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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第３四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績                         （％表示は対前年同四半期増減率） 

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

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第３四半期 3,144（ 23.5）  △63（―） △14（―） △1,372（―）

19年３月期第３四半期 2,546（ 43.6） △385（―） △410（―） △2,409（―）

19 年３月期 4,122 △1,796 △1,798 △6,169 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年３月期第３四半期 △17 84 ― ―

19年３月期第３四半期 △31 63 ― ―

19 年３月期 △81 13 ― ―

 
(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

 百万円 百万円 ％ 円    銭

20 年３月期第３四半期 8,641 4,833 51.5 57 85

19 年３月期第３四半期 11,794 9,881 80.7 125 90

19 年３月期 8,694 6,544 70.8 80 05
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【参考】 
２．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、通期は対前期増減率） 

 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 3,700（△10.2） △110（－） △100（－） △1,430（－） 18  58

 
 
３．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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
 

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が本資料発表日現在におい
て入手可能な情報から得られた判断に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異
なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項
等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧下
さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国の経済情勢は、企業収益の改善に支えられ、設備投資が増加傾向

で推移する中、景気は引続き穏やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、その一方で

は米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発した世界的な金融不安と原油価格が引続き高水

準で推移している等懸念すべき不安要因もあり、依然として先行き不透明な状況が続いておりま

す。当社グループを取巻く事業環境におきましては、世界的金融不安による投資環境の悪化やイ

ンターネットによるコンテンツ配信サービス、映画製作分野における TV 局の台頭等により競争

が激化し、厳しい状況が続いております。 

このような状況下において、当社グループは、持株会社として戦略立案・管理を行うことで、

中核事業を担う当社及び各子会社・関連会社の企業価値向上に努め、グループ全体としての底上

げを図ってまいりました。映像・音盤関連事業におきましては、子会社株式会社 FLACOCO が制作

いたしました企業広告「アイデム」及び大分麦焼酎「iichiko」等の TV－CM の他、子会社オメガ・

プロジェクト株式会社を中心とした既存作品の二次利用による版権収入等があったものの、新規

映画作品の製作による収益がなかったこともあり、前年同期に比べ減収となりました。 

レジャー事業におけるテーマパーク及びスポーツレジャー施設の入園者数にて、閑散期の来客

数を伸ばすことができず、原油高騰に伴うガソリン高により、自動車での来場者が減少したこと

に伴い入園者数が減少したことなども起因し、売上高は減少いたしました。また、売上高の減少

とともに、平成 19 年 10 月 19 日にオープンいたしました新施設「伊豆高原旅の駅 ぐらんぱる

ぽーと」に係る人件費をはじめとする販売管理費及び仕入高が膨らんでしまったため、営業利益

についても減益となりました。 

投資事業におきましては、サブプライム住宅ローン問題等の世界的金融不安による投資環境の

悪化も起因し、株価下落に伴う一部の当社保有営業用投資有価証券における評価損、リスク管理

の厳格化による貸倒引当金繰入損、投資損失引当金繰入額並びにのれん償却費を特別損失として

計上する等、不安定な状況であり、今後は事業の整理・再編が急務となっております。 

以上の結果、当第３四半期は売上高 3,144 百万円（前年同期比 23.5%増）、営業損失 63 百万円

（前年同期は 385 百万円の営業損失）、経常損失 14 百万円（前年同期は 410 百万円の経常損失）、

四半期純損失 1,372 百万円（前年同期は 2,409 百万円の四半期純損失）となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

第３四半期末の財政状況は、総資産 8,641 百万円（前連結会計年度末比 52 百万円減）、負債

3,808 百万円（前連結会計年度末比 1,658 百万円増）、純資産 4,833 百万円（前連結会計年度末

比 1,711 百万円減）となりました。 

総資産の主な減少要因は、投資損失引当金を計上したこと等によります。 

負債の主な増加要因は、短期借入金及び未払金が 1,511 百万円増加したこと等によります。 

純資産の主な減少要因は、その他有価証券評価差額金が 380 百万円減少したこと等によります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 
 連結業績予想につきましては、平成 19 年 11 月 26 日付の「平成 20 年３月期 中間決算短信」

の連結業績予想発表以降、本日付で別途開示いたしました「平成 20 年３月期通期（連結）業績

予想の修正に関するお知らせ」のとおり、通期の業績予想を２ページの記載へ修正しております。 
  
 

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） 

  該当事項はありません。 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

  法人税等の計上基準に一部簡便な方法を採用しております。 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

  該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 
(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円、％） 

前年同四半期末 

平成 19 年３月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期 

第３四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成19年３月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（資産の部）    
Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金 991 210 △780 △78.7 416
２．売掛金 68 680 611 897.8 1,112
３．商品有価証券 238 224 △14 △6.0 117
４．営業用投資有価証券 4,500 1,817 △2,683 △59.6 2,116
５．たな卸資産 378 310 △67 △17.9 341
６．前渡金 56 501 445 791.7 58
７．短期貸付金 2,157 2,187 29 1.4 1,126
８．未収入金 268 246 △21 △8.2 241
９．その他 475 257 △217 △45.8 236
貸倒引当金 △125 △260 △134 107.1 △451

 投資損失引当金 ― △1,018 △1,018 ― ―

流動資産合計 9,009 5,157 △3,852 △42.8 5,317
Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 1,601 2,154 552 34.5 1,690
（１）建物 313 604 290 92.8 376
（２）構築物 176 201 24 13.7 186
（３）コース 359 359 ― ― 359
（４）土地 629 788 158 25.2 634
（５）その他 121 200 78 64.8 132
２．無形固定資産 351 305 △46 △13.2 351
（１）のれん 347 302 △45 △13.1 343
（２）その他 3 3 △0 △19.0 7
３．投資その他の資産 831 1,025 193 23.3 1,334
（１）投資有価証券 491 851 360 73.3 1,077
（２）長期貸付金 406 1,000 593 145.7 1,080
（３）長期化営業債権 133 306 173 130.4 95
（４）その他 106 105 △1 △1.2 109
貸倒引当金 △306 △1,238 △931 303.9 △1,027

固定資産合計 2,784 3,484 700 25.1 3,376
  資産合計 11,794 8,641 △3,152 △26.7 8,694
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（単位：百万円、％）

前年同四半期末 

平成 19 年３月期 

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年３月期 

第３四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成19年３月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（負債の部）    
Ⅰ 流動負債      
    １．支払手形及び買掛金 127 235 107 84.6 125

２．短期借入金 55 832 777 1,413.4 100
    ３．一年以内返済予定 

長期借入金 
21 13 △8 △37.2 20

４．未払金 640 1,737 1,097 171.4 957
    ５．未払法人税等 8 16 7 85.4 13
  ６．賞与引当金 ― 39 39 ― 46
    ７．訴訟損失引当金 30 ― △30 △100.0 ―

    ８．その他 179 195 16 9.0 124
流動負債合計 1,062 3,069 2,007 188.9 1,388

Ⅱ 固定負債   
１．長期借入金 223 39 △183 △82.2 48
２．退職給付引当金 205 222 16 8.3 236
３．役員退職引当金 25 29 4 15.8 26
４．その他 395 447 51 13.1 449

固定負債合計 850 738 △111 △13.1 761
負債合計 1,912 3,808 1,896 99.1 2,149

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

１．資本金 

２．資本剰余金 

３．利益剰余金 

４．自己株式 

4,239

7,556

△1,769

△139

4,239

3,015

△2,355

△13

 

 

― 

△4,541 

△585 

125 

 

 

― 

△60.1 

33.1 

△90.3 

4,239

7,516

△5,529

△13

株主資本合計 

Ⅱ 評価・換算差額等 

１．その他有価証券 

評価差額金 

２．為替換算調整勘定 

評価・換算差額等合計 

9,886

△384

20

△364

4,885

△452

17

△434

△5,001 

 

△67 

 

△2 

△70 

△50.6 

 

17.6 

 

△12.9 

19.3 

6,212

△72

18

△53
Ⅲ 新株予約権 32 54 22 68.3 56
Ⅳ 少数株主持分 326 327 0 0.2 328

純資産合計 9,881 4,833 △5,048 △51.1 6,544
負債、純資産合計 11,794 8,641 △3,152 △26.7 8,694
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 (2) （要約）四半期連結損益計算書 

 

（単位：百万円、％） 

前年同四半期 

平成 19 年３月期 

第３四半期 

当四半期 

平成 20 年３月期 

第３四半期 

増  減 
（参考）前期 

（平成 19 年 3月期）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
Ⅰ 売上高 2,546 3,144 598 23.5 4,122
Ⅱ 売上原価 1,420 1,735 315 22.2 3,866
売上総利益 

（又は売上総損失） 

1,125 1,408 282 25.1 255

Ⅲ 販売費及び一般

管理費 
1,511 1,471 △40 △2.7 2,052

営業利益 
（又は営業損失） 

△385 △63 322 △83.6 △1,796

Ⅳ 営業外収益 212 104 △108 △51.1 243
Ⅴ 営業外費用 237 55 △181 △76.5 245
経常利益 

（又は経常損失） 
△410 △14 395 △96.4 △1,798

Ⅵ 特別利益 138 3 △134 △97.3 156
Ⅶ 特別損失 2,154 1,357 △796 △37.0 4,543

税金等調整前四半

期（当期）純利益 

（又は税金等調整前

四半期（当期）純損

失） 

△2,426 △1,369 1,057 △43.6 △6,185

税金費用 3 4 1 33.9 2
少数株主利益（△損失） △20 △0 19 △95.8 △18
四半期（当期） 
純利益 

（又は四半期 
（当期）純損失） 

△2,409 △1,372 1,037 △43.0 △6,169



オメガプロジェクト・ホールディングス (株 ) (6819) 平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

8 

 
(3)（要約）四半期連結株主資本等変動計算書                  

 （単位：百万円） 
当第３四半期連結会計期間（自平成 19 年４月１日  至平成 19 年 12 月 31 日） 

株主資本  
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 19 年３月 31 日残

高 
4,239 7,516 △5,529 △13 6,212

当第３四半期連結会計

期間中の変動額 
  

その他資本剰余金 
からその他利益剰余 
金への振替 

－ △4,500 4,500 － －

 当第３四半期純損失 － － △1,372 － △1,372
連結除外による 
利益剰余金増加額 

－ － 45 － 45

株主資本以外の項目 
の当第３四半期連結 
会計期間中の変動額 
（純額） 

－ － － － －

当第３四半期連結会計

期間中の変動額合計 
－ △4,500 3,173 － △1,327

平成 19 年 12 月 31 日

残高 
4,239 3,015 △2,355 △13 4,885

 
評価・換算差額等  

その他 
有価証券 

評価差額金 

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残

高 
△72 18 △53 56 328 6,544

当第３四半期連結会計

期間中の変動額 
  

その他資本剰余金 
からその他利益剰余 
金への振替 

－ － － － － －

 当第３四半期純損失 － － － － － △1,372
連結除外による 
利益剰余金増加額 

－ － － － － 45

株主資本以外の項目 
の当第３四半期連結 
会計期間中の変動額 
（純額） 

△380 △1 △381 △2 △0 △384

当第３四半期連結会計

期間中の変動額合計 
△380 △1 △381 △2 △0 △1,711

平成 19 年 12 月 31 日残

高 
△452 17 △434 54 327 4,833

 
 
 
 
 
 


