末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。

 (3)退職給付引当金

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。

(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

(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、損失負担見込額を計上

しております。 

─────

 

─────

 

３．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

同左 同左

４．中間キャッシュ・フロー

計算書（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ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 同左

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

同左

　消費税等の会計処理

同左
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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

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第5号　平成17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

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

1,813,870千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

────── （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）

　当中間会計期間より、「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。

　これにより営業損失、経常損失及び税引前中

間純損失は、それぞれ4,493千円増加しておりま

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。 
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表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

　前中間期まで、区分掲記していた「未収入金」は、資産の総額の100

分の５以下となったので、当中間期末より流動資産の「その他」に含

めて表示しております。

 なお、当中間期の「未収入金」の金額は34,524千円であります。

 　前中間期まで、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「長期貸付金」は、資産の総額の100分の５を超えたた

 め、当中間期末より区分掲記しております。

 　なお、前中間期の「長期貸付金」の金額は51,118千円であります。

　前中間期まで、「無形固定資産」に含めて表示しておりました「コ

ンテンツ版権仮勘定」は、資産の総額の100分の５を超えたため、当

中間期末より区分掲記しております。

　なお、前中間期の「コンテンツ版権仮勘定」の金額は43,024千円で

あります。

　前中間期まで、区分掲記していた「未払金」は負債及び純資産の合

計額の100分の５以下となったので、当中間期末より流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

　なお、当中間期の「未払金」の金額は5,532千円であります。

　前中間期まで、区分掲記していた「破産債権更生債権等」は、資産

の総額の100分の５以下となったため、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しております。

　なお、当中間期の「破産債権更生債権等」の金額は130,403千円で

あります。　　

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９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

41,206千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

     46,406千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

43,784 千円

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

※２　          ―――――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 14,039千円 受取利息       5,188千円 受取利息       28,129千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 356千円

株式交付費 2,847千円

貸倒引当金繰入額 1,682千円

支払利息   382千円 支払利息      794千円

株式交付費      2,847千円

延滞税等      8,178千円

前渡金精算損      2,019千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

事業再構築引当金戻

入益
7,213千円

前期損益修正益      7,317千円

貸倒引当金戻入益 27,692千円

訴訟和解金 19,176千円

前期損益修正益        2,597千円

貸倒引当金戻入益       9,625千円

事業再構築引当金戻

入益
      7,593千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　          ――――― ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 143千円

債務保証損失引当金繰入

額
657千円

    

  

固定資産除却損        1,103千円

訴訟費用        1,291千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 3,322千円

無形固定資産 1,941千円

有形固定資産      2,766千円

無形固定資産   50,703千円

有形固定資産      5,899千円

無形固定資産    44,927千円
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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４月１日　至　平成18年９月30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）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
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 1,614 － 116,155

合計 114,541 1,614 － 116,155

　（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1,614株は、単元未満株式の買取り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） 
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

 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）上表の新株予約権は、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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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式　　（注）1 38,276,857 86,363 － 38,363,220

合計 38,276,857 86,363 － 38,363,220

自己株式

普通株式　　（注）２ 117,029 1,291 － 118,320

合計 117,029 1,291 － 118,320

　（注）１.　普通株式の発行済株式総数の増加86,363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1,291株は、単元未満株式の買取り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） 
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

 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）上表の新株予約権は、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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前事業年度（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り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）上表の新株予約権は、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。

（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４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

（平成18年９月30日現在）

※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

（平成19年９月30日現在）

※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

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金期末残高 222,377千円

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中

間期末残高
222,377千円

現金及び預金期末残高  1,697,074千円

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中

間期末残高
   1,697,074千円

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
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　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

 

工具、

器具及

び備品

合計

取得価額相

当額

26,352

千円

26,352

千円

減価償却累

計額相当額

19,269

千円

19,269

千円

中間期末残

高相当額

7,083

千円

7,083

千円

 

工具、

器具及

び備品

合計

取得価額相

当額

28,216

千円

28,216

千円

減価償却累

計額相当額

22,724

千円

22,724

千円

中間期末残

高相当額

5,492

千円

5,492

千円

 

工具、

器具及

び備品

合計

取得価額相

当額

25,396

千円

25,396

千円

減価償却累

計額相当額

20,852

千円

20,852

千円

期末残高相

当額

4,543

千円

4,543

千円

(2）未経過リース料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 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,259千円

１年超 2,086千円

合計 7,386千円

１年以内 2,799千円

１年超 2,884千円

合計 5,684千円

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

(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 2,802千円

減価償却費相当額 2,635千円

支払利息相当額 110千円

支払リース料 2,818千円

減価償却費相当額 2,704千円

支払利息相当額 85千円

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

(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

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

（前中間会計期間）（平成18年９月30日現在）

該当事項はありません。

（当中間会計期間）（平成19年９月30日現在）

該当事項はありません。

         (前事業年度)(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）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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。

 　同左  　同左

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　 当中間会計期間における費用計上額及び科目名

     販売費及び一般管理費　　　4,493千円

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　 当中間会計期間における費用計上額及び科目名

     販売費及び一般管理費　　   2,567千円

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　 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

（持分法損益等）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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  　同左

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項　　　　目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 47円53銭   60円04銭  53円46銭

１株当たり中間(当期)純利

益又は１株当たり中間純損

失（△）

△1円16銭 6円46銭 4円88銭

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益

なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額に

ついては、潜在株式は存在

するものの1株当たり中間純

損失が計上されているため、

記載しておりません。

 　　　6円45銭   　　　　　　4円84銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
△43,032 247,026 183,361

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は中間純損失（△）（千円）
△43,032 247,026 183,361

期中平均株式数（千株） 36,980 38,203 37,569

潜在株式調整後１株当り中間（当期）

純利益金額 
   

 中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

 普通株式増加数（千株） ― 42 302

 （うち新株予約権付社債） ― (42) (43)

 （うち新株予約権） ― ― (258)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（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

 

 新株予約権2種類

 新株予約権の個数900個

新株予約権2種類

新株予約権の個数900個

 

 

 

 

平成18年６月29日定時株

主総会決議に基づく新株

予約権の残高

600個
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　―――――

　

（重要な子会社等の設立）

　平成19年９月28日開催の取締役会において、

海外の優良版権獲得向上を図ることを目的と

し、子会社を設立することを決議し、平成19

年10月２日に出資いたしました。　

　子会社の概要

① 名称 株式会社ユー・エン

ターテインメント   

② 事業内容 海外の版権の売買及び

海外の芸能タレント、

俳優、音楽家、スポー

ツ選手、文化人等の招

聘

③ 資本金等 資本金5,000万円、発行

する株式数1,000株　

④ 当社の出資割合 100%

 

 

　

―――――
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５．生産、受注及び販売の状況
(1) 商品仕入実績

　　当中間会計期間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
当中間会計期間

自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

コンテンツ事業　　　　　　（千円） 3,051,750

アミューズメント事業　　　（千円） 595,159

コンサルティング事業　　　（千円） 18,312

　合　　計　　　（千円） 3,665,222

　（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．前事業年度下半期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

　当中間会計期間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
当中間会計期間

自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

コンテンツ事業　　　　　　（千円） 3,546,823

アミューズメント事業　　　（千円） 707,082

コンサルティング事業　　　（千円） 47,241

　合　　計　　　（千円） 4,301,147

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前事業年度下半期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．当中間会計期間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

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 株式会社　三共 241,910 41.7 3,326,320 77.3

 株式会社アップフロントワークス 88,698 15.3 103,793 2.4

　（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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