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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（注）当社は、平成20年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成19年３月期の数値及び対前期増減率について

は記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 9,027 － 427 － 426 － 479 －

19年３月期 － － － － － － － －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 12 55 12 54 21.0 10.2 4.7

19年３月期 － － － － － － －

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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 5,554 2,549 45.5 66 13

19年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 20年３月期 2,529百万円 19年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 1,268 △105 0 2,768

19年３月期 － － － －

２．配当の状況

  １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 0 00 0 00 0 00 － － －

20年３月期 0 00 0 00 0 00 － － －

21年３月期（予想） 0 00 0 00 0 00 － － －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 1,997 － 123 － 120 － 101 － 2 64

通期 4,114 △54.4 721 68.9 714 67.6 697 45.3 18 23

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

  なお、平成19年10月２日に海外の優良版権獲得向上を図ることを目的とし、100％子会社である㈱ユー・エンターテ

インメントを設立し、当連結会計年度より連結対象子会社といたしました。当連結会計年度は連結財務諸表の作成初

年度であるため、10ページ以降に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、及び連結キャッシュ・フロー計算書につ

きましては、前年同連結会計期間との比較は行っておりません。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 38,363,220株 19年３月期 38,276,857株

②　期末自己株式数 20年３月期 120,108株 19年３月期 117,029株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 9,027 180.8 442 190.0 442 164.7 496 170.7

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 12 98 12 98

19年３月期 4 88 4 84

(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 5,570 2,566 45.7 66 56

19年３月期 2,822 2,060 72.3 53 46

（参考）自己資本 20年３月期 2,545百万円 19年３月期 2,040百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 1,960 △54.4 100 △47.1 100 △48.4 80 175.3 2 09

通期 4,068 △54.9 700 58.3 700 58.1 680 37.0 17 79

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

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

　（当期の経営成績）

  当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界同時株安などの世界規

模の金融市場の不安感が増大しているなか、原油価格や原材料価格の高騰が一部消費者物価の上昇などに拍車を掛

け個人消費に悪影響を及ぼすなど経済社会全体としては先行き不透明感が一層増大している状況のまま推移しまし

た。 

  当社グループの主要顧客の多くを占めるアミューズメント業界においては、国内大手２社からアミューズメント

施設における大幅な閉鎖が発表されたことなどに加え、ガソリン高によるお客様の車での来店減少傾向がみられる

など全体としてはマイナス面が目立つ状況で推移しました。

　このような経済情勢の中、当社グループは国内外の肖像権、著作権等を利用したコンテンツのアミューズメント

遊技機への商品化事業において、顧客ニーズの高いコンテンツの獲得に努め積極的な販売活動を展開いたしました。

アミューズメント施設に対する遊技機の販売事業ならびに同施設への景品の在庫管理等についてのコンサルティン

グ事業につきましては、より高付加価値なサービスの提供に努め収益性の向上に注力いたしてまいりました。

　また、全社をあげて事業の選択と集中を進める一方で、営業努力により顧客との取引数、取引額の増大を図るこ

とができたことなどから、これまで当社グループの懸案事項でありました営業キャッシュ・フローの黒字化を達成

することができました。  

  この結果、当連結会計年度の業績は、売上高9,027百万円、営業利益427百万円、経常利益426百万円、当期純利益

479百万円と年度当初予想を上回る結果を得ることができました。

  なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、当連結会計年度の業績については、前年同期比は

記載しておりません。

  事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

① コンテンツ事業

　コンテンツ事業につきましては、これまで国内のコンテンツを中心にパチンコ・パチスロ遊技機の液晶基盤に

供するアニメキャラクターや芸能人、映画などのコンテンツを活かした商品化企画や遊技機の広告宣伝等付帯受

事業などについても積極的に推進してまいりました。特にパチンコ遊技機の液晶基盤の商品化事業においては対

象コンテンツを使用した遊技機が予想以上に人気を得たため当初予定を上回る販売数量を達成することができま

した。また、当連結会計年度の平成19年10月には、国内のみならず海外の優良なコンテンツの獲得を図りこれま

で以上にコンテンツの種類・質の向上を図ることを目的として、㈱ユー・エンターテインメントを当社の子会社

として設立するなどの事業活動を積極的に展開して参りました。残念ながら㈱ユー・エンターテインメントは期

中に予定通りの海外コンテンツの獲得が出来なかったために売上自体を計上することはできませんでしたが、当

事業全体としては、上記のパチンコ・パチスロ遊技機の商品化事業及び広告宣伝等が好調に推移したことにより、

売上高は7,692百万円と年度当初予想を上回り、営業利益についても1,068百万円となりました。

 ② アミューズメント事業

  アミューズメント事業につきましては、当連結会計年度中に市場に投入された新遊技機のうち、アミューズメ

ント施設用メダルゲーム機への転用需要が特に高い人気機の独占販売権を大手製造メーカーから複数獲得するこ

とができ、転用遊戯機の販売数量も好調に推移いたしました。また、中古遊技機のメダルゲーム機への転用件数

も旺盛な需要が期を通じて持続したためこれに伴う版権使用料も好調に推移いたしました。

以上の結果、当事業全体としての売上高は1,291百万円、営業利益は165百万円となりました。

 ③ コンサルティング事業

  コンサルティング事業につきましては、全国に数多く点在するパチンコ営業店の景品コーナーに対する景品の

供給、在庫管理及び展示方法等についてのノウハウの提供を含めた総合プロデュースを行なう「アミューズメン

トショッピングエリア事業」を積極的に推進してまいりました。しかしながら、パチンコ営業店等の遊技業界を

取巻く現況は、遊技人口の減少傾向や遊技機に対する法的規制に伴う設備投資のための資金負担増などが起因し

て新店オープン数の減少、相次ぐ閉店等による既存店舗数の減少など遊技業界全体の経営環境は厳しい状況で推

移しました。このように厳しい経営環境の中に在って、多くのパチンコ営業店においては、遊技人口の拡大、店

舗経営の活性化を図るため遊技機の新発売機種への入替え等の設備投資を恒常的に行っているものの、景品コー

ナー等の付帯設備に対する設備投資を抑制・先送りする傾向が見られ「アミューズメントショッピングエリア事

業」全体としては当初のコンサルティング受託計画店舗数を下回る厳しい展開を余儀なくされる結果となりまし

た。 以上の結果、当事業全体としては売上高116百万円、営業損失16百万円となりました。  

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

  今後の経済見通しは、サブプライムローン問題を端緒として世界経済の混乱は収束する気配を見せず、また原油を

はじめとする原材料の高騰などによる生活必需品の値上げに加え、年金問題等により消費者マインドの冷え込みなど

により、当社グループを取巻く経営環境は依然として厳しい状況で推移していくものと思われます。

   このような経営環境に在って当社グループは、安定的且つ健全強固な収益構造を確保できる事業執行体制の確立と

営業力の強化とに努めてまいります。これらを推進して行く当社グループの事業体制は、「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事業体制を布いております。なお当連結会計年度の平成

19年10月に設立した㈱ユー・エンターテインメントの主たる事業目的でもある海外版権の売買、海外のタレントの招

聘等については「コンテンツ事業」の一つに加えた事業体制を執っております。

  「コンテンツ事業」については、話題性に優れ、娯楽性が高い国内外のアニメ、テレビドラマ等は優良コンテンツ

としての需要は引き続き来期においても好調に推移していくものと見込まれております。

　なお、コンテンツ事業においては、当社のコンテンツを利用し液晶基盤に盛込む業態で販売を行っておりましたが、

原油高等による基盤の仕入れ価格の高騰等の理由により、翌連結会計年度からは、コンテンツのみの供給へ変更する

予定であり、売上高は大幅に減少するものの、従来より高い利益率が見込まれるコンテンツバリューの拡充等により

利益確保に大きく寄与するものと考えており、より高いバリューのコンテンツをアミューズメント遊技機等へ供給す

ることにより当事業の次期の売上高は1,791百万円、営業利益は544百万円を見込んでおります。

  「アミューズメント事業」についてはメダルゲームファン層及び設備投資額の減少傾向等のマイナス要因は来期も

内在したまま進行していくものと思われますが、優良コンテンツを使用し、人気機種として市場ニーズが高いパチン

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要望が多くあることが予想され、これによ

り「アミューズメント事業」における次期の業績は、順調に推移していくものと考えています。当社グループがコン

テンツホルダーとの契約に基づき保有している転用許諾権を効率的に顧客へ提供、販売することによって当事業の次

期の売上高は1,546百万円、営業利益は173百万円を見込んでおります。

  「コンサルティング事業」については、業務提携先企業の店舗経営力やブランド力、業務提携の利便性と効率性並

びに経済性を有効に活かし、全国に数多く点在するパチンコ営業店等のアミューズメントショッピングエリアに対す

るパチンコ景品交換受託事業「アミューズメントショッピングエリア事業」を積極的に全国展開してまいりました。

しかしながら、次期のパチンコ営業店を含む遊技業界全体の動向としましては、パチンコ遊技機の相次ぐ新機種の開

発などにより活性化が見られるものの、パチンコ営業店の閉店、業種の変更及び倒産等のマイナス要因の件数が新規

出店等のプラスの要因件数を上回るなどの傾向は続くと思われ、コンサルティング事業の業績全体としては、依然と

して厳しい事業展開を余儀なくされることが予想されており次期の売上高は775百万円、営業利益は481百万円を見込

んでおります。

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

  以上のとおり当社グループは、「コンテンツ事業本部」、「アミューズメント事業本部」並びに「コンサルティン

グ事業本部」の３事業本部に子会社であります㈱ユー・エンターテインメントを加えた事業体制を有効に機能させ、

業容の拡大及び安定化に努め、基幹事業とすべく早急な事業展開を推進してまいります。また、それぞれの事業目的

を迅速、円滑且つ的確に推進し、生産性と経営効率の高い組織体制を構築し、経営基盤の健全化を積極的に推進して

まいります。

  以上により、次期の連結業績予想といたしましては、売上高4,114百万円（前年同期比54.4％減）、営業利益721百

万円（前年同期比68.9％増）、経常利益714百万円（前年同期比67.6％増）、当期純利益697百万円（前年同期比

45.3％）を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

 ①  資産、負債及び純資産の状況

（資産）

  当連結会計年度末における総資産は、5,554百万円（内訳は流動資産5,099百万円、固定資産455百万円）となりま

した。流動資産の主な内訳は、現金及び預金（2,768百万円）、受取手形及び売掛金（2,030百万円）であり、固定

資産の主な内訳は、投資有価証券（90百万円）、敷金差入保証金（380百万円）であります。

（負債）

  当連結会計年度末における負債は、3,004百万円（内訳は流動負債2,941百万円、固定負債62百万円）となりまし

た。流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金（2,784百万円）、固定負債の主な内訳は預り保証金（55百万円）

であります。

（純資産）

  当連結会計年度末における純資産は、2,549百万円となりました。主な内訳は、資本金（2,910百万円）、資本剰

余金（1,961百万円）、利益剰余金（△2,273百万円）であります。

 　　なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、比較分析は行っておりません。
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 ②  キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純利益の計上、売上

債権の増加や仕入債務の増加などにより、当連結会計年度末には2,768百万円となりました。

 （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、1,268百万円となりました。

これは税金等調整前当期純利益（481百万円）の計上、コンテンツ版権勘定償却額（100百万円）、仕入債務の増加

（2,292百万円）、売上債権の増加（△1,651百万円）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、105百万円となりました。

 これは主に投資有価証券の取得による支出（90百万円）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）

  財務活動の結果使用した資金は、0百万円となりました。

 これは自己株式の取得による支出（0百万円）によるものです。　

  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20年３月期

自己資本比率（％） 45.5

時価ベースの自己資本比率（％） 50.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％）
－

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
1,472.1

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社グループは、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。

　当連結会計年度は、平成19年3月期に引き続き繰越損失の解消には至らないため、無配とさせていただきますが、

今後につきましては、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、企業間競争力の強化と積極的な

事業展開を促進し、繰越損失の早期解消を目標に復配へ向け更なる努力を図る方針であります。 

 

(4）事業等のリスク

  当社グループの経営成積、株価及び財政状態等に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下の様なもの

があります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社並びに当社グループが

判断したものであります。

①　販売先の集中について

 当社グループの主たる事業目的の一として事業経営の核と為し、当社グループの売上高においても占有率が高い

パチンコ遊技機、パチスロ遊技機等の液晶基盤の販売先として大手遊技機メーカーである㈱三共を中心として取引

を行っており、当連結会計年度における同社及び同社グループ企業である㈱三共プランニングへの販売額は当社グ

ループ全売上金額の78.6%を占めております。このため今後、同社グループの経営方針や仕入・販売政策に変更が

あった場合には、当社グループ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 知的所有権について

 当社グループが提供する商品又はサービス等に対して、肖像権、著作権及び商標権等の知的所有権の侵害を理由

とする第三者からの異議、訴訟等の提起がなされ、当社グループの帰責性が明らかとなった場合、当社グループの

名誉を著しく低下させるばかりではなく、これらの第三者に対して多額の金員の支払い等の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、当社並びに当社グループ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。
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 ③ 個人情報保護の管理について

 当社グループは、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他、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、これらの対策にも係らず、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

グループ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。

 ④ 代表者への依存について

 当社グループにおける中心的な事業推進者は、代表取締役会長の柳田康友であります。同氏は、経営方針や戦略

の策定、営業活動及び技術の研究開発等の事業推進において重要な役割を果たしております。このため当社グルー

プでは幹部社員の採用や教育育成活動を積極的に行い、過度に同氏への依存度合いの軽減化を図る経営体制の構築

を推し進めておりますが、現時点で同氏に不測の事態が生じ事業活動の継続が困難となるような事態となった場合、

当社並びに当社グループの継続的な事業経営に重大な影響を与える可能性があります。

 ⑤ 組織人員体制について

 当社グループは、少数精鋭による組織体制とするため、社内業務を従業員を含め役員についても個々に分業・専

従化制を執っており専門職として職務に従事させるなど事務の効率化を図っております。これらの状況下において、

売上高に影響を及ぼす優良な取引先を抱える役員及び営業部員に不測の事態が生じた場合、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来たす恐れがある他、遅延損害金の請求や契約破棄等の取引停止へと発展す

ることも想定され、当社並びに当社グループの事業経営に重大な影響を与える可能性があります。

 ⑥ 業務提携について

 当社グループは、パチンコ営業店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・キホーテ及び株式

会社リアリットの２社又はいずれか１社の経営方針や仕入・販売政策に変更があり、業務提携の契約解除があった

場合には、アミューズメント施設への交換用景品の供給はもとよりコンサルティング事業部門そのものにも大きく

支障を来たす事となり、結果、当社並びに当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑦ 連結子会社の事業活動について

 当社の連結子会社であります㈱ユー・エンターテインメントの国外の版権の商品化企画活動において、版権取得

が得られず商品化企画活動に支障を来たす場合や海外映画等のコンテンツへの出資先である映画制作会社、配給先

の倒産、契約不履行等により映画映像収入やＤＶＤの売上等の収入が得られなくなった場合、当社並びに当社グ

ループの事業経営に少なからず影響を与える可能性があります。

 ⑧ その他法的規制について

 当社グループは、事業活動を行ううえで、会社法、金融商品取引法等の会社経営に係る法令諸規則等の適用を受

けております。

　当社グループは、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、当社グループの活動が制限され、当社並びに当社グ

ループ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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２．企業集団の状況
  当社グループは、当社と子会社１社及び関連会社１社により構成されており、「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」の経営を主な事業内容としております。

  なお、㈱ユー・エンターテインメントは、平成19年10月に当社100％出資により設立いたしました。

また、㈱ワールドビクトリーロードはその支配が一時的であるため、下記の事業系統図には記載しておりません。

事業の系統図は次のとおりであります。

 

一 般 消 費 者 

株式会社コモンウェルス・エンターテインメント（当社） 

パチンコメーカー 

・新台／中古台 

コンテンツ事業本部 アミューズメント事業本部 コンサルティング事業本部 

タレント・アーティスト肖像権 

各種キャラクター商品 

芸能プロダクション等 

コンテンツホルダー 

アミューズメント 

遊技機メーカー 

アミューズメント施設 

（ゲームセンター） 

【ゲームセンター用遊技機商品化】 

卸・メーカー・プロダクション ぱちんこ営業店 

景品販売業者、紹介・斡旋 

什器、販促物の転貸、転売 

景品販売業者 

株式会社ユー・エンターテインメント 

（子会社） 

【海外】 

タレント・アーティスト肖像権 

各種キャラクター商品 

・プロダクション等 

・コンテンツホルダー 

【ゲームセンター用遊技機への許諾】 【什器、販促物の転貸、転売】 

【ゲームセンター用遊技機への再許諾】 

商品化、商品の供給 

・肖像商品・権利許諾・キャラクター商品・デジタルコンテンツ 

〔権利許諾・肖像商品・アニメキャラクター・キャラクター商品・コンテンツ〕 

権利取得 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループ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、当社グループ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ます。

 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「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、㈱コモンウェルス・エンターテインメント（以下ＣＷＥとする）グループに課せられた使命として事業経営に邁

進しているところです。

　この経営理念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グループは、全てのステークホルダーの利益確保を第一とし、礼節に富み、信頼性の高い事業経営に努めて

まいります。

 ②  CWEグループは、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グループは、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続けてまいり

ます。

 ④  CWEグループは、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グループは、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に努めてまいり

ます。

 ⑥  CWEグループは、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。

 ⑦  CWEグループは、健全な会社経営のため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とし

た態度で臨み、同勢力からの不当要求には断固として拒絶します。

  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

  当社グループは、当社グループ全体並びグル－プ個々の事業経営の拡大発展と営業キャッシュ・フローの継続的な

健全化による財務体質の安定・強化に努め、企業の万全なる事業経営基盤の構築を推進していくことを経営の目標と

しています。

  経営指標としては、利益確保を優先した事業経営体制の強化・推進による営業利益と当期純利益の継続的な拡大と

位置付け、事業経営基盤の安定化を図る売上高営業利益率の向上及び株主利益重視の観点から自己資本利益率の更な

る向上を経営の指標として目指してまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、経営指標を達成するため、平成20年４月新たな事業年度のスタートに当たり、ライセンサー及び

ライセンシーとしての信頼性の確立、優良コンテンツの獲得、高品質な商品企画開発等グループコア事業に対する取

組みなどの経営体質の更なる強化と新規事業の開拓・立上げなどの経営規模の拡大を推進するなどグループ経営力の

強化とグローバルビジネスの拡充に努めてまいります。これらによりグループ事業部門間でのシナジー効果の創出促

進や事業ポートフォリオの健全化醸成を一丸となって推進し、磐石なる事業経営基盤の構築に努めてまいります。

 

(4) 会社の対処すべき課題

今後の日本経済は、米国のサブプライム・ローン問題に伴う金融市場の低迷、円相場の動向、原油価格高騰の影響

など景気の減速要因を抱え、先行きに不確実性が高まっていくものと思われます。他方、企業間の競争はますます激

化し、当社グループを取り巻く経営環境も予断を許さない状況が継続するものと思われます。

　当社グループは、従前からの課題でありました営業キャッシュ・フローの改善及び収益力の向上に努めてまいりま

した結果、当連結会計年度において、目標を達成することができました。今後は更なる成長戦略を実践し高利益率向

上を目指してまいります。

　また、グループ全体として成長分野・成長市場の開拓に注力して新規顧客の獲得に努めるとともに多様化するニー

ズを着実に取り込み付加価値の高いコンテンツやサービスを提供することによってお客様満足の向上に努めてまいり

ます。

　更に、当社グループが永続的に成長繁栄を続けるためには、コンプライアンスが大前提であることからグループの
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全役員・従業員に対し従来以上にその徹底を図り、加えて金融商品取引法に基づく内部統制ルールへの対応強化に向

けて、内部統制システムの整備と健全経営に注力してまいります。

各事業別の主要な経営課題といたしましては、以下のとおりであります。

 ① コンテンツ事業

　コンテンツ事業につきましては、各種コンテンツ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業務

及び広告宣伝の受託等の付帯業務を含めた事業を主体としておりますが、これらの売上構成が当社グループ全体の

大半を占める状況にあります。このため、当事業の収益率を向上させることは当社グループとしての収益率向上に

ついてもダイレクトに反映する関係から、これらコンテンツの運用についてはコンテンツポートフォリオの拡充と

部門間の連動と融合を推進することによる更なる新規顧客の獲得及び市場開拓が重要であると認識しております。

また、このことは、当社の得意分野であるコンテンツの商品化事業のバリューに重きを置き且つお客様の視点に立っ

た商品化企画を提供できなければ達成できないものと考えており、このためにもクリエイティビティの強化とプラ

ンニングの強化に注力してまいります。

 ② アミューズメント事業

 アミューズメント事業につきましては、設備投資の増大化傾向や法的規制の強化などによりパチンコ・パチスロ

営業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態を変更していくケースが散見されております。

当面、この傾向は続くものと考えております。このためこれらの業態変更していく店舗に対しプライズゲームなど

の筐体の供給やそれらの運営企画等の営業展開を積極的に推進しながら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、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取引上における信頼関係の強化に努めることがメダルゲーム機器への転用

に関する許諾契約や売買契約の増加に繋がりメダルゲーム機器への転用事業の拡大・発展に重要であると考えてお

り、これらを積極的に推進してまいります。

 ③ コンサルティング事業

 　コンサルティング事業につきましては、パチンコ・パチスロ営業店への景品の供給・仕入・陳列・交換等に係

る景品在庫管理オンラインシステム体制の確立、独自の商品企画の推進、事務処理体制の円滑化と迅速化を推し進

め「アミューズメントショッピングエリア事業」の全国展開を図ることが重要であると認識しております。また、

アミューズメント複合店等の閉店後遊休不動産等の活用の「コンサルティング事業」についても、更なる営業体制

の強化を推進し、業容の拡大及び安定化に努めることが必要であることは十分に認識しておりますが、パチンコ・

パチスロ営業店を含む遊技業界に係る事業経営のみでは事業の拡大は厳しいことが予想されるため、現行事業目的

である「アミューズメントショッピングエリア事業」及び「コンサルティング事業」を基幹事業として推進してま

いりますが、今後「コンサルティング事業」が更なる発展拡大を成し遂げていくうえでは新たな事業展開を早急に

図ることが必要であると考えております。

　当社グループは、上記の諸施策を着実に実践することで、お客様から信頼される高収益・高成長の企業となるこ

とを目指して、グループ一丸となって努力してまいります。

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

  当社における業務執行上の組織体制は、総務部、経理部及びこれらを管理・統括する管理本部、コンテンツ、ア

ミューズメント及びコンサルティングの営業３事業本部に社長直轄の内部監査室を加えた４本部１室においてそれぞ

れの部門間相互で組織横断的に内部管理機能及び内部牽制機能を果たすことによる事業の正確且つ健全な運営の向上

に努めております。

  また、内部管理体制の整備・運用につきましては、会社法及び金融商品取引法の基づき社内諸規程の見直しや新規

に制定などの他、全役職員を対象に内部統制に関する社内研修を数回に亘り実施しております。

  当社は、今後これらの内部統制を継続的に推進していくための内部統制推進の指針として、内部統制評価基本方針

を策定し、これを迅速且つ円滑に推進する組織として内部統制委員会を新に設置し、内部統制制度の構築に向けた取

組みを致しております。

  なお、当該事項につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所のホームページ「コーポレート・ガバナンスに

関する報告書」に当社の内部統制に関する基本的な考え方として開示しておりますので、ご参照ください。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   2,768,633  

２．受取手形及び売掛金   2,030,496  

３．たな卸資産   120,000  

４．その他   357,581  

貸倒引当金   △177,451  

流動資産合計   5,099,258 91.8

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  38,804   

減価償却累計額  19,140 19,664  

(2）その他  15,319   

減価償却累計額  11,596 3,723  

有形固定資産合計   23,387 0.4

２．無形固定資産   68,582 1.2

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  90,000  

(2）長期貸付金   1,357,224  

(3）敷金差入保証金   380,604  

(4）その他   148,045  

貸倒引当金   △1,612,614  

投資その他の資産合計   363,260 6.6

固定資産合計   455,230 8.2

資産合計   5,554,489 100.0
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当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金   2,784,673  

２．未払法人税等   12,001  

３．賞与引当金   12,794  

４．その他   132,369  

流動負債合計   2,941,839 53.0

Ⅱ　固定負債     

１．預り保証金   55,350  

２．退職給付引当金   6,811  

３．その他   823  

固定負債合計   62,984 1.1

負債合計   3,004,824 54.1

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   2,910,916 52.4

２．資本剰余金   1,961,297 35.3

３．利益剰余金   △2,273,944 △40.9

４．自己株式   △69,146 △1.3

株主資本合計   2,529,122 45.5

Ⅱ　新株予約権   20,542 0.4

純資産合計   2,549,665 45.9

負債純資産合計   5,554,489 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,027,808 100.0

Ⅱ　売上原価   7,438,385 82.4

売上総利益   1,589,423 17.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,162,078 12.9

営業利益   427,344 4.7

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  11,375   

２．その他  1,189 12,565 0.1

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  861   

２．貸倒引当金繰入額  10,184   

３．前渡金精算損  1,960   

４．その他  674 13,680 0.2

経常利益   426,229 4.7

Ⅵ　特別利益     

１．前期損益修正益 ※２ 7,317   

２．貸倒引当金戻入益  26,000   

３．訴訟和解金  19,176   

４．その他  4,212 56,707 0.6

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※３ 1,245 1,245 0.0

税金等調整前当期純利益   481,691 5.3

法人税、住民税及び事業
税

  1,887 0.0

当期純利益   479,804 5.3
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日　残高（千円） 2,906,166 1,956,547 △2,753,748 △68,807 2,040,157

連結会計年度中の変動額

新株の発行 4,749 4,750   9,500

当期純利益   479,804  479,804

自己株式の取得    △339 △339

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）

4,749 4,750 479,804 △339 488,964

平成20年３月31日　残高（千円） 2,910,916 1,961,297 △2,273,944 △69,146 2,529,122

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行  9,500

当期純利益  479,804

自己株式の取得  △339

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）

－ 488,964

平成20年３月31日　残高（千円） 20,542 2,549,665
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前当期純利益  481,691

減価償却費  6,902

コンテンツ版権勘定償却
額

 100,631

貸倒引当金の増減額（△
減少額）

 247,020

事業再構築引当金の増減
額（△減少額） 

 △6,262

売上債権の増減額（△増
加額）

 △1,651,095

たな卸資産の増減額（△
増加額）

 △120,000

未収入金の増減額（△増
加額）

 65,322

その他流動資産の増減額
（△増加額）

 △122,815

仕入債務の増減額（△減
少額）

 2,292,309

預り保証金の増減額（△
減少額）

 △4,876

その他  △23,350

小計  1,265,476

利息及び配当金の受取額  5,138

利息の支払額  △861

法人税等の支払額  △1,207

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,268,545
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当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

投資有価証券の取得によ
る支出

 △90,000

無形固定資産の取得によ
る支出

 △7,010

貸付による支出  △104,000

貸付金の回収による収入  129,500

敷金差入保証金の差入に
よる支出

 △15,982

敷金差入保証金の返還に
よる収入

 1,000

出資金による支出  △10,807

長期前払費用の増加によ
る支出

 △5,367

その他  △2,956

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △105,622

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

その他  △339

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △339

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（△減少額）

 1,162,583

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,606,049

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 ※１ 2,768,633
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数　１社

 主要な連結子会社名

 ㈱ユー・エンターテインメント

２．持分法の適用に関する事

項

 持分法を適用していない関連会社（ ㈱

ワールドビクトリーロード）は、その支配

が一時的であるため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

　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。

 ②　たな卸資産

　商品

　個別法による原価法を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

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

  （会計方針の変更）

　法人税法改正に伴い、当連結会計年度

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%に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、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。　　　
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項目
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ②　無形固定資産

ソフトウェア

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

よる定額法を採用しております。

 　コンテンツ版権

   定額法により２年で償却しております。

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

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。

 ②　賞与引当金

従業員の賞与に備えるため、将来の支給

見込額のうち当期に負担すべき金額を計上

しております。

 ③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務（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）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 消費税等の会計処理

 税抜処理によっております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引出可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

3ケ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

 投資有価証券（株式） 90,000千円 

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額

は次の通りであります。

 貸倒引当金繰入額 262,835千円 

 賞与引当金繰入額 12,794千円 

 退職給付費用 1,806千円 

※２　前期損益修正益は、モバイル事業における過年度の

仕入債務の戻入、事業税の戻入であります。

※３　固定資産除却損は、工具・器具及び備品1,238千円、

建物6千円であります。

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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 　　　　（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 3,079 － 120,108

合計 117,029 3,079 － 120,108

（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3,079株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

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

提出会社
ストック・オプション等とし

ての新株予約権
－ － － － － 20,542

合計 － － － － － 20,542

 （注）　上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

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

－ 18 －



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月 1日
至　平成20年３月31日） 

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金期末残高    2,768,633千円

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
  2,768,633千円

　２　重要な非資金取引の内容

　（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使）

新株予約権の行使による資本

金増加額
4,749千円

新株予約権の行使による資本

準備金増加額
4,750千円

新株予約権の行使による新株

予約権付社債減少額
9,500千円
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（リース取引関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具、器具及
び備品

14,888 7,280 7,608

ソフトウェア 15,494 2,397 13,096

合計 30,382 9,677 20,705

(2)未経過リース料期末残高相当額

１年以内 6,931千円

１年超 13,995千円

合計  20,927千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料  8,009千円

減価償却費相当額 7,618千円

支払利息相当額 393千円

(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。

(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。
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（有価証券関係）

当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

 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）

　子会社株式及び関連会社株式  

非上場株式 90,000

（デリバティブ取引関係）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

（退職給付関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１. 採用している退職給付制度の概要

 　  当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金

  　 制度を採用しております。　

２. 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務    6,811千円

退職給付引当金 6,811千円

３. 退職給付費用及びその内訳

退職給付費用   1,806千円

退職給付引当金繰入額 1,806千円

 ４．退職給付債務の計算基礎

 　　当社グループは退職給付債務の算定にあたり簡便法を

採用しておりますので、基礎率等については記載して

おりません。
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．ストック・オプション等に係る当連結会計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　　　2,567千円

 

２．ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプション等の内容

平成17年
新株予約権

平成18年
新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社顧問　　　　 ５名 当社顧問　　　　 ２名

株式の種類別のストック・オプショ

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

付与日 平成17年10月24日 平成18年８月28日

権利確定条件

 付与日（平成17年10月24日）以降、権

利確定日まで当社の顧問の地位にある

こと。

 付与日（平成18年８月28日）以降、権

利確定日まで当社の顧問の地位にある

こと。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
 自　平成17年10月24日

至　平成19年11月30日　

 自　平成18年８月28日

至　平成21年６月30日　

 　(注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプション等の規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成20年３月期）において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプ

ション等の数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプション等の数

平成17年
新株予約権

平成18年
新株予約権

権利確定前　　　（株）   

前連結会計年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後　　　（株）   

前連結会計年度末 300,000 600,000

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 300,000 ―

未行使残 ― 600,000
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②　単価情報

平成17年
新株予約権

平成18年
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 158 197

行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

付与日における公正な評価単価

　　　　　　　　　　　 　(円）　
― 34

３．ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法

　  該当事項はありません。 

 

４．ストック・オプション等の権利確定数の見積方法

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

ります。 

（税効果会計関係）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （千円）

未払事業税否認額(外形標準課税) 4,361

貸倒引当金繰入限度超過額 727,300

賞与引当金繰入限度超過額 5,207

退職給付引当金繰入限度超過額 2,772

繰越欠損金 862,201

その他 283

繰延税金資産　　　　　　　小計 1,602,126

評価性引当金 △1,602,126

繰延税金資産　　　　　　　合計 －

繰延税金資産の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率

（調整） 

40.7

 

 評価性引当金の増減 △31.3

 交際費等永久に損金に算入されない項目 12.5

 住民税均等割 0.4

 過年度修正額等 △21.9

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.4

（企業結合等関係）

　当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

  該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
コンテンツ

事業

（千円）

アミューズメント

事業

（千円）

コンサルティング

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 7,692,158 1,219,608 116,041 9,027,808 － 9,027,808

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － － －

計 7,692,158 1,219,608 116,041 9,027,808 － 9,027,808

営業費用 6,623,417 1,054,414 132,308 7,810,140 790,322 8,600,463

営業利益（又は営業損失） 1,068,740 165,193 △16,267 1,217,667 △790,322 427,344

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出       

資産 2,261,796 83,561 10,994 2,356,351 3,198,137 5,554,489

減価償却費 102,293 608 1,534 104,436 3,098 107,534

資本的支出 7,446 145 1,070 8,662 1,304 9,966

　（注）１．事業区分は、事業の種類・性質の類似性等により区分しております。

　　　　２．各事業の主なサービス

コンテンツ事業……………………肖像権・著作権等の版権管理業務、権利活動に付帯する広告宣伝・媒体業

務

アミューズメント事業……………遊技機転用業務（パチンコ・パチスロ機をアミューズメント施設に転用す

る業務）

コンサルティング事業……………ぱちんこ営業店への景品供給、仕入、陳列交換等に係る企画運営のコンサ

ルティング業務

３．営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の主なものは、総務部門等管理部門にかかる費用

であり、当連結会計年度は792,122千円であります。

４．資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の主なものは、余剰運用資金（現金及び預金）及び貸付金等で

あり、当連結会計年度は3,198,137千円であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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。

ｃ．海外売上高

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　　　海外売上高がないため該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容
取引の内容

（注２）

取引金額
(千円)

（注１）
科目

期末残高
（千円）

（注１）
役員の
兼任等

事業上
の関係

主要株主

（個人）が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

 

㈱パウ・

クリエー

ション

(注３)

 東京都

 江戸川区
10,000

商業施設

の建設・

管理・運

営事業

－ なし 
不動産

転貸借
保証金の支払 －

敷金差入

保証金
55,350

㈱リア

リット

(注３)

東京都

江戸川区
485,500

インター

ネット

サービス

業

－  なし

商品の

販売・

仕入

商品の売上　

手数料
9,488

受取手形

及び売掛

金

1,082

商品の仕入 43,494

支払手形

及び買掛

金

7,064

㈱ドン・

キホーテ

(注３)

東京都

新宿区
14,971,000

ディスカ

ウントス

トア事業

－  なし

 アニ

メ製作

委員会

共同出

資

 分配金 10,778
立替金

未払金

26,250

11,334

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

手数料等は、他社との取引価格を参考にして、同等の価格によっております。

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

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 66円13銭

１株当たり当期純利益金額 12円55銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　   12円54銭

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 479,804

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 479,804

期中平均株式数（株） 38,223,940

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

（千円）
 

 当期純利益調整額（千円） －

 普通株式増加数（株） 21,237

 （うち新株予約権付社債）  (21,237)

 （うち新株予約権）  (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

平成16年11月25日臨時

株主総会決議に基づく　　 300個

新株予約権

平成18年6月29日定時

株主総会決議に基づく　　 600個

新株予約権

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）商品仕入実績

　　当連結会計年度の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりとなります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

コンテンツ事業　　　　　　（千円） 6,491,441

アミューズメント事業　　　（千円） 1,014,790

コンサルティング事業　　　（千円） 52,152

　合　　計　　　（千円） 7,558,385

　（注）１．金額は仕入価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の比較は行っておりません。

 

(2）販売実績

　　当連結会計年度の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりとなります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

コンテンツ事業　　　　　　（千円） 7,692,158

アミューズメント事業　　　（千円） 1,219,608

コンサルティング事業　　　（千円） 116,041

　合　　計　　　（千円） 9,027,808

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比の比較は行っておりません。

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

 

相手先

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円） 割合（％）

 株式会社　三共 4,471,369 49.5

 株式会社　三共プランニング 2,626,173 29.1

　（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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６．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,606,049   2,755,214   

２．売掛金   380,534   2,030,496   

３．商品   －   120,000   

４．前渡金   16,294   6,275   

５．前払費用   9,124   7,898   

６．短期貸付金   1,604,937   182,932   

７．未収入金   90,538   －   

８. 立替金   －   123,735   

９．その他   6,089   33,918   

貸倒引当金   △1,408,653   △177,451   

流動資産合計   2,304,915 81.7  5,083,020 91.3 2,778,104

Ⅱ　固定資産         

１. 有形固定資産         

(1) 建物  38,959   38,804    

減価償却累計額  16,033 22,926  19,140 19,664   

(2) 工具、器具及び備品  32,687   14,829    

減価償却累計額  27,750 4,936  11,455 3,374   

有形固定資産合計   27,862 1.0  23,038 0.4 △4,824

２. 無形固定資産         

 （1）コンテンツ版権勘定   158,947   58,315   

(2) 商標権   279   234   

(3) ソフトウェア   720   288   

(4) 電話加入権   2,973   2,973   

無形固定資産合計   162,920 5.7  61,812 1.1 △101,108

３. 投資その他の資産         

 （1）関係会社株式   －   140,000   

 （2）出資金   3,856   1,481   

(3) 長期貸付金   －   1,357,224   

(4) 破産更生債権等   130,517   130,389   

(5) 敷金差入保証金   327,022   380,604   

(6) 長期前払費用   －   5,367   

貸倒引当金   △134,392   △1,612,614   

投資その他の資産合計   327,004 11.6  402,453 7.2 75,449

固定資産合計   517,787 18.3  487,304 8.7 △30,483

資産合計   2,822,703 100.0  5,570,324 100.0 2,747,620
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   502,383   2,784,673   

２．未払金   12,544   57,225   

３．未払費用   45,593   22,095   

４．未払法人税等   11,042   11,926   

５．未払消費税等   33,847   30,169   

６．前受金   1,134   －   

７．預り金   64,598   22,151   

８．賞与引当金   5,109   12,794   

９．事業再構築引当金   6,262   －   

流動負債合計   682,515 24.2  2,941,037 52.8 2,258,521

Ⅱ　固定負債         

１．転換社債型新株予約権
付社債

  9,500   －   

２．預り保証金   60,226   55,350   

３．退職給付引当金   8,508   6,811   

４．その他   1,251   823   

固定負債合計   79,487 2.8  62,984 1.1 △16,502

負債合計   762,002 27.0  3,004,022 53.9 2,242,019

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,906,166 103.0  2,910,916 52.3 4,749

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  1,956,547   1,961,297    

資本剰余金合計   1,956,547 69.3  1,961,297 35.2 4,750

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

特別償却準備金  652   89    

繰越利益剰余金  △2,754,400   △2,257,397    

利益剰余金合計   △2,753,748 △97.6  △2,257,307 △40.5 496,441

４．自己株式   △68,807 △2.4  △69,146 △1.3 △339

株主資本合計   2,040,157 72.3  2,545,759 45.7 505,601

Ⅱ　新株予約権   20,542 0.7  20,542 0.4 －

純資産合計   2,060,700 73.0  2,566,302 46.1 505,601

負債純資産合計   2,822,703 100.0  5,570,324 100.0 2,747,620
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(2）損益計算書

  
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   3,215,154 100.0  9,027,808 100.0 5,812,654

Ⅱ　売上原価         

１．商品期首たな卸高  －   －    

２．当期商品仕入高  2,512,615   7,558,385    

合計  2,512,615   7,558,385    

３．商品期末たな卸高  － 2,512,615 78.2 120,000 7,438,385 82.4 4,925,769

売上総利益   702,538 21.8  1,589,423 17.6 886,884

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．貸倒引当金繰入額  24,324   262,835    

２．貸倒損失  －   57,750    

３．広告宣伝費  33,075   61,571    

４．外注費  42,954   46,389    

５．接待交際費  30,496   64,622    

６．役員報酬  31,935   81,570    

７．給料手当・賞与  71,021   80,026    

８．賞与引当金繰入額  5,109   12,794    

９．退職給付費用  2,438   1,806    

10．法定福利費  12,302   17,733    

11．旅費交通費  10,055   15,698    

12．支払手数料  66,268   84,043    

13．地代家賃  74,928   88,138    

14．コンテンツ版権勘定償
却額

 42,315   100,631    

15．減価償却費  7,492   6,761    

16．その他  95,354 550,072 17.1 164,846 1,147,220 12.7 597,147

営業利益   152,465 4.7  442,202 4.9 289,737
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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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  28,129   11,274    

２. 受取賃貸料　  －   1,740    

３．その他  830 28,960 0.9 1,249 14,264 0.2 △14,695

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  794   861    

２．株式交付費  2,847   －    

３．延滞税等  8,178   －    

４．貸倒引当金繰入額  －   10,184    

５．前渡金精算損  2,019   1,960    

６．その他  304 14,145 0.4 674 13,680 0.2 △464

経常利益   167,280 5.2  442,786 4.9 275,506

Ⅵ　特別利益         

１．前期損益修正益 ※１ 2,597   7,317    

２．貸倒引当金戻入益  9,625   26,000    

３．事業再構築引当金戻入
益 

 7,593   2,145    

４．訴訟和解金   －   19,176    

５．その他  － 19,816 0.6 2,066 56,707 0.6 36,890

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 1,103   1,245    

２．訴訟費用  1,291 2,395 0.1 － 1,245 0.0 △1,150

税引前当期純利益   184,702 5.7  498,248 5.5 313,546

法人税、住民税及び事
業税

  1,340 0.0  1,807 0.0 467

当期純利益   183,361 5.7  496,441 5.5 313,079
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(3）株主資本等変動計算書

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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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

事業年度中の変動額

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 －  －

当期純利益     496,441 496,441  496,441

自己株式の取得       △339 △339

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) 4,749 4,750 4,750 △562 497,003 496,441 △339 505,601

平成20年３月31日残高(千円） 2,910,916 1,961,297 1,961,297 89 △2,257,397 △2,257,307 △69,146 2,545,759

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

事業年度中の変動額

新株の発行  9,500

特別償却準備金の取崩  －

当期純利益  496,441

自己株式の取得  △339

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) － 505,601

平成20年３月31日残高(千円） 20,542 2,566,302
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

税引前当期純利益  184,702

減価償却費  8,511

コンテンツ版権勘定償却額  42,315

貸倒引当金の増減額  14,698

事業再構築引当金の増減額  △20,737

債務保証損失引当金の増減
額 

 △17,743

売上債権の増減額  12,463

未収入金の増減額  △48,386

仕入債務の増減額  116,712

その他流動負債の増減額  118,527

預り保証金の増減額  126

その他  18,200

小計  429,392

利息の受取額  47,031

利息の支払額  △794

法人税等の支払額  △2,688

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 472,941
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

貸付による支出  △457,250

貸付金の回収による収入  1,077,813

敷金差入保証金の差入による
支出

 △44,850

敷金差入保証金の返還による
収入

 1,000

その他  △2,610

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 574,102

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

株式の発行による収入  426,600

その他  △500

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 426,099

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  1,473,143

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  132,906

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,606,049
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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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重要な会計方針

項目
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

──────

 

 

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。

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

──────

 

 

商品

　個別法による原価法を採用しております。

３．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。

 建物 ６～15年

工具、器具及び備品 ６～８年

建物 ６～15年

工具、器具及び備品 ６～８年

  

 

 

 （会計方針の変更）

　法人税法改正に伴い、当事業年度より、

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%に到達した事

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

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

よる定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

ソフトウェア　

  　　　　　　　  同左　

 

 

 　コンテンツ版権

   定額法により２年で償却しております。

 （追加情報）

コンテンツ版権については、当事業年度

においてコンテンツ版権仮勘定から振り替

えると共に、定額法により償却を開始して

おります。

 　コンテンツ版権

   定額法により２年で償却しております。
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項目
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．繰延資産の処理方法

 

株式交付費　　 　

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

 　　 　　　──────

　　 　　 　

５．引当金の計上基準

 

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1)貸倒引当金

同左

 

 

(2)賞与引当金

従業員の賞与に備えるため、将来の支給

見込額のうち当期に負担すべき金額を計上

しております。

(2)賞与引当金

同左

 

 

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務（自己都合退職によ

る期末要支給額）を計上しております。

(3)退職給付引当金

同左

 

 

(4)事業再構築引当金

　当社において、事業再構築に伴う損失に

備えるため、店舗運営事業の営業廃止に

よって発生する費用のうち、合理的に見積

もる事のできる費用を計上しております。

 　　　　　　──────

 

６．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

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引出可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

3ケ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

　　 　　 　──────

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

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
（自　平成19年 4月 1日
至　平成20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)

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日)

を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,040,157千

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 (ストック・オプション等に関する会計基準)

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会計

基準」(企業会計基準第８号 平成17年12月27日)及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第11号 平成18年５月31日)を適用してお

ります。これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、それぞれ17,974千円減少しております。

  　　　　　　──────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  　　　　　　──────────

表示方法の変更

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表）

　前期まで区分掲記しておりました「未収収益」（当期末

残高6,039千円）は資産の合計額の100分の１以下となった

ため、流動資産の「その他」に含めて表示することにしま

した。

　前期まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

した「預り金」は負債純資産の総額の100分の１を超える

こととなったため、当期より区分掲記しております。

　なお、前期に流動負債の「その他」に含めて表示した

「預り金」は9,373千円であります。

（貸借対照表）

　前期まで区分掲記しておりました「未収入金」（当期末

残高25,216千円）は資産の合計額の100分の１以下となっ

たため、流動資産の「その他」に含めて表示することにし

ました。

　

 （損益計算書）

１. 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しておりました「貸倒引当金繰入額」は金額的重要性

が増したため、「広告宣伝費」は、販売費及び一般管理費

の合計額の100分の5を超えることとなったため、当期より

区分掲記しております。

　なお、前期に販売費及び一般管理費の「その他」に含め

て表示しておりました「貸倒引当金繰入額」は138千円「広

告宣伝費」は2,400千円であります。

２．前期において「新株発行費」として掲記されていたも

のは、当期から「株式交付費」と表示しております。　

 （損益計算書）

　前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しており

ました「受取賃貸料」は、営業外収益の総額の100分の10

を超えることとなったため、当期より区分掲記しておりま

す。

　なお、前期に営業外収益の「その他」に含めて表示して

おりました「受取賃貸料」は720千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（損益計算書関係）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　前期損益修正益は、モバイル事業における過年度の

仕入債務の戻入であります。

※１　前期損益修正益は、モバイル事業における過年度の

仕入債務の戻入、事業税の戻入であります。

※２　固定資産除却損は、工具・器具及び備品143千円、

ソフトウェア960千円であります。

※２　固定資産除却損は、工具・器具及び備品1,238千円、

建物6千円であります。

（株主資本等変動計算書関係）

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によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社
ストック・オプション等とし

ての新株予約権
－ － － － － 20,542

合計 － － － － － 20,542

 （注）　上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

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）

普通株式 117,029 3,079 － 120,108

合計 117,029 3,079 － 120,108

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加3,079株は、単元未満株式の買取によるものであります。

　

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金期末残高 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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具、器具及
び備品

25,396 20,852 4,543

合計 25,396 20,852 4,543

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具、器具及
び備品

14,888 7,280 7,608

ソフトウェア 15,494 2,397 13,096

合計 30,382 9,677 20,705

(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4,594千円

１年超 169千円

合計 4,763千円

１年以内 6,931千円

１年超 13,995千円

合計  20,927千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 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

支払リース料  8,009千円

減価償却費相当額 7,618千円

支払利息相当額 393千円

(4)減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5)利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日現在）

　該当事項はありません。

当事業年度（平成20年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１. 採用している退職給付制度の概要

 　  当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採

  　 用しております。　

２. 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 8,508千円

退職給付引当金 8,508千円

３. 退職給付費用及びその内訳

退職給付費用 2,438千円

退職給付引当金繰入額 2,438千円

 ４．退職給付債務の計算基礎

 　　当社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用して

おりますので、基礎率等については記載しておりませ

ん。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．ストック・オプション等に係る当事業年度における費用計上額及び科目名

    販売費及び一般管理費　　17,974千円

 

２．ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプション等の内容

平成17年
新株予約権

平成18年
新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社顧問　　　　 ５名 当社顧問　　　　 ２名

株式の種類別のストック・オプショ

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

付与日 平成17年10月24日 平成18年８月28日

権利確定条件

 付与日（平成17年10月24日）以降、権

利確定日まで当社の顧問の地位にある

こと。

 付与日（平成18年８月28日）以降、権

利確定日まで当社の顧問の地位にある

こと。

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。  対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
 自　平成17年10月24日

至　平成19年11月30日　

 自　平成18年８月28日

至　平成21年６月30日　

 　(注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプション等の規模及びその変動状況

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

等の数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプション等の数

平成17年
新株予約権

平成18年
新株予約権

権利確定前　　　（株）   

前事業年度末 ― ―

付与 ― 600,000

失効 ― ―

権利確定 ― 600,000

未確定残 ― ―

権利確定後　　　（株）   

前事業年度末 3,000,000 ―

権利確定 ― 600,000

権利行使 2,700,000 ―

失効 ― ―

未行使残 300,000 600,000
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②　単価情報

平成17年
新株予約権

平成18年
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 158 197

行使時平均株価　　　　　（円） 226 ―

付与日における公正な評価単価

　　　　　　　　　　　 　(円）　
― 34

３．ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法

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

ます。 

①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式　

②　主な基礎数値及び見積方法

平成18年
新株予約権

株価変動性　　　　　　（注）１ 48％ 

予想残存期間　　　　　（注）２ 1.4年

予想配当　　　　　　　（注）３　 ０円／株

無リスク利子率　　　　（注）４  0.68％ 

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

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

るものと推定して見積っております。

 　　　　３.　平成18年３月期の配当実績によっております。

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

 

４．ストック・オプション等の権利確定数の見積方法

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

ります。 
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （千円）

事業再構築引当金否認 2,548

保証債務履行による求償権加算 7,478

未払事業税否認額(外形標準課税) 5,982

貸倒引当金繰入限度超過額 625,023

賞与引当金繰入限度超過額 2,079

退職給付引当金繰入限度超過額 3,462

繰越欠損金 1,105,924

その他 552

繰延税金資産　　　　　　　小計 1,753,052

評価性引当金 △1,752,965

繰延税金資産　　　　　　　合計 86

繰延税金負債  

特別償却準備金 △62

未払消費税等 △23

繰延税金負債　合計 △86

繰延税金資産の純額 －

繰延税金資産 （千円）

未払事業税否認額(外形標準課税) 4,361

貸倒引当金繰入限度超過額 727,300

賞与引当金繰入限度超過額 5,207

退職給付引当金繰入限度超過額 2,772

繰越欠損金 855,462

その他 283

繰延税金資産　　　　　　　小計 1,595,387

評価性引当金 △1,595,387

繰延税金資産　　　　　　　合計 －

繰延税金資産の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率

（調整） 

40.7

 

 評価性引当金の増減 △107.1

 交際費等永久に損金に算入されない項目 65.7

 住民税均等割 0.7

 その他 0.7

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.7

 （％）

法定実効税率

（調整） 

40.7

 

 評価性引当金の増減 △31.6

 交際費等永久に損金に算入されない項目 12.1

 住民税均等割 0.4

 過年度修正額等 △21.2

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.4

（持分法損益等）

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。

 

（企業結合等関係）

　前事業年度（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。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容
取引の内容

（注２）

取引金額
(千円)

（注１）
科目

期末残高
（千円）

（注１）
役員の
兼任等

事業上
の関係

主要株主

（個人）が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

 

㈱パウ・

クリエー

ション

(注３)

 東京都

 江戸川区
10,000

不動産賃

貸業及び

店舗運営

－ なし 
不動産

転貸借
保証金の支払 －

差入保証

金
43,850

㈱ドンキ

コム

(注３)

東京都

江戸川区
450,000

WEBサイ

トによる

商品販売

事業

－  なし

商品の

販売・

仕入

商品の売上　

手数料

商品の仕入

1,028

4,244

売掛金

買掛金

934

939

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

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

手数料等は、他社との取引価格を参考にして、同等の価格によっております。

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

（１株当たり情報）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 53円46銭

１株当たり当期純利益金額 4円88銭

１株当たり純資産額 66円56銭

１株当たり当期純利益金額 12円98銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　    4円84銭  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　  12円98銭

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

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 183,361 496,441

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 183,361 496,441

期中平均株式数（株） 37,569,013 38,223,940

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額（千円） － －

 普通株式増加数（株） 302,677 21,237

 （うち新株予約権付社債）  (43,981)  (21,237)

 （うち新株予約権）  　　(258,696)  (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

平成18年6月29日定時

株主総会決議に基づく　　 600個

新株予約権の残高

平成16年11月25日臨時

株主総会決議に基づく　　 300個

新株予約権

平成18年6月29日定時

株主総会決議に基づく　　 600個

新株予約権

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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７．その他
  (1)役員の異動

  　①　代表取締役の異動

  　　　該当事項はありません。

  　②　その他の役員の異動

  　　・昇任取締役候補

  　　　　専務取締役（管理本部・コンプライアンス管掌）　塚田英智　　（現　　取締役管理本部長）

  　　　　常務取締役（営業事業本部管掌）　　　　　　　　尾崎健一　　（現　　取締役コンテンツ事業本部長）

  　③　就任予定日

  　　　平成20年６月27日
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