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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 

19 年３月期第３四半期 

572  △3.0 

589     22.9 

△305   － 

△520   － 

△300   － 

△539   － 

△1,009   － 

△1,245   － 

19 年３月期 892    － △566   － △691   － △1,660   － 

 

 
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 

19 年３月期第３四半期 

△4,847  96 

△5,987  67 

－ 

－ 

19 年３月期 △7,979  97 － 

 

(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 

19 年３月期第３四半期 

1,482 

3,367 

1,006 

2,480 

44.6 

61.8 

3,173 50 

9,997 46 

19 年３月期 2,993 2,050 55.7 8,005 41 

 

(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 

 百万円 百万円 百万円 百万円
20 年３月期第３四半期 

19 年３月期第３四半期 

5 

105 

△433 

184 

△530 

△690 

35 

554 

19 年３月期 205 532 △700 993 

 

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 880   △1.4 △220      － △220      － △920      － △4,417    16 

http://www.jdc.jp/


 

 

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱（4815）平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

- 2 - 

 

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    ：無 

特定子会社の異動） 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準                ：中間連結財務諸表作成基準 

(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 

(4) 会計監査人の関与                      ：有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のため

の手続きを受けております。 

 

(参考) 個別業績の概要 

１． 平成 20 年３月期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

(1) 個別経営成績                            （％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 

19 年３月期第３四半期 

584  △5.2 

616   33.9 

△274   － 

△444      － 

△274   － 

△507   － 

△1,013   － 

△1,254   － 

19 年３月期 926    － △473      － △553      － △1,723    － 

         

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

  円  銭

20 年３月期第３四半期 

19 年３月期第３四半期 

△4,865   47

△6,028   07

19 年３月期 △8,285   68

 

(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 

百万円 百万円 ％ 円  銭 

20 年３月期第３四半期 

19 年３月期第３四半期 

1,591 

3,259 

656 

2,147 

41.3 

 65.9 

3,150 84 

 10,257 35 

19 年３月期 2,521 1,677 66.0 8,000  09 

 

２． 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 900  △2.9 △200    － △200     － △900     － △4,321   13 

               

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

１．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、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、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、４ページの【定性的情報・財務諸表

等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

２．通期の連結業績予想に関する事項につきましては、第３四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を減

額修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、平成 20 年２月 15 日公表の「平成 20 年３月期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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経済は、企業収益の改善を背景に堅調に推移しておりますが、米国のサブプライム

ローン問題に端を発する金融不安の広がりや原油価格高騰による物価上昇の懸念等、厳しい経営環境にあります。 

一方、コンテンツ業界においては、ブロードバンドコンテンツや携帯コンテンツ等の新しい分野を中心に、市場

規模も堅調に拡大しております。 

このような状況の下、当社グループは、コンテンツ制作会社への支援と新しいチャネルの開拓に取り組んでまい

りました。平成17年６月より開始した信託事業を中核の業務として位置付け、従来から行ってきた兼業事業とあわ

せて、積極的な事業展開を図っております。 

信託事業におきましては、金融市場の縮小傾向や投資マインドの冷え込みの影響を受け、平成19年10月以降、新

規の信託案件を立ち上げる目処が立たない状況となりました。しかしながら信託受託財産高の積み上がりにより、

信託管理報酬は増大し、結果として売上高は329百万円（前年同期比49.5％増）、営業利益は64百万円（前年同期

比89.2％増）となりました。引き続き新たな信託商品開発への取組みを強化し、組成実現へ向けた活動を進めてま

いります。 

兼業事業におきましては、コンテンツアグリゲーション業務のニーズが順調に伸びておりますが、全体としては

信託事業に主業務を移行したことにより、売上規模は縮小しております。その結果、売上高は242百万円（前年同

期比33.7％減）、営業損失は214百万円（前年同期比損失が50.6％減少）となりました。 

当第３四半期連結会計期間の売上高につきましては、受託財産額の積み上げにより信託管理報酬は伸びたものの、

新規案件に係る組成手数料が計上できなかったことや兼業部門の売上高減少により572百万円（前年同期比3.0％

減）と、前年同期に比べて減少しました。売上原価は利益率の高い信託事業の比重が高まったことや出資損失負担

金の計上が減少したことにより331百万円（前年同期比37.6％減）となり、販売費及び一般管理費が546百万円（前

年同期比5.8％減）となったことから、営業損失305百万円（前年同期比損失が41.4％減少）、経常損失300百万円

（前年同期比損失が44.4％減少）となりました。また、持分法適用関連会社の債務超過相当額の取り込みによる持

分法投資損失をはじめとする特別損失794百万円を計上したことにより、当第３四半期純損失は1,009百万円（前年

同期比損失が19.0％減少）となりました。 

なお､当社グループのセグメント別の売上高は以下のとおりです。 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日)   

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) 事業部門別 

金額（百万円） 構成比（%） 金額（百万円） 構成比（%）

信託事業 220 37.5 329 57.6 

兼業事業 365 62.0 242 42.4 

その他の事業 2 0.5 － － 

合 計 589 100.0 572 100.0 

（注）１．上記売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．前連結会計期間においては、連結子会社であった株式会社バズスタイルが行うハードウェアセール

ス事業を「その他の事業」として区分しておりましたが、平成 19 年３月に同社の全株式及び事業を譲

渡したため、平成 20 年３月期第１四半期会計期間より「その他の事業」を事業の種類別セグメントよ

り除外しました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産及び負債の状況 

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末比 1,511 百万円減の 1,482 百万円となりました。当第３四半

期における資産及び負債の増減とそれらの要因は、次のとおりであります。 

流動資産については、主として現金及び預金 958 百万円、売掛金 25 百万円、営業投資有価証券 213 百万円

がそれぞれ減少し、信託未収収益 56 百万円、短期貸付金 36 百万円、貸倒引当金 288 百万円がそれぞれ増加し
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たことにより、1,397 百万円減少しております。 

固定資産については 110 百万円減少し、繰延資産については３百万円減少しております。 

流動負債については、主として組合出資預り金 20 百万円が増加し、１年内返済予定長期借入金 300 百万円、

短期借入金 235 百万円がそれぞれ減少したことにより 445 百万円減少しております。 

固定負債については、持分法適用に伴う負債が 21 百万円減少したことが反映されています。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 35 百万円となり、前連

結会計年度末と比較して 958 百万円の減少となりました。 

当第３四半期連結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） 

営業活動の結果、獲得した資金は 5百万円（前年同期は 105 百万円の獲得）となっております。これは主に、

持分投資損失 364 百万円及び貸倒引当金 286 百万円の増加並びに営業投資有価証券 213 百万円の減少がプラス

に作用した一方で、税金等調整前純損失 1,034 百万円の発生及び信託未収収益 56 百万円の増加がマイナスに作

用したためであります。 

（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 433 百万円（前年同期は 184 百万円の獲得）となっております。これは主

に貸付の回収による収入 308 百万円があった一方で、貸付による支出 748 百万円があったためです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は 530 百万円（前年同期は 690 百万円の使用）となっております。これは、

短期借入金 235 百万円の減少、長期借入金の返済 300 百万円があったためです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループは、主業務である信託事業にリソースの集中を行い、新規案件の立ち上げによる信託財産額の積

み上げに積極的に取り組んでまいりましたが、昨年秋の米国のサブプライムローン問題に端を発する金融市場の

縮小傾向や投資マインドの冷え込みによる影響は予想以上に大きく、平成19年９月中間期末において売上計上を

留保した複数の信託案件を含め、平成19年10月以降、新規の信託案件を立ち上げる目処が立たない状況となりま

した。こうした中、新興国の株式で運用を行う信託商品の開発等新規分野の開拓にも努めておりますが、今後の

売上見込額を保守的に見積もった結果、通期の予想売上高を820百万円引き下げております。 

人件費及び経費等の費用につきましては、当初見込みからの大きな増加はありませんが、売上高が計画を下回

るため、営業利益及び経常利益がマイナスに転じる見通しであります。また、当第３四半期連結期間において、

持分法適用関連会社の債務超過相当額の取り込みによる持分法投資損失をはじめとした特別損失を計上したこと

に伴い、当期純利益の予想額は1,220百万円引き下げております。 

信託受託財産額につきましては、平成 19 年 12 月末時点で約 586 億円となっており、当期末の受託財産額につ

いては 1,100 億円を見込んでおりましたが、その予想額を 600 億円に修正いたします。信託案件の組成に伴う手

数料及び期間に応じた管理手数料を含めた通期の信託報酬としては 550 百万円を、信託事業の売上総利益は 420

百万円をそれぞれ見込んでおります。 

兼業事業については、330 百万円の売上高を見込んでおります。利益率の高い案件に絞り込んだ営業活動を推

進しておりますが、一部組合出資等に関する評価損の取り込みもあり、売上総利益は 50 百万円を見込んでおりま

す。 

この結果、平成 20 年３月期における業績の見通しにつきましては、平成 19 年 11 月９日に発表いたしました業

績予想を修正し、売上高 880 百万円、営業損失 220 百万円、経常損失 220 百万円、当期純損失 920 百万円を見込

んでおります。 

 

４．その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に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 

    該当事項はありません。 

 (3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の有無 

法人税法の改正に伴い、平成 19 年４月１日以降取得の有形固定資産については、改正後の法人税法に規定す

る償却方法に、変更しております。これに伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響

は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1）四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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 
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産      

1.現金及び預金 ※1  674,656 155,065  1,113,596

2.売掛金   87,973 60,814  86,777

3.信託未収収益   59,036 72,570  15,769

4.営業投資有価証券   418,560 178,002  391,104

5.たな卸資産   73,441 32,928  32,625

6.短期貸付金   1,473,410 1,201,902  1,165,220

7.その他   148,957 66,648  71,703

貸倒引当金   △974  △523,694  △235,485

流動資産合計   2,935,061 87.2 1,244,237 83.9  2,641,311 88.2

Ⅱ 固定資産      

1.有形固定資産 ※2 6,734 6,734 32,511 32,511 7,074 7,074

2.無形固定資産     

(1)ソフトウェア  45,036 － 41,741 

(2)その他  1,720 46,756 12,433 12,433 1,682 43,423

3.投資その他の資産     

 (1)投資有価証券 ※1 171,779 46,113 143,497 

 (2)出資金  94,851 36,411 61,998 

 (3)その他  113,646 115,167 99,253 

 貸倒引当金  △8,142 372,136 △5,742 191,950 △7,542 297,206

 固定資産合計   425,626 12.6 236,896 16.0  347,705 11.6

Ⅲ 繰延資産   6,909 0.2 1,176 0.1  4,706 0.2

 資産合計   3,367,598 100.0 1,482,310 100.0  2,993,723 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債         

1.買掛金   27,804 23,520   27,606

2.短期借入金 ※1  480,000 235,000   470,000

3.１年以内返済予定長期 
  借入金 

  － －   300,000

4.未払法人税等   7,877 3,065   5,650

5.組合出資預り金   27,827 30,275   9,691

6.その他   41,309 117,055   41,915

流動負債合計   584,820 17.4 408,917 27.6  854,863 28.6

Ⅱ 固定負債     

1.長期借入金   302,720 －   －

2.持分法適用に伴う負債   － 66,400   88,235

固定負債合計   302,720 9.0 66,400 4.5  88,235 2.9

負債合計   887,540 26.4 475,317 32.1  943,099 31.5

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

1.資本金   2,277,607 67.6 2,280,032 153.8  2,277,607 76.1

2.資本剰余金   2,189,207 65.0 2,191,632 147.9  2,189,207 73.1

3.利益剰余金   △2,383,254 △70.7 △3,807,536 △256.9  △2,797,954 △93.4

4.自己株式   △2,038 △0.1 △2,038 △0.1  △2,038 △0.1

株主資本合計   2,081,521 61.8 662,089 44.7  1,666,822 55.7

Ⅱ 評価・換算差額等     

1.その他有価証券評価差額
金 

  △520 △660   △473

 評価・換算差額等合計   △520 △0.0 △660 △0.1  △473 △0.0

Ⅲ 新株予約権   12,500 0.4 － －  12,500 0.4

Ⅳ 少数株主持分   386,555 11.4 345,562 23.3  371,774 12.4

 純資産合計   2,480,057 73.6 1,006,992 67.9  2,050,624 68.5

 負債純資産合計   3,367,598 100.0 1,482,310 100.0  2,993,723 100.0

      

 



 

 

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱（4815）平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

- 7 - 

 

(2）四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日)  

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) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   589,809 100.0 572,323 100.0  892,169 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1  530,904 90.0 331,360 57.9  731,190 82.0

 売上総利益   58,905 10.0 240,962 42.1  160,978 18.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2  579,881 98.3 546,314 95.5  727,546 81.5

  営業損失   520,976 △88.3 305,351 △53.4  566,568 △63.5

Ⅳ 営業外収益     

 1.受取利息  7,441 8,351  12,037 

2.買取債権回収益  － －  4,948 

3.匿名組合損益分配額  3,928 10,005  － 

 4.その他  5,162 16,532 2.8 1,661 20,018 3.5 2,895 19,882 2.2

Ⅴ 営業外費用     

1.支払利息  18,568 8,866  22,948 

2.持分法投資損失  8,973 1,834  98,938 

3.新株発行費償却  3,530 3,530  4,706 

4.社債発行費償却  3,077 －  4,103 

5.匿名組合損益分配額  － －  12,176 

6.その他  1,044 35,194 6.0 581 14,813 2.5 1,534 144,408 16.2

 経常損失   539,637 △91.5 300,147 △52.4  691,094 △77.5

Ⅵ 特別利益     

1.貸倒引当金戻入益  4,196 28,820  4,805 

2.新株予約権戻入益  － 12,500  － 

3.出資金償還益  － 15,000  － 

4.固定資産売却益 ※3 － 4,196 0.7 3,816 60,136 10.5 － 4,805 0.5

Ⅶ 特別損失     

1.投資有価証券評価損  183,772 95,100 211,542 

2.出資金評価損  － － 15,000 

3.たな卸資産評価損  77,308 22,080 83,188 

4.貸倒引当金繰入額  － 313,794 207,500 

5.減損損失 ※4 461,149 － 483,349 

6.持分法投資損失  － 722,229 122.4 363,164 794,139 138.8 － 1,000,580 112.1

 
税金等調整前四半期 
（当期）純損失 

  1,257,671 △213.2 1,034,149 △180.7  1,686,869 △189.1

 
法人税、住民税及び事 
業税 

 847 712  1,130 

 法人税等調整額  － 847 0.2 － 712 0.1 － 1,130 0.1

 少数株主損失   12,917 2.2 25,311 4.4  27,698 3.1

 四半期（当期）純損失   1,245,601 △211.2 1,009,550 △176.4  1,660,300 △186.1
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日）        

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 18 年３月 31 日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730

第３四半期連結会計期間中

の変動額 
 

新株の発行 4,696 4,696  9,392

第３四半期純利益 △1,245,601  △1,245,601

株主資本以外の項目の第

３四半期連結会計期間中

の変動額（純額） 

 

第３四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円） 
4,696 4,696 △1,245,601 － △1,236,209

平成 18年 12月 31日 残高 

（千円） 
2,277,607 2,189,207 △2,383,254 △2,038 2,081,521

          

        

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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

（千円） 
△333 △333 20,000 399,473 3,736,871

第３四半期連結会計期間中

の変動額 
 

新株の発行  9,392

第３四半期純利益  △1,245,601

株主資本以外の項目の第

３四半期連結会計期間中

の変動額（純額） 

△187 △187 △7,500 △12,918 △20,605

第３四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円） 
△187 △187 △7,500 △12,918 △1,256,814

平成 18年 12月 31日 残高 

（千円） 
△520 △520 12,500 386,555 2,480,057
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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 

（千円） 2,277,607 2,189,207 △2,797,954 △2,038 1,666,822

第３四半期連結会計期間

中の変動額 
  

連結除外による減少  △31  △31

新株の発行 2,425 2,425  4,850

第３四半期純利益  △1,009,550  △1,009,550

株主資本以外の項目の

第３四半期連結会計期

間中の変動額（純額） 

  

第３四半期連結会計期間

中の変動額合計 （千円） 
2,425 2,425 △1,009,582 － △1,004,732

平成 19 年 12 月 31 日残高 

（千円） 2,280,032 2,191,632 △3,807,536 △2,038 662,089

    

    

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 

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 

（千円） △473 △473 12,500 371,774 2,050,624

第３四半期連結会計期間

中の変動額 
  

連結除外による減少   △31

新株の発行   4,850

第３四半期純利益   △1,009,550

株主資本以外の項目の

第３四半期連結会計期

間中の変動額（純額） 

△187 △187 △12,500 △26,212 △38,899

第３四半期連結会計期間

中の変動額合計 （千円） 
△187 △187 △12,500 △26,212 △1,043,631

平成 19 年 12 月 31 日残高 

（千円） △660 △660 － 345,562 1,006,992
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前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日）         

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高 

（千円） 2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730

連結会計年度中の変動額   

新株の発行 4,696 4,696  9,392

当期純利益  △1,660,300  △1,660,300

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） 
4,696 4,696 △1,660,300 － △1,650,908

平成 19 年３月 31 日残高 

（千円） 2,277,607 2,189,207 △2,797,954 △2,038 1,666,822

 

 

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 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（千円） △333 △333 20,000 399,473 3,736,871

連結会計年度中の変動額   

新株の発行   9,392

当期純利益   △1,660,300

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

△140 △140 △7,500 △27,698 △35,339

連結会計年度中の変動額

合計     （千円） 
△140 △140 △7,500 △27,698 △1,686,247

平成 19 年３月 31 日残高 

（千円） △473 △473 12,500 371,774 2,050,624
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前第３四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日)  

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)

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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ

シュ・フロー 

 
   

税金等調整前四半期（当

期）純損失 

 
△1,257,671 △1,034,149 △1,686,869 

減価償却費  87,606 41,742 92,232 

持分法投資損失  8,973 364,998 98,938 

貸倒引当金の増減額 

（減少は△） 

 
△4,196 286,409 202,694 

受取利息  △7,441 △8,351 △12,037 

支払利息  18,568 8,866 22,948 

繰延資産償却  6,607 － － 

組合損益分配額  － △10,005 12,176 

投資有価証券評価損  183,772 95,100 211,542 

出資金評価損  － － 15,000 

減損損失  461,149 － 483,349 

売上債権の減少額  724,966 25,963 725,805 

信託未収収益の増加額  △59,036 △56,800 △15,769 

たな卸資産の増減額 

（増加は△） 

 
163,453 △302 204,269 

営業投資有価証券の減少

額 

 
194,621 213,101 222,077 

仕入債務の減少額  △276,677 △4,086 △276,876 

組合出資預り金の増減額

（減少は△） 

 
△23,819 20,584 △41,956 

長期前払費用の減少額  870 － － 

新株予約権戻入益  － △12,500 － 

出資金償還益  － △15,000 － 

固定資産売却益  － △3,816 － 

その他  △104,769 91,732 △40,247 

小計  116,976 3,486 217,279 

利息及び配当金の受取額  4,554 11,826 10,986 

利息の支払額  △15,405 △8,866 △21,858 

法人税等の支払額  △847 △948 △949 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 

 
105,278 5,498 205,458 
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前第３四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日)  

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)

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） 金額（千円） 

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 

 
△6,117 △32,373 △8,012 

無形固定資産の取得に

よる支出 

 
△23,900 － △23,900 

貸付けによる支出  △730,500 △748,670 △775,500 

貸付金の回収による収

入 

 
934,376 308,815 1,350,267 

出資による支出  △8,108 － － 

出資金回収による収入  8,063 － － 

投資有価証券の取得に

よる支出 

 
△71,000 － － 

投資有価証券の分配に

よる収入 

 
79,577 － － 

投資有価証券の取得及

び出資による支出 

 
－ － △81,608 

投資有価証券及び出資

金回収による収入 

 
－ 38,117 90,720 

保証金の差入による支

出 

 
－ － △20,687 

連結の範囲変更を伴う

子会社株式の売却によ

る支出 

 

－ － △1,241 

その他  1,705 262 2,924 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 

 
184,097 △433,847 532,962 
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前第３四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日)  

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)

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） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ

シュ・フロー 

 
   

短期借入金の純減少額  △670,000 △235,000 △680,000 

長期借入れによる収入  3,000 － 3,000 

長期借入金の返済によ

る支出 

 
△25,580 △300,000 △25,685 

株式の発行による収入  1,892 4,850 1,892 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 

 
△690,687 △530,150 △700,792 

Ⅳ 現金及び現金同等物に

係る換算差額 

 
－ － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の

増減額（減少は△） 

 
△401,311 △958,499 37,628 

Ⅵ 現金及び現金同等物の

期首残高 

 
955,968 993,596 955,968 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及

び現金同等物の減少額 
 － △31 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の

期末残高     
※1 554,656 35,065 993,596 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

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) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

当社グループは、前々連結会計年

度 529,881 千円、前連結会計年度

615,568 千円、当第３四半期連結会

計期間 520,976 千円と大幅な営業

損失を計上しております。当該状況

により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消

すべく、前連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として積

極的に推進しており、今後は、信託

業務及び関連事業による収益拡大

により、利益計上体質への改善を図

っていく計画であります。 

 四半期連結財務諸表は継続企

業を前提として作成しており、この

ような疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。 

当社グループは、前々連結会計年

度 615,568 千円、前連結会計年度

566,568 千円、当第３四半期連結会

計期間 305,351 千円と大幅な営業

損失を計上しております。当該状況

により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消

すべく、前々連結会計年度より開始

した信託事業を業務の中核として

積極的に推進しており、今後は、信

託事業及び関連事業による収益拡

大により、利益計上体質への改善を

図っていく計画であります。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を

前提として作成しており、このよう

な疑義の影響を四半期連結財務諸表

には反映しておりません。 

当社グループは、前々連結会計年

度 529,881 千円、前連結会計年度

615,568 千円、当連結会計年度

566,568 千円と大幅な営業損失を計

上しております。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消

すべく、前連結会計年度より開始し

た信託事業を業務の中核として積

極的に推進しており、今後は、信託

事業及び関連事業による収益拡大

により、利益計上体質への改善を図

っていく計画であります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、このような疑

義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)  

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) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1）連結子会社の数 ５社 

主要な連結子会社の名

称 

・株式会社バズスタイル

・投資事業有限責任組合

第２東京マルチメデ

ィアファンド 

・ＴＭＦ３投資事業有限

責任組合中小企業コ

ンテンツ制作支援フ

ァンド 

・ユビキャスト匿名組合

事業 

・日本デジタルリンク匿

名組合事業 

日本デジタルリンク匿名

組合事業は、当四半期連結

会計年度において匿名組合

出資を行い、実質的に支配

している組合等と判断され

るため、当四半期連結会計

期間より連結の範囲に含め

ることにいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）主要な非連結子会社の名

称 

・ケイジェイ・プロジェ

クト匿名組合事業 

（連結の範囲から除いた理

由） 

 非連結子会社７社は、い

ずれも小規模会社等であ

り、合計の総資産、売上高、

四半期純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、

いずれも四半期連結財務諸

表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

(1）連結子会社の数 ２社 

主要な連結子会社の名

称 

・投資事業有限責任組合

第２東京マルチメデ

ィアファンド 

・ＴＭＦ３投資事業有限

責任組合中小企業コ

ンテンツ制作支援フ

ァンド 

 

 

 

 

 

ユビキャスト匿名組合事

業は、合計の総資産、売上

高、四半期純損益及び利益

剰余金（持分に見合う額）

等が、いずれも四半期連結

財務諸表に重要な影響を及

ぼすことが無くなったため

連結の範囲から除外するこ

とにいたしました。 

日本デジタルリンク匿名

組合事業は当四半期連結会

計年度において出資金を清

算したため、当四半期連結

会計年度において連結の範

囲から除外しております。

なお、損益については連結

しております。 

(2）主要な非連結子会社の名

称 

同左 

 

（連結の範囲から除いた理

由） 

 非連結子会社７社は、い

ずれも小規模会社等であ

り、合計の総資産、売上高、

四半期純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、

いずれも四半期連結財務諸

表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

(1）連結子会社の数 ４社 

主要な連結子会社の名

称 

・投資事業有限責任組合

第２東京マルチメデ

ィアファンド 

・ＴＭＦ３投資事業有限

責任組合中小企業コ

ンテンツ制作支援フ

ァンド 

・日本デジタルリンク匿

名組合事業 

 

 

 

株式会社バズスタイル

は、当連結会計年度におい

て全株式を譲渡したため、

当連結会計年度末において

連結の範囲から除外してお

ります。なお、損益につい

ては連結しております。 

日本デジタルリンク匿名

組合事業は、当連結会計年

度において匿名組合出資を

行い、実質的に支配してい

る組合等と判断されるた

め、当連結会計年度より連

結の範囲に含めることにい

たしました。 

 

 

(2）主要な非連結子会社の名

称 

同左 

 

（連結の範囲から除いた理

由） 

非連結子会社６社は、い

ずれも小規模会社等であ

り、合計の総資産、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。 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)  

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) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

２．持分法の適用に関する

事項 

(1）持分法を適用した非連結

子会社の数 ４社 

持分法を適用した関連

会社の数 １社 

主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェ

クト匿名組合 

・株式会社九天社 

 

 

 

 

 

(2）持分法を適用しない非連

結子会社のうち主要な会

社等の名称 

・株式会社日本デジタル

リンク 

・ジェイトス匿名組合事

業 

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社３社

は、それぞれ四半期純損益

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

いためであります。 

(1）持分法を適用した非連結

子会社の数 ４社 

持分法を適用した関連

会社の数 ２社 

主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェ

クト匿名組合事業 

・株式会社九天社 

・MPLCジャパン株式会社

 

 

 

 

(2）持分法を適用しない非連

結子会社のうち主要な会

社等の名称 

・有限会社ケイジェイ・

プロジェクト 

   

 

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社３社

は、それぞれ四半期純損

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

がないためであります。

(1）持分法を適用した非連結

子会社の数 ４社 

持分法を適用した関連

会社の数 ２社 

主要な会社等の名称 

同左 

 

 

 

MPLCジャパン株式会社

は、当連結会計年度中に

設立したため、持分法を

適用しております。 

(2）持分法を適用しない非

連結子会社のうち主要な

会社等の名称 

同左 

 

 

 

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社２社

は、それぞれ当期純損益及

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

ためであります。 
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項目 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)  

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) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

３．連結子会社の四半期決算

日等に関する事項 

連結子会社のうち、投

資事業有限責任組合第２

東京マルチメディアファ

ンドの四半期決算日は、

９月30日であります。四

半期連結財務諸表の作成

にあたっては、同日現在

の四半期財務諸表を使用

し、四半期連結決算日と

の間に生じた重要な取引

については、連結上必要

な調整を行っておりま

す。 

 また、ユビキャスト匿

名組合事業の四半期決算

日は３月31日でありま

す。四半期連結財務諸表

の作成にあたっては、四

半期連結決算日において

仮決算を行っておりま

す。 

連結子会社のうち、投資

事業有限責任組合第２東

京マルチメディアファン

ドの四半期決算日は、９月

30日であります。四半期連

結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の四半期

財務諸表を使用し、四半期

連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、

連結上必要な調整を行っ

ております。 

 

連結子会社のうち、投資

事業有限責任組合第２東

京マルチメディアファン

ドの決算日は、12月31日で

あります。連結財務諸表の

作成にあたっては、同日現

在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた

重要な取引については、連

結上必要な調整を行って

おります。 

 また、ユビキャスト匿名

組合事業の決算日は６月

30日であります。連結財務

諸表の作成にあたっては、

連結決算日において仮決

算を行っております。 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)  

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) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

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 

イ．時価のあるもの 

四半期連結決算日の市

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）を採用しておりま

す。 

ロ．時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております。

なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組

合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて

入手可能な 近の決算書

等を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法に

よっております。 

② たな卸資産 

商品・仕掛品 

個別法による原価法を

採用しております。 

 

 

① 有価証券 

 その他有価証券 

イ．時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

ロ．時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（金融商品取引法

第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書等を

基礎とし、持分相当額を純

額で取込む方法によってお

ります。 

② たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

 

 

① 有価証券 

その他有価証券 

イ．時価のあるもの 

連結決算日の市場価格

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)を採用しております。

 

ロ．時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております。 

なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への

出資（証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合

契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な 近

の決算書等を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方

法によっております。 

 

② たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却 

 

① 有形固定資産 

定率法を採用しており

ます。 

 

① 有形固定資産 

定率法を採用しており

ます。 

 （会計方針の変更） 

当四半期連結会計期間

から法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降

取得の有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法

に規定する償却方法に、変

更しております。これに伴

う営業損失、経常損失及び

税金等調整前四半期純損

失に与える影響は軽微で

あります。 

① 有形固定資産 

定率法を採用しており

ます。 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)  

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)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3）重要な引当金の計上

基準 

 

 

 

 

 

 

(4）重要なリース取引の

処理方法 

 

② 無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。     

なお、自社利用のソフト

ウェアについては､社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用して

おります。 

③ 長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えて、

一般債権については貸倒実

績率により計上しており、

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。 

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－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。 

② 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

③ 長期前払費用 

同左 

 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

② 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

③ 長期前払費用 

同左 

 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

(5）ヘッジ会計の方法 

 

 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては

特例処理の要件を満たして

おりますので特例処理を採

用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

  金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

  借入金の利息 

③ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスク

を回避する目的で行なって

おります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理

の要件を満たしているた

め､有効性の判定を省略し

ております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左 

 

 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左 

 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左 

 

 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)  

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) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

(6）その他の四半期連結財

務諸表（連結財務諸表）

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 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

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 

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左 

 

同左 

 

 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

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) 

前連結会計年度 

(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） 

 当第３四半期連結会計期間より、

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成

17年 12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,081,001 千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当第３四半期連結会計期間にお

ける四半期連結財務諸表は、改正後

の中間連結財務諸表規則により作成

しております。 

 

────── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当連結会計年度より、「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。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は、1,666,349 千円であります。

連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結財務諸表

は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。 

 



ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱（4815）第 3四半期財務・業績の概況 

- 21 - 

 

表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

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) 

――――― （四半期連結貸借対照表） 

 前第３四半期連結会計期間末において区分掲記して

おりました流動資産の「ソフトウェア」は、当四半期連

結会計期間末において金額的に重要性が乏しいこと及

び明瞭性の観点から、「その他」に含めて表示しており

ます。 

なお、当第３四半期連結会計期間末の「ソフトウェア」

の金額は10,865千円であります。 

 

――――― 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 
前第３四半期連結会計期間において区分掲記してお

りました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「繰

延資産償却」及び「長期前払費用の減少額」は、当第３

四半期連結会計期間において金額的に重要性が乏しい

こと及び明瞭性の観点から、「その他」に含めて表示し

ております。また、前第３四半期連結会計期間において

「その他」に含めて掲記しておりました「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」の「組合損益分配額」は当第３

四半期連結会計期間において明瞭性の観点から、区分表

示しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間の「繰延資産償却」

の金額は3,530千円、「長期前払費用の減少額」は188

千円であり、前第３四半期連結会計期間の「組合損益分

配額」の金額は△3,928千円であります。 

前第３四半期連結会計期間において区分掲記してお

りました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投

資有価証券の分配による収入」及び「出資金の回収によ

る収入」は、当第３四半期連結会計期間において金額的

に重要性が乏しいこと及び明瞭性の観点から、「投資有

価証券及び出資金回収による収入」にまとめて表示して

おります。 

なお、当第３四半期連結会計期間の「投資有価証券の分

配による収入」の金額は262千円、「出資金の回収による

収入」の金額は37,855千円であります。 
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(5）注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

※１．担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融

機関からの借入金に対し、定期預金

120,000千円を担保として差し入れ

ております。 

※１．担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融

機関からの借入金に対し、定期預金

120,000千円を担保として差し入れ

ております。 

また、株式会社りそな銀行からの

借入金180,000千円に対し、ジェッ

ト証券株式会社の株式1,100株

（34,100千円）を担保として差し入

れております。 

※１．担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融

機関からの借入金に対し、定期預金

120,000千円を担保として差し入れ

ております。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額は

5,590千円です。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額は

13,453千円です。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額は

6,518千円です。 

３．当社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当第３四

半期連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 
       
当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 170,000千円

差引額 30,000千円
       

３．    ――――― 
       
 

３．当社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 
      
当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 170,000千円

差引額 30,000千円
     

４．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラム

の権利に対する債務について保証

を行っております。 

株式会社メビウス 57,768千円 

４．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラム

の権利に対する債務について保証

を行っております。 

株式会社メビウス 55,368千円 

４．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラム

の権利に対する債務について保証

を行っております。 

株式会社メビウス 57,168千円 
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（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

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) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

※１．売上原価には、営業投資有価証券

から生じた費用の金額が147,244千

円含まれております。 

※１．売上原価には、営業投資有価証券

から生じた費用の金額が91,764千

円含まれております。 

※１．売上原価には、営業投資有価証券

から生じた費用の金額が234,916千

円含まれております。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次の通りであり

ます。 
      
支払手数料 96,228千円

従業員給与手当 130,155千円

役員報酬 55,350千円

広告宣伝費 78,928千円

減価償却費 61,474千円
     

※２．販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次の通りであり

ます。 
      
支払手数料 156,179千円

従業員給与手当 143,425千円

役員報酬 49,361千円

広告宣伝費 1,497千円

減価償却費 15,761千円
         

※２．販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次の通りであり

ます。 
      
支払手数料 121,152千円

従業員給与手当 171,308千円

役員報酬 74,250千円

広告宣伝費 83,685千円

減価償却費 65,850千円
         

※３．   ――――― ※３．固定資産売却益の内訳 

   日本デジタルリンク匿名組合事

業において、固定資産を売却した際

に発生したものであり、対象資産と

金額は次の通りであります。 

器具備品 288千円

ソフトウェア 3,528千円

    

※３．   ――――― 

※４．減損損失 

当第３四半期連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産につい

て減損損失を計上しました。 

当社グループは事業用資産につい

て、当社グループ全体を一つの資産グ

ループとしてグルーピングを行い、遊

休資産については、個々の資産ごとに

グルーピングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが低下

したため遊休となったソフトウェア

について、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額461,149千円を

減損損失として特別損失に計上して

おります。 

なお、遊休資産の回収可能価額は、

正味売却価額により測定しており、売

却や転用が困難であることから備忘

価額としております。 

場所 用途 種類 

本社(東京都

港区） 
遊休資産 

ソフトウ

ェア 

ユビキャス

ト匿名組合

事業（東京都

新宿区） 

遊休資産 
ソフトウ

ェア 

※４．   ――――― ※４．減損損失 

当連結会計期間において、当社グル

ープは以下の資産について減損損失

を計上しました。 

          

場所 用途 種類 

本社(東京都

港区） 
自社利用 

ソフト 

ウェア 

ユビキャス

ト匿名組合

事業（東京都

新宿区） 

自社利用 
ソフト 

ウェア 

        

当社グループは事業用資産につい

て、当社グループ全体を一つの資産グ

ループとしてグルーピングを行い、遊

休資産については、個々の資産ごとに

グルーピングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが低下

したため遊休となったソフトウェア

について、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額483,349千円を

減損損失として特別損失に計上して

おります。 

なお、遊休資産の回収可能価額は、

正味売却価額により測定しており、売

却や転用が困難であることから備忘

価額としております。 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当第３四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計

期間減少株式数（株） 

当第３四半期連結会計

期間期末株式数（株）

発行済株式 

普通株式 
208,041.28 130 － 208,171.28

自己株式 

普通株式 
18.28 － － 18.28

（注） 普通株式の発行済株式数の増加 130 株は、ストック・オプションの行使による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結会計

年度末 

当第３四半

期連結会計

期間増加 

当第３四半

期連結会計

期間減少 

当第３四半期 

連結会計 

期間末 

当第３四半

期連結会計

期間末残高

（千円） 

摘要

平成 17 年 11 月 25 日

取締役会決議第三者

割当による新株予約

権 

普通株式 32,843 8,208 － 41,051 12,500
注１

注２

（注）１．平成 17 年 11 月 25 日取締役会決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数は、以下の算式により

算出しました。 

新株予約権の個数（100 個）×25,000,000 円 
 

株式数＝ 
修正行使価額（行使決定日直前の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引における

５連続取引日の終値の平均値の 90％に相当する金額。但し、修正行使価額が 60,900 円を下回

る場合には、60,900 円とする。） 

２．平成 17 年 11 月 25 日取締役会決議第三者割当による新株予約権の当期増加は、行使価額が 76,122 円から

60,900 円に修正されたためであります。 

 

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） 

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に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当第３四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計

期間減少株式数（株） 

当第３四半期連結会計

期間期末株式数（株）

発行済株式 

普通株式 
208,171.28 270 － 208,441.28

自己株式 

普通株式 
18.28 － － 18.28

（注） 普通株式の発行済株式数の増加 270 株は、ストック・オプションの行使による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結会計

年度末株式

数 

当第３四半

期連結会計

期間増加 

当第３四半

期連結会計

期間減少 

当第３四半期 

連結会計 

期間末 

当第３四半

期連結会計

期間末残高

（千円） 

摘要

平成 17 年 11 月 25 日

取締役会決議第三者

割当による新株予約

権 

普通株式 41,051 － 41,051 － － 注 

（注） 平成 17 年 11 月 25 日取締役会決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数の減少 41,051 株は、行使に

関する割当先との契約期間満了に伴う新株予約権の消却によるものであります。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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前連結会計年度（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 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当連結会計年度増加 

株式数（株） 

当連結会計年度減少 

株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式 

普通株式 
208,041.28 130 － 208,171.28

自己株式 

普通株式 
18.28 － － 18.28

（注） 普通株式の発行済株式数の増加130株は、ストック・オプションの行使による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結 

会計年度末

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結 

会計年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

摘要 

平成 17年 11月 25日

取締役会決議第三者

割当による新株予約

権 

普通株式 32,843 8,208 － 41,051 12,500
注１ 

注２ 

（注）１．平成 17 年 11 月 25 日取締役会決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式の数は、以下の算式に

より算出しました。 

新株予約権の個数（100 個）×25,000,000 円 
 

株式数＝ 
修正行使価額（行使決定日直前の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引における

５連続取引日の終値の平均値の 90％に相当する金額。但し、修正行使価額が 60,900 円を下回

る場合には、60,900 円とする。） 

２．新株予約権の目的となる株式の数の当期増加は、行使価額が 76,122 円から 60,900 円に修正されたためで

あります。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

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) 

前連結会計年度 

(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四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在） （平成19年３月31日現在）
      
現金及び預金勘定 674,656千円

拘束性預金 △120,000千円

現金及び現金同等物 554,656千円
      

      
現金及び預金勘定 155,065千円

拘束性預金 △120,000千円

現金及び現金同等物 35,065千円
      

      
現金及び預金勘定 1,113,596千円 

拘束性預金 △120,000千円 

現金及び現金同等物 993,596千円 
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（リース取引関係） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

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) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

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） （借主側） （借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び四半期末残高

相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び四半期末残高

相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 
       

 
取得価額
相 当 額
（千円） 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 
（千円） 

四半期末
残  高 
相 当 額 
（千円） 

工具器
具備品 

10,281 5,894 4,386 

合計 10,281 5,894 4,386 

     

       

 
取得価額
相 当 額
（千円）

減価償却
累 計 額
相 当 額
（千円）

四半期末
残  高
相 当 額
（千円）

工具器
具備品

10,281 8,159 2,122

合計 10,281 8,159 2,122

     

       

 
取得価額
相 当 額
（千円） 

減価償却
累 計 額
相 当 額
（千円）

期末残高
相 当 額
（千円）

工具器
具備品

9,164 5,739 3,424

合計 9,164 5,739 3,424

     
２．未経過リース料四半期末残高相当額 ２．未経過リース料四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
       

    

１年内 7,816千円 

１年超 4,436千円 

合 計 12,252千円 

       

    

１年内 2,039千円 

１年超 222千円 

合 計 2,262千円 

       

    

１年内 5,585千円 

１年超 3,308千円 

合 計 8,894千円 

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 2,051千円

減価償却費相当額 1,892千円

支払利息相当額 146千円
  

       
支払リース料 1,839千円

減価償却費相当額 1,698千円

支払利息相当額 85千円
  

       
支払リース料 2,664千円

減価償却費相当額 2,458千円

支払利息相当額 185千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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

価額相当額と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。 

同左 同左 
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

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) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

（貸主側） （貸主側） （貸主側） 

未経過リース料四半期末残高相当額 未経過リース料四半期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
     

１年以内 4,351千円

１ 年 超 2,174千円

合  計 6,525千円
     

     
１年以内 2,174千円

１ 年 超 －千円

合  計 2,174千円
     

     
１年以内 3,236千円

１ 年 超 1,641千円

合  計 4,878千円
     

（注）上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料四半期

末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリース

しているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料四半

期末残高相当額に含まれておりま

す。 

（注）    同左 

 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残

高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリース

しているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料期末

残高相当額に含まれております。 

 

（有価証券関係） 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
第３四半期連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

その他（証券投資信託） 5,150 4,630 △520 

合計 5,150 4,630 △520 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第３四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 154,678 

 匿名組合出資金 431,030 
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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） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
第３四半期連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

その他（証券投資信託） 5,150 4,490 △660 

合計 5,150 4,490 △660 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第３四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 41,290 

 匿名組合出資金 178,334 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 
 計上額（千円） 

差額（千円） 

その他（証券投資信託） 5,150 4,677 △473 

合計 5,150 4,677 △473 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 非上場株式 135,225 

 匿名組合出資金 381,835 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 

なお､金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記の対象から除

いております 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

なお､金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので注記の対象から除

いております 
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（１株当たり情報） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

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） 

前連結会計年度 

（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 

9,997円 46銭

１株当たり四半期
純損失金額 

5,987円 67銭

       

       
１株当たり純資産
額 

3,173円50銭

１株当たり四半期
純損失金額 

4,847円96銭

        

          
１株当たり純資産
額 

8,005円41銭

１株当たり当期純
損失金額 

7,979円97銭

           
 なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、１株当た

り四半期純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、１株当たり当期

純損失が計上されているため記載して

おりません。 

 

（注）１株当たり四半期（当期）純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年12月31日) 

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) 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）

四半期（当期）純損失 

（千円） 
1,245,601 1,009,550 1,660,300 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－  －        － 

普通株式に係る四半期（当
期）純損失（千円） 

1,245,601 1,009,550 1,660,300 

期中平均株式数 208,027.55株 208,242.60株 208,058.48株 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり四半期（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

第１回新株予約権（第３回ス

トックオプション） 

平成14年６月20日定時株主総

会決議（予約権の数48個） 

 

第２回新株予約権（第４回ス

トックオプション） 

平成15年６月19日定時株主総

会決議(予約権の数109個) 

 

第３回新株予約権（第５回ス

トックオプション） 

平成16年６月17日定時株主総

会決議(予約権の数710個) 

 

第４回新株予約権（第６回ス

トックオプション） 

平成17年６月23日定時株主総

会決議(予約権の数665個) 

 

第５回新株予約権（第三者割

当による新株予約権） 

平成17年11月25日取締役会決

議（予約権の数100個） 

第１回新株予約権（第３回ス

トック・オプション） 

平成14年６月20日定時株主総

会決議（予約権の数48個） 

 

第２回新株予約権（第４回ス

トック・オプション） 

平成15年６月19日定時株主総

会決議(予約権の数71個) 

 

第３回新株予約権（第５回ス

トック・オプション） 

平成16年６月17日定時株主総

会決議(予約権の数635個) 

 

第４回新株予約権（第６回ス

トック・オプション） 

平成17年６月23日定時株主総

会決議(予約権の数565個) 

 

――――― 

第１回新株予約権（第３回ス

トック・オプション） 

平成14年６月20日定時株主総

会決議（予約権の数48個） 

 

第２回新株予約権（第４回ス

トック・オプション） 

平成15年６月19日定時株主総

会決議(予約権の数96個) 

 

第３回新株予約権（第５回ス

トック・オプション） 

平成16年６月17日定時株主総

会決議(予約権の数700個) 

 

第４回新株予約権（第６回ス

トック・オプション） 

平成17年６月23日定時株主総

会決議(予約権の数655個) 

 

第５回新株予約権（第三者割り

当てによる新株予約権） 

平成17年11月25日取締役会決

議（予約権の数100個） 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

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) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

 

――――― 

 

――――― 

１．重要な資産の担保提供等について

当社は、平成19年５月28日の常勤

役員会において関連会社である株式

会社九天社について、同社のメディ

ア機能の重要性に鑑みて同社の経営

権を取得する方針であることを決定

し、平成19年５月31日に同社の借入

金に対して、定期預金の担保提供を

行いました。 

同社は、平成19年３月31日決算に

おいて実質的に多額の債務超過の状

態に陥っており、５月31日に返済期

限が到来した下記の借入金の返済資

金を確保できなかったことから、借

入の期間延長に際して、借入先から

担保提供を要請されたことに対応し

たものであります。 

担保提供資産及び対応する同社債

務の内容は次のとおりです。 

① 担保提供期間 平成19年５月

31日から平成

19年６月29日

まで 

② 担保提供資産 

・預入先 東京スター銀行 

・金額  300,000千円 

・満期日 平成19年７月２日 

③ 対応する同社債務 

・借入先  SBIメザニンファン

ド２号投資事業有限

責任組合及び首都圏

企業再生ファンド投

資事業有限責任組合 

・金額   300,000千円 

・返済期日 平成19年６月29日 

また、当社は、平成19年６月13

日に同社に対し15,000千円（返済期

日：平成19年９月12日）の貸付を行

っております。 
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(6）セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

  前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 
信託事業
（千円）

兼業事業
（千円）

その他の
事業（千
円） 

計 
（千円）

消去又は
全社（千
円） 

連結 
（千円）

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 220,956 365,853 2,999 589,809 － 589,809

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

    －     －     －     －     －     －

計 220,956 365,853 2,999 589,809     － 589,809

営業費用 186,971 800,093 12,344 999,409 (111,376) 1,110,785

営業利益または営業損失（△） 33,984 △434,240 △9,344 △409,599 (111,376) △520,976

（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．前連結会計年度の区分を見直し、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテンツ・ア

レンジメント事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

３．各区分の主な事業内容 

(1）信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とする信託業務を行っておりま

す。 

(2）兼業事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。投資事業有

限責任組合第２東京マルチメディアファンド（TMF２）、TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制

作支援ファンド（TMF３）においては、デジタルコンテンツの製作プロジェクトに投資するファンドの運営

を行っております。 

(3）その他の事業 

デジタル AV 家電の企画・販売業務等のハードウェアセールス事業を行っております。 

４．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（111,376 千円）の主なものは、親会社の

総務部門等管理部門に係る費用であります。 
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  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） 

 
信託事業 
（千円） 

兼業事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 329,582 242,740 572,323 － 572,323 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

    －     －     －     －     － 

計 329,582 242,740 572,323 － 572,323 

営業費用 265,277 457,389 722,666 （155,008） 877,674 

営業利益又は営業損失（△） 64,305 △214,648 △150,343 （155,008） △305,351 

（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. 前連結会計年度においては、連結子会社であった株式会社バズスタイルが行うハードウェアセールス事業を

「その他の事業」として区分しておりましたが、平成 19 年３月に同社の全株式及び事業を譲渡したため、当中

間会計期間より「その他の事業」を事業の種類別セグメントより除外しました。 

３．各区分の主な事業内容 

(1）信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とする信託事業を行っております。 

(2）兼業事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。 

４．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（155,008 千円）の主なものは、親会社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。 
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  前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 
信託事業 
（千円） 

兼業事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 412,033 475,934 4,201 892,169 － 892,169

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － －

計 412,033 475,934 4,201 892,169 － 892,169

営業費用 244,178 1,045,467 14,347 1,303,993 (154,744) 1,458,737

営業利益又は営業損失（△） 167,854 △569,532 △10,146 △411,824 (154,744) △566,568

（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．当連結会計年度よりセグメントについて、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテン

ツ・アレンジメント事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

３．各区分の主な事業内容 

(1）信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とする信託事業を行っております。 

(2）兼業事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。 

(3）その他の事業 

デジタル AV 家電の企画・販売業務等のハードウェアセールス事業を行っております。なお、本事業を行っ

ている株式会社バズスタイルは、平成 19 年３月に全株式を譲渡したため当連結会計年度末において連結の範

囲から除外しておりますが、損益については連結しており、その他の事業に含めております。 

４．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（154,744 千円）の主なものは、親会社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

２．所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

海外売上がないため、該当事項はありません。 

 

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） 

海外売上がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

海外売上がないため、該当事項はありません。 
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６．四半期個別財務諸表 

(1）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31日） 

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 
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産        

１.現金及び預金 ※1 295,311  147,264  526,194  

２.売掛金  87,973  60,814  86,777  

３.信託未収収益  59,036  72,570  15,769  

４.営業投資有価証券  875,678  672,008  804,055  

５.たな卸資産  73,441  32,928  32,625  

６.前渡金  9,148  －  7,481  

７.短期貸付金  1,281,220  1,230,527  1,005,220 

８.前払費用  10,785  12,101  31,504 

９.未収消費税等 ※2 3,854  14,704  － 

10.その他  114,758  23,444  14,055 

 貸倒引当金  △974  △915,094 △323,720 

 流動資産合計   2,810,235 86.2 1,351,270 84.9  2,199,962 87.2

Ⅱ 固定資産       

１.有形固定資産 ※3 3,826  32,511  4,641 

２.無形固定資産      

(1)ソフトウェア  14,545  －  13,499 

(2)その他  1,720  12,433  1,682 

無形固定資産合計  16,265  12,433  15,182 

３.投資その他の資産       

 (1)投資有価証券 ※1 222,300   47,947  143,497 

 (2)出資金  94,851   36,411  61,998 

 (3)その他  113,563   115,167  99,253 

 貸倒引当金  △8,142   △5,742  △7,542 

 
投資その他の資産
合計 

 422,573  193,785  297,206 

 固定資産合計  442,664 13.6 238,730 15.0  317,030 12.6

Ⅲ 繰延資産  6,909 0.2 1,176 0.1  4,706 0.2

 資産合計  3,259,809 100.0 1,591,178 100.0  2,521,699 100.0
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前第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年12月31日） 

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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債     

１. 買掛金  27,804 23,520 27,606 

２. 短期借入金 ※1 710,000 710,458 470,000 

３. １年以内返済
予定長期借入
金 

 － － 300,000 

４. 未払金  9,188 25,655 13,679 

５. 未払法人税等  7,742 3,065 5,650 

６. 預り金  2,861 50,868 9,768 

７. 組合出資預り金  27,827 30,275 9,691 

８. その他  26,786 30,626 7,560 

 流動負債合計   812,212 24.9 874,470 55.0  843,956 33.5

Ⅱ 固定負債    

１. 長期借入金  300,000 － － 

２. 
債務保証損失
引当金 

 － 60,000 － 

 固定負債合計   300,000 9.2 60,000 3.8  － －

 負債合計   1,112,212 34.1 934,470 58.7  843,956 33.5

     

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本   2,277,607 69.9 2,280,032 143.3  

１. 資本金    2,277,607 90.3

２. 資本剰余金    

 (1)資本準備金  2,189,207 2,191,632 2,189,207 

 資本剰余金合計   2,189,207 67.2 2,191,632 137.7  2,189,207 86.8

３. 利益剰余金    

 
(1)その他利益

剰余金 
   

  繰越利益剰余金  △2,329,159 △3,812,259 △2,799,060 

  利益剰余金合計   △2,329,159 △71.5 △3,812,259 △239.6 △2,799,060 △111.0

４. 自己株式   △2,038 △0.1 △2,038 △0.1 △2,038 △0.1

 株主資本合計   2,135,617 65.5 657,367 41.3 1,665,716 66.0

Ⅱ 評価・換算差額等   

１. その他有価
証券評価差
額金 

  △520 △660 △473

 
評価・換算差額
等合計 

  △520 △0.0 △660 △0.0 △473 △0.0

Ⅲ 新株予約権   12,500 0.4 － － 12,500 0.5

 純資産合計   2,147,597 65.9 656,707 41.3 1,677,743 66.5

 負債純資産合計   3,259,809 100.0 1,591,178 100.0 2,521,699 100.0

   

 



ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱（4815）第 3四半期財務・業績の概況 

- 37 - 

 

(2）四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日)  

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日) 

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 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   616,374 100.0 584,074 100.0  926,570 100.0

Ⅱ 売上原価   556,387 90.3 318,246 54.5  753,421 81.3

 売上総利益   59,987 9.7 265,827 45.5  173,149 18.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   504,838 81.9 540,393 92.5  646,527 69.8

  営業損失   444,850 △72.2 274,566 △47.0  473,377 △51.1

Ⅳ 営業外収益 ※1  12,777 2.1 19,993 3.4  19,118 2.1

Ⅴ 営業外費用 ※2  75,184 12.2 20,093 3.4  99,615 10.8

 経常損失   507,257 △82.3 274,666 △47.0  553,875 △59.8

Ⅵ 特別利益 ※3  4,196 0.7 56,320 9.6  4,805 0.5

Ⅶ 特別損失 
※4 
※6 

 750,229 121.7 794,139 136.0  1,173,885 126.7

 
税引前四半期（当期）純
損失 

 
 1,253,291 △203.3 1,012,486 △173.4  1,722,955 △186.0

 
法人税、住民税及び事 
業税 

 712 712  950 

 法人税等調整額  － 712 0.1 － 712 0.1 － 950 0.1

 四半期（当期）純損失   1,254,004 △203.4 1,013,198 △173.5  1,723,905 △186.1
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(3）四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日）          

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

第３四半期中の変動額    

新株の発行 4,696 4,696 4,696   9,392

第３四半期純利益  △1,254,004 △1,254,004  △1,254,004

株主資本以外の項目

の第３四半期会計期

間中の変動額(純額) 

   

第３四半期会計期間中

の変動額合計（千円） 4,696 4,696 4,696 △1,254,004 △1,254,004 － △1,244,611

平成18年 12月 31日 残

高     （千円） 2,277,607 2,189,207 2,189,207 △2,329,159 △2,329,159 △2,038 2,135,617

            

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

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日残高 

（千円） △333 △333 20,000 3,399,895

第３四半期中の変動額  

新株の発行  9,392

第３四半期純利益  △1,254,004

株主資本以外の項目

の第３四半期会計期

間中の変動額(純額) 

△187 △187 △7,500 △7,687

第３四半期会計期間中

の変動額合計 （千円） △187 △187 △7,500 △1,252,298

平成18年 12月 31日 残

高      （千円） △520 △520 12,500 2,147,597

 



ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱（4815）第 3四半期財務・業績の概況 

- 39 - 

 

当第３四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日）         

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成19年３月31日残高 

（千円） 2,277,607 2,189,207 2,189,207 △2,799,060 △2,799,060 △2,038 1,665,716

第３四半期中の変動額    

新株の発行 2,425 2,425 2,425   4,850

第３四半期純利益  △1,013,198 △1,013,198  △1,013,198

株主資本以外の項目

の第３四半期中の変

動額（純額） 

   

第３四半期中の変動額

合計     （千円） 
2,425 2,425 2,425 △1,013,198 △1,013,198 － △1,008,348

平成 19 年 12 月 31 日残

高      （千円） 
2,280,032 2,191,632 2,191,632 △3,812,259 △3,812,259 △2,038 657,367

 

 

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

新株予約権 純資産合計

平成19年３月31日残高 

（千円） △473 △473 12,500 1,677,743

第３四半期中の変動額  

新株の発行  4,850

第３四半期純利益  △1,013,198

株主資本以外の項目

の第３四半期中の変

動額（純額） 

△187 △187 △12,500 △12,687

第３四半期中の変動額

合計     （千円） 
△187 △187 △12,500 △1,021,035

平成 19 年 12 月 31 日残

高      （千円） 
△660 △660 － 656,707
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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）             

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式  
株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

事業年度中の変動額    

新株の発行 4,696 4,696 4,696   9,392

当期純利益  △1,723,905 △1,723,905  △1,723,905

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） 4,696 4,696 4,696 △1,723,905 △1,723,905 － △1,714,512

平成19年３月31日残高 

（千円） 2,277,607 2,189,207 2,189,207 △2,799,060 △2,799,060 △2,038 1,665,716

 

 

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

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日残高 

（千円） △333 △333 20,000 3,399,895

事業年度中の変動額  

新株の発行  9,392

当期純利益  △1,723,905

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

(純額) 

△140 △140 △7,500 △7,640

事業年度中の変動額合計 

（千円） △140 △140 △7,500 △1,722,152

平成19年３月31日残高 

（千円） △473 △473 12,500 1,677,743
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31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、前々期 504,166 千円、前

期 504,350 千円、当第３四半期会計

期間 444,850 千円と大幅な営業損

失を計上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在してい

ます。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

前期より開始した信託業務を事業

の中核として積極的に推進してお

り、今後は、信託業務及び関連事業

による収益拡大により、利益計上体

質への改善を図っていく計画であ

ります。 

 四半期財務諸表は継続企業を

前提として作成しており、このよう

な疑義の影響を四半期財務諸表に

は反映しておりません。 

当社は、前々期 504,350 千円、前

期 473,377 千円、当第３四半期会計

期間 274,566 千円と大幅な営業損

失を計上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在してい

ます。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

前々事業年度より開始した信託事

業を業務の中核として積極的に推

進しており、今後は、信託業務及び

関連事業による収益拡大により、利

益計上体質への改善を図っていく

計画であります。 

四半期財務諸表は継続企業を前

提として作成しており、このような

疑義の影響を四半期財務諸表には

反映しておりません。 

当社は、前々事業年度 504,166 千

円、前事業年度 504,350 千円、当事

業年度 473,377 千円と大幅な営業

損失を計上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在してい

ます。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

前事業年度より開始した信託事業

を業務の中核として積極的に推進

しており、今後は、信託事業務及び

関連事業による収益拡大により、利

益計上体質への改善を図っていく

計画であります。 

財務諸表は継続企業を前提として

作成しており、このような疑義の影

響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

期  別 

項  目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)  

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31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．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

イ．子会社株式及び関連会

社株式    

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

ロ．その他有価証券 

ａ．時価のあるもの 

四半期決算日の市場価

格に基づく時価法(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)を採

用しております。 

ｂ．時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております 

なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組

合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて

入手可能な 近の決算書

等を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法に

よっております。 

 

(1）有価証券 

 イ．子会社株式及び関連会

社株式    

同左 

 

 

ロ．その他有価証券 

ａ．時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

ｂ．時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組

合への出資（金融商品取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規

定される決算報告日に応

じて入手可能な 近の決

算書等を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方

法によっております。 

 

(1）有価証券 

 イ．子会社株式及び関連会

社株式    

同左 

 

 

ロ．その他有価証券 

ａ．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)を採用し

ております。 

ｂ．時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております。 

なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組

合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて

入手可能な 近の決算書

等を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法に

よっております。 

 

 (2）たな卸資産 

商品・仕掛品 

個別法による原価法を

採用しております。 

(2）たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 

(2）たな卸資産 

商品・仕掛品 

同左 
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期  別 

項  目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)  

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31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．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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５

年)に基づく定額法を採用

しております。 

(3）長期前払費用 

定額法を採用しており

ます。 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しており

ます。 

 （会計方針の変更） 

当四半期会計期間から

法人税法の改正に伴い、平

成19年４月１日以降取得

の有形固定資産について

は、改正後の法人税法に規

定する償却方法に、変更し

ております。これに伴う営

業損失、経常損失及び税引

前四半期純損失に与える

影響は軽微であります。 

(2）無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(3）長期前払費用 

同左 

 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(3）長期前払費用 

同左 

 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

  債権の貸倒れに備えて、

一般債権については貸倒

実績率により計上してお

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回

収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しており

ます。 

貸倒引当金 

同左 

       

貸倒引当金 

同左 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

 

同左 
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期  別 
 
項  目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)  

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

５．重要なヘッジ会計の方

法 

(1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについ

ては特例処理の要件を

満たしておりますので、

特例処理を採用してお

ります。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

 （ヘッジ手段） 

  金利スワップ 

 （ヘッジ対象） 

  借入金の利息 

(3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で

おこなっております。 

(4）ヘッジ有効性評価 

金利スワップの特例

処理の要件を満たして

いるため、有効性の判定

を省略しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

 同左 

 

 

 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 

 

 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価 

同左 

６．その他四半期財務諸表

(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31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） 

 当第３四半期会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、2,135,097千円であります。 

 中間財務諸表等規則の改正により、

当第３四半期会計期間における四半期

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） 

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。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、1,665,243 千円であります。

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。 

 

表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日) 

（四半期貸借対照表） 

「未収入金」は、前第３四半期会計期間までは区分掲記

しておりましたが、当第３四半期会計期間末において資産

の総額の 100 分の５以下となったため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

なお、当第３四半期会計期間末の「未収入金」の金額は

582 千円であります。 

（四半期貸借対照表） 

前第３四半期会計期間末において区分掲記しておりま

した流動資産の「前渡金」及び固定資産の「ソフトウェア」

は、当四半期会計期間末において金額的に重要性が乏しい

こと及び明瞭性の観点から、「その他」に含めて表示して

おります。 

なお、当四半期会計期間末の「前渡金」の金額は6,305

千円、「ソフトウェア」の金額は10,865千円であります。
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(4）注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

※１．担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融

機関からの借入金に対し、定期預金

120,000千円を担保として差し入れ

ております。 

※１．担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融

機関からの借入金に対し、定期預金

120,000千円を担保として差し入れ

ております。 

また、株式会社りそな銀行からの

借入金180,000千円に対し、ジェッ

ト証券株式会社の株式1,100株

（34,100千円）を担保として差し入

れております。 

※１．担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融

機関からの借入金に対し、定期預金

120,000千円を担保として差し入れ

ております。 

※２．   ――― ※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ流動資産の「未収消

費税等」として表示しております。

※２．   ――― 

※３．有形固定資産の減価償却累計額は

4,168千円です。 

※３．有形固定資産の減価償却累計額は

13,453千円です。 

※３．有形固定資産の減価償却累計額は

4,641千円です。 

４．当社においては、運転資金の効率

的な調達を行なうため取引銀行２

行と当座貸越契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当四半

期会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 
       
当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 170,000千円

差引額 30,000千円
       

４．   ―――        ４．当社においては、運転資金の効率

的な調達を行なうため取引銀行２

行と当座貸越契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 
      
当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 170,000千円

差引額 30,000千円
     

５．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラム

の権利に対する債務について保証

を行っております。 

株式会社メビウス 57,768千円 

５．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラム

の権利に対する債務について保証

を行っております。 

株式会社メビウス 55,368千円 

５．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラム

の権利に対する債務について保証

を行っております。 

株式会社メビウス 57,168千円 
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（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31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．営業外収益のうち主要なもの 

     

受取利息 7,615千円 

        

※１．営業外収益のうち主要なもの 

     

受取利息 8,351千円

匿名組合損益分配額 10,005千円
 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

      

受取利息 12,384千円

         

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 21,680千円 

新株発行費償却 3,530千円 

社債発行費償却 3,077千円 

匿名組合損益分配額 45,571千円 
 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 16,279千円

新株発行費償却 3,530千円

      

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 27,158千円

新株発行費償却 4,706千円

社債発行費償却 4,103千円

匿名組合損益分配額 62,126千円
 

※３．特別利益のうち主要なもの 

      

貸倒引当金戻入益 4,196千円 

        

※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益 28,820千円

新株予約権戻入益 12,500千円

出資金償還益 15,000千円
 

※３．特別利益のうち主要なもの 

      

貸倒引当金戻入益 4,805千円

         

※４．特別損失のうち主要なもの 

      

関係会社株式評価損 28,000千円

投資有価証券評価損 525,439千円

たな卸資産評価損 77,308千円

減損損失 119,482千円

         

※４．特別損失のうち主要なもの 

      

貸倒引当金繰入額 616,958千円

投資有価証券評価損 95,100千円

債務保証損失引当金繰入額 60,000千円

たな卸資産評価損 22,080千円

         

※４．特別損失のうち主要なもの 

      

投資有価証券評価損 633,458千円

出資金評価損 15,000千円

たな卸資産評価損 83,188千円

減損損失 119,482千円

貸倒引当金繰入額 322,755千円
 

５．減価償却実施額 

     

有形固定資産 3,188千円 

無形固定資産 26,245千円 
 

５．減価償却実施額 

     

有形固定資産 8,832千円

無形固定資産 2,748千円
 

５．減価償却実施額 

     

有形固定資産 2,152千円

無形固定資産 29,183千円
 

※６．減損損失 

当第３四半期会計期間におい

て、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。 

当社は事業用資産について、当

社全体を一つの資産グループとし

てグルーピングを行い、遊休資産

については、個々の資産ごとにグ

ルーピングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが

低下したため遊休となったソフト

ウェアについて、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

119,482千円を減損損失として特

別損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額

は、正味売却価額により測定して

おり、売却や転用が困難であるこ

とから備忘価額としております。 

場所 用途 種類 

本社(東京

都港区） 
遊休資産 

ソフト

ウェア 

※６．   ――――― ※６．減損損失 

当事業年度において、当社は以

下の資産について減損損失を計上

しました。 

 場所 用途 種類 

本社(東

京都港

区） 

自社利用 
ソフトウ

ェア 

当社は事業用資産について、当

社全体を一つの資産グループとし

てグルーピングを行い、遊休資産

については、個々の資産ごとにグ

ルーピングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが

低下したため遊休となったソフト

ウェアについて、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

119,482千円を減損損失として特

別損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額

は、正味売却価額により測定して

おり、売却や転用が困難であるこ

とから備忘価額としております。

 



ジャパン・デジタル・コンテンツ信託㈱（4815）第 3四半期財務・業績の概況 

- 48 - 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株） 

当第３四半期会計期

間増加株式数（株）

当第３四半期会計期

間減少株式数（株） 

当第３四半期 

会計期間期末株式数

（株） 

普通株式 18.28 － － 18.28 

 

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） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株） 

当第３四半期会計期

間増加株式数（株）

当第３四半期会計期

間減少株式数（株） 

当第３四半期 

会計期間期末株式数

（株） 

普通株式 18.28 － － 18.28 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 
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） 

普通株式 18.28 － － 18.28 
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31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 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

（借主側） （借主側） （借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び四半期末残高

相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び四半期末残高

相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 
       

 
取得価額
相 当 額
（千円） 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 
（千円） 

四半期末
残  高 
相 当 額 
（千円） 

工具器
具備品 

10,281 5,894 4,386 

合計 10,281 5,894 4,386 

     

       

 
取得価額
相 当 額
（千円）

減価償却
累 計 額
相 当 額
（千円）

四半期末
残  高
相 当 額
（千円）

工具器
具備品

10,281 8,159 2,122

合計 10,281 8,159 2,122

     

       

 
取得価額
相 当 額
（千円） 

減価償却
累 計 額
相 当 額
（千円）

期末残高
相 当 額
（千円）

工具器
具備品

9,164 5,739 3,424

合計 9,164 5,739 3,424

     
２．未経過リース料四半期末残高相当額 ２．未経過リース料四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
       

    

１年内 7,816千円 

１年超 4,436千円 

合 計 12,252千円 

       

    

１年内 2,039千円 

１年超 222千円 

合 計 2,262千円 

       

    

１年内 5,585千円 

１年超 3,308千円 

合 計 8,894千円 

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 2,051千円

減価償却費相当額 1,892千円

支払利息相当額 146千円
  

       
支払リース料 1,839千円

減価償却費相当額 1,698千円

支払利息相当額 85千円
  

       
支払リース料 2,664千円

減価償却費相当額 2,458千円

支払利息相当額 185千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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

価額相当額と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。 

同左 同左 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

（貸主側） （貸主側） （貸主側） 

未経過リース料四半期末残高相当額 未経過リース料四半期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
     

１年以内 4,351千円

１ 年 超 2,174千円

合  計 6,525千円
     

     
１年以内 2,174千円

１ 年 超 －千円

合  計 2,174千円
     

     
１年以内 3,236千円

１ 年 超 1,641千円

合  計 4,878千円
     

（注）上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料四半期末

残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリース

しているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料四半

期末残高相当額に含まれておりま

す。 

（注）    同左 

 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残高

相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリース

しているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料期末

残高相当額に含まれております。 

 

（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

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。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

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４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

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。 

 

 

（一株当たり情報） 

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

前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日)   

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31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．重要な資産の担保提供等について

当社は、平成19年５月28日の常勤

役員会において関連会社である株

式会社九天社について、同社のメデ

ィア機能の重要性に鑑みて同社の

経営権を取得する方針であること

を決定し、平成19年５月31日に同社

の借入金に対して、定期預金の担保

提供を行いました。 

同社は、平成19年３月31日決算に

おいて実質的に多額の債務超過の

状態に陥っており、５月31日に返済

期限が到来した下記の借入金の返

済資金を確保できなかったことか

ら、借入の期間延長に際して、借入

先から担保提供を要請されたこと

に対応したものであります。 

担保提供資産及び対応する同社

債務の内容は次のとおりです。 

① 担保提供期間 平成19年５月

31日から平成

19年６月29日

まで 

② 担保提供資産 

・預入先 東京スター銀行 

・金額  300,000千円 

・満期日 平成19年７月２日 

③ 対応する同社債務 

・借入先  SBIメザニンファン

ド２号投資事業有

限責任組合及び首

都圏企業再生ファ

ンド投資事業有限

責任組合 

・金額   300,000千円 

・返済期日 平成19年６月29日 

また、当社は、平成19年６月13

日に同社に対し15,000千円（返済期

日：平成19年９月12日）の貸付を行

っております。 
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（参考）信託財産残高表 

（単位：千円） 

科 目 
前第３四半期会計期間末

(平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

貸付金 

有価証券 

信託受益権 

金銭債権 

知的財産権・動産 

預金 

その他債権 

738,655 

8,771,745 

868,512 

6,000,000 

949,818 

13,483,115 

433,702 

1,401,816 

9,786,450 

1,558,189 

31,589,441 

1,446,237 

5,714,801 

7,062,182 

914,668 

10,493,467 

1,337,112 

5,620,711 

1,568,033 

11,855,552 

1,428,481 

資産合計 31,245,549 58,559,117 33,218,026 

金銭信託 

有価証券信託 

金銭債権信託 

金銭信託以外の金銭の信託 

包括信託 

その他の信託 

14,181,745 

927,741 

6,040,833 

9,000,000 

1,083,799 

11,430 

14,072,584 

1,568,266 

38,279,034 

3,000,000 

1,627,802 

11,430 

15,351,567 

1,366,345 

6,604,935 

8,000,000 

1,883,747 

11,430 

負債合計 31,245,549 58,559,117 33,218,026 

 

 

 

 


	当第３四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に堅調に推移しておりますが、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融不安の広がりや原油価格高騰による物価上昇の懸念等、厳しい経営環境にあります。
	一方、コンテンツ業界においては、ブロードバンドコンテンツや携帯コンテンツ等の新しい分野を中心に、市場規模も堅調に拡大しております。
	このような状況の下、当社グループは、コンテンツ制作会社への支援と新しいチャネルの開拓に取り組んでまいりました。平成17年６月より開始した信託事業を中核の業務として位置付け、従来から行ってきた兼業事業とあわせて、積極的な事業展開を図っております。
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