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各 位 

平成 20 年 8 月 26 日 

 

株式会社アーティストハウスホールディングス 

代表者名 代表取締役 平 原 宏 一 

（コード番号 3716 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役 経営企画担当 鈴木孝之 

（ＴＥＬ.03-6673-7080） 

 

 

（訂正）平成 20 年 5 月期 決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 20 年 7 月 25 日に発表いたしました「平成 20 年 5 月期 決算短信」の記載内容につきまして、

一部誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。 

  

記 

〈訂正の内容〉 
「平成 20 年５月期 決算短信」なお、訂正箇所はアンダーラインで表示しております。 
２．企業集団の状況 

1.（２）主な関係会社の状況（平成 20 年 5 月 31 日現在）（10 ページ） 
【訂正前】 

名 称 住 所 資本金

（千

円） 

議決権の

所有割合 主要な事業の内容 

（1）連結子会社     

㈱アーティストハウス 

パブリッシャーズ 
東京都  

渋谷区 
316,000 100.00％ 国内外の著作権の出版物の取得、書籍の企画、

編集、出版及び販売 

㈱アーティストフィルム 
東京都  

渋谷区 
10,000

 

100.00％ 

 

邦画、洋画のビデオ、ＤＶＤ制作、販売及び

邦画、洋画のプロデュース、制作出資 

㈱ＢＢＭＣ 
東京都  

渋谷区 
23,750

 

100.00％ 

 

ＰＣ、携帯電話向けのポータルサービス、音

楽レーベル支援、音楽、映像ソフトの企画 

㈱翔年社 
東京都  

渋谷区 
70,000 100.00％ シニア向けエンターテイメント商品の企画開

発、各出版物（書籍及び映像）の制作、販売 

㈱ジーワン 東京都  

港 区 
12,000 100.00％ テレビ番組の企画・制作、ＣＭ映像の企画・

制作 

㈱ＦＯＵ 
東京都  

渋谷区 10,000 100.00％ 
台湾・中国等のコンテンツ輸出入、映像・音

楽パッケージ化 
㈱アーティストハウス 

エンターテインメント 
東京都  

渋谷区 10,000 100.00％ 
日本国内及び欧米からの映像コンテンツ制

作、版権仕入れ、販売 

㈱ツートップ 
東京都  

渋谷区 10,000 100.00％ 
映像・音楽パッケージソフト等の二次流通事

業 

㈱ミュージックランド 
東京都  

渋谷区 36,000 99.72% 
楽器類の販売、スタジオ経営、それらの付随

する一切の業務 
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㈱アーティストハウス 

インベストメント 
東京都  

渋谷区 100,000 100.00％ 
エンターテイメントコンテンツ等知的財産権

に係るファイナススキームの組成・運用・管

理 
ＡｒｔｉｓｔＨｏｕｓｅ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 

ＡｓｉａＬｉｍｉｔｅｄ 

Ｈｏｎｇ 

Ｋｏｎｇ 
10,000 
HKD 

100.00％ 
コンテンツ関連の上場株式へ純投資、コンテ

ンツファンドの組成・運用等 

（2）持分法適用関連会社     

㈱アンティコルムジャパ

ン 

東京都  

千代田区 10,000 50.00% 時計オークション開催、出品斡旋 

 
【訂正後】 

名 称 住 所 資本金

（千

円） 

議決権の

所有割合
主要な事業の内容 

（1）連結子会社     

㈱ ア ー テ ィ ス ト ハ ウ ス

パブリッシャーズ 
東京都  

千代田区 
316,000 100.00％ 国内外の著作権の出版物の取得、書籍の企画、

編集、出版及び販売 

㈱アーティストフィルム 
東京都  

千代田区 
10,000

 

100.00％ 

 

邦画、洋画のビデオ、ＤＶＤ制作、販売及び邦

画、洋画のプロデュース、制作出資 

㈱ＢＢＭＣ 
東京都  

千代田区 
23,750

 

100.00％ 

 

ＰＣ、携帯電話向けのポータルサービス、音楽

レーベル支援、音楽、映像ソフトの企画 

㈱翔年社 
東京都  

千代田区 
70,000 100.00％ シニア向けエンターテイメント商品の企画開

発、各出版物（書籍及び映像）の制作、販売 

㈱ジーワン 東京都  

港 区 
12,000 100.00％ テレビ番組の企画・制作、ＣＭ映像の企画・制

作 

㈱ＦＯＵ 
東京都  

千代田区 10,000 100.00％ 
台湾・中国等のコンテンツ輸出入、映像・音楽

パッケージ化 
㈱ ア ー テ ィ ス ト ハ ウ ス

エンタテインメント 
東京都  

千代田区 10,000 100.00％ 
日本国内及び欧米からの映像コンテンツ制作、

版権仕入れ、販売 

㈱ツートップ 
東京都  

千代田区 10,000 100.00％ 
映像・音楽パッケージソフト等の二次流通事業

㈱ミュージックランド 
東京都  

渋谷区 36,000 99.72% 
楽器類の販売、スタジオ経営、それらの付随す

る一切の業務 

㈱ ア ー テ ィ ス ト ハ ウ ス

インベストメント 
東京都  

千代田区 100,000 100.00％
エンターテイメントコンテンツ等知的財産権

に係るファイナススキームの組成・運用・管理

ＡｒｔｉｓｔＨｏｕｓｅＩ

ｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ａｓ

ｉａＬｉｍｉｔｅｄ 

Ｈｏｎｇ 

Ｋｏｎｇ 
10,000 
HKD 

100.00％
コンテンツ関連の上場株式へ純投資、コンテン

ツファンドの組成・運用等 

（2）持分法適用関連会社     

㈱アンティコルムジャパン 
東京都  

千代田区 10,000 50.00% 時計オークション開催、出品斡旋 
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４ 連結財務諸表 
（1） 連結貸借対照表（12 ページ） 
【訂正前】  

  前連結会計年度 
（平成 19 年５月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 年５月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)   
   

   
 １ 有形固定資産   

  (1）建物 ※２ 324,311 305,629 

    減価償却累計額  151,188 173,123 156,859 148,769

  (2）車両運搬具  5,148 19,434 

    減価償却累計額  857 4,290 － 19,434

  (3）工具器具備品  43,206 54,116 

    減価償却累計額  32,921 10,285 19,162 34,954

  (4）土地 ※２ 1,464,827  1,464,827

   有形固定資産合計  1,652,527 29.3  1,667,986 43.4

   

   
  資産合計  5,648,778 100.0  3,846,697 100.0   
 
【訂正後】  

  前連結会計年度 
（平成 19 年５月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 年５月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)   
   

   
 １ 有形固定資産   

  (1）建物 ※２ 324,311 305,629 

    減価償却累計額  151,188 173,123 156,859 148,769

  (2）車両運搬具  5,148 19,434 

    減価償却累計額  857 4,290 3,726 15,708

  (3）工具器具備品  43,206 54,116 

    減価償却累計額  32,921 10,285 15,436 38,680

  (4）土地 ※２.３ 1,464,827  1,464,827

   有形固定資産合計  1,652,527 29.3  1,667,986 43.4

   

   
  資産合計  5,648,778 100.0  3,846,697 100.0
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（1） 連結貸借対照表（13 ページ） 
【訂正前】  

  前連結会計年度 
（平成 19 年５月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 年５月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)   

   

   
 ２ 短期借入金  972  475,972
 ３ 一年内返済予定 
   長期借入金 ※２ 138,504  100,000

 ４ 未払法人税等  9,112  40,467

 ５ 返品調整引当金  70,991  14,399

 ６ 返品損失引当金   15,067  －

 ７ 賞与引当金   4,221  3,754

 ８ その他  382,957  469,697

  流動負債合計  1,101,575 19.5  1,393,781 36.2

Ⅱ 固定負債   

 １ 社債  575,000  100,000

 ２ 長期借入金 ※２ 853,322  710,000

 ３ 退職給付引当金 ※３ 9,109  7,295
   

   
  固定負債合計  2,116,631 37.5  1,621,740 42.2

  負債合計  3,218,207 57.0  3,015,521 78.4

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  5,730,125 101.4  4,018,263

 ２ 資本剰余金  4,097,282 72.5  2,700,463

 ３ 利益剰余金  △7,599,431 △134.5  △5,893,291

 ４ 自己株式  △1,877 △0.0  △1,877

  株主資本合計  2,226,099 39.4  823,558 21.5
   

   

   負債純資産合計  5,648,778 100.0  3,846,697 100.0

 
【訂正後】  

  前連結会計年度 
（平成 19 年５月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 年５月 31 日） 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)   

   

   
 ２ 短期借入金 ※２.３ 972  475,972
 ３ 一年内返済予定 
   長期借入金 ※２.３ 138,504  100,000

４ 未払金  ―  217,755

 ５ 未払法人税等  9,112  40,467

 ６ 返品調整引当金  70,991  14,399
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 ７ 返品損失引当金   15,067  －

 ８ 賞与引当金   4,221  3,754

 ９ その他  382,957  251,942

  流動負債合計  1,101,575 19.5  1,393,781 36.2

Ⅱ 固定負債   

 １ 社債  575,000  100,000

 ２ 長期借入金 ※２.３ 853,322  710,000

 ３ 退職給付引当金  9,109  7,295
   

   
  固定負債合計  2,116,631 37.5  1,621,740 42.2

  負債合計  3,218,207 57.0  3,015,521 78.4

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  5,730,125 101.4  4,018,263 104.5

 ２ 資本剰余金  4,097,282 72.5  2,700,463 70.2

 ３ 利益剰余金  △7,599,431 △134.5  △5,893,291 △153.2

 ４ 自己株式  △1,877 △0.0  △1,877 △0.0

  株主資本合計  2,226,099 39.4  823,558 21.5
   

   

   負債純資産合計  5,648,778 100.0  3,846,697 100.0

 
 
（2） 連結損益計算書(14 ページ) 

【訂正前】  

  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日  
 至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日  

 至 平成 20 年５月 31 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高  5,111,988 100.0  4,286,757 100.0

Ⅱ 売上原価  4,524,482 88.5  3,278,894 76.5

   

   

 ６ 投資事業組合利益  28,035 － 

 ７ 受取移転補償料  － 100,000 

 ８ その他  59,382 225,810 4.4 91,087 194,683 4.5

Ⅴ 営業外費用   

   

   

   経常損失  1,722,275 △33.7  1,643,129 △38.3

 
【訂正後】  

  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日  
 至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日  

 至 平成 20 年５月 31 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高  5,111,988 100.0  4,286,757 100.0
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Ⅱ 売上原価  4,524,482 88.5  3,278,894 76.5

   

   

 ６ 投資事業組合利益  28,035 21,479 

 ７ 受取移転補償料  － 100,000 

 ８ その他  59,382 225,810 4.4 69,607 194,683 4.5

Ⅴ 営業外費用   

   

   

   経常損失  1,722,275 △33.7  1,643,129 △38.3 
 
 
（2） 連結損益計算書(15 ページ) 
【訂正前】  

  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日  
 至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日  

 至 平成 20 年５月 31 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅵ 特別利益   
   

   
 ２ 投資有価証券売却益  30,089 － 

 ３ 関係会社株式売却益  2,968 － 

 ４ 貸倒引当金戻入益  275,985 － 

 ５ 新株予約権戻入益  32,943 － 

 ６ 無形固定資産売却益 ※２ 127,500 － 

 ７ 過年度買掛金修正益  42,980 － 

 ８ 過年度ソフトウェア 
   計上額修正益  75,000 － 

 ９ 過年度源泉所得税 
   計上額修正益  460,498 － 

 10 償却債権取立益  18,169 － 

 11 有価証券売却益  － 149,505 

 12 前期損益修正益   － 22,561 

 13 債務免除益   － 19,500 

 14 和解金  － 12,000 

 15 その他特別利益  － 1,066,391 20.9 41,284 244,851 5.7

Ⅶ 特別損失   
   

   

   当期純損失  6,067,417 △118.7  2,235,250 △52.1
 

 
【訂正後】  

  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日  
 至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日  

 至 平成 20 年５月 31 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅵ 特別利益   
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 ２ 投資有価証券売却益  30,089 149,505 

 ３ 関係会社株式売却益  2,968 － 

 ４ 貸倒引当金戻入益  275,985 － 

 ５ 新株予約権戻入益  32,943 － 

 ６ 無形固定資産売却益 ※２ 127,500 － 

 ７ 過年度買掛金修正益  42,980 33,729 

 ８ 過年度ソフトウェア 
   計上額修正益  75,000 － 

 ９ 過年度源泉所得税 
   計上額修正益  460,498 － 

 10 償却債権取立益  18,169 － 

 11 前期損益修正益   － 22,561 

 12 債務免除益   － 19,500 

 13 和解金  － 12,000 

 14 その他  － 1,066,391 20.9 7,555 244,851 5.7

Ⅶ 特別損失   
   

   
   当期純損失  6,067,417 △118.7  2,235,250 △52.1

 
 
（4）連結キャッシュ・フロー計算書(18 ページ) 
【訂正前】 

  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日  
 至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日  

 至 平成 20 年５月 31 日) 

区分 注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
   税金等調整前当期純損失  △6,185,311 △2,169,438
   減価償却費  301,361 50,003
   のれん償却額  116,342 38,233
   貸倒引当金の増加額又は減少額(△)  △7,856 438,359
   減損損失  2,432,716 73,499
   返品調整引当金の減少額  △8,322 △56,592
   受取利息及び受取配当金  △58,758 △2,582
   支払利息  42,576 93,288
   株式交付費  12,849 1,474
   固定資産売却益   △255 －

   固定資産売却損  341 －

   固定資産除却損  29,278 37,635
   投資有価証券売却益(△)又は損失  18,007 △107,680
   投資有価証券評価損  1,398,414 9,836
   投資案件に関わる費用  9,965 －

   新株予約権戻入益  △32,943 －

   持分法投資損失  27,025 1,078,742
   過年度持分法による投資損失  148,598 －

   為替差益(△)又は差損  △49,620 51,060
   関係会社株式売却損  － 1,926
   事業整理損失  798,184 61,850
   売上債権の減少額  560,733 115,266
   仕入債務の減少額  △31,317 △183,259
   たな卸資産の増加額(△)又は減少額  △135,248 55,337
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   未収入金の減少額  108,200 30,282
   前渡金の増加額(△)又は減少額  △75,417 2,013
   前受金の増加額  3,416 42,327
   その他の資産の増加額  △63,075 △59,369

   その他の負債の減少額  △969,814 △68,753

   その他  356,923 △14,944
   投資手数料  31,837 －

小計  △1,221,167 △480,481

 
【訂正後】 

  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日  
 至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日  

 至 平成 20 年５月 31 日) 

区分 注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
   税金等調整前当期純損失  △6,185,311 △2,169,438
   減価償却費  301,361 26,983
   のれん償却額  116,342 38,233
   貸倒引当金の増加額又は減少額(△)  △7,856 438,359
   減損損失  2,432,716 －

   返品調整引当金の減少額  △8,322 △56,592
   受取利息及び受取配当金  △58,758 △2,582
   支払利息  42,576 67,679
   株式交付費  12,849 1,474
   固定資産売却益   △255 －

   固定資産売却損  341 －

   固定資産除却損  29,278 35,798
   投資有価証券売却益(△)又は損失  18,007 △113,344
   投資有価証券評価損  1,398,414 5,499
   投資案件に関わる費用  9,965 －

   新株予約権戻入益  △32,943 －

   持分法投資損失  27,025 1,029,233
   過年度持分法による投資損失  148,598 －

   為替差益(△)又は差損  △49,620 51,060
   関係会社株式売却損  － 2,004
   事業整理損失  798,184 102,194
   売上債権の減少額  560,733 115,266
   仕入債務の減少額  △31,317 △183,259
   たな卸資産の増加額(△)又は減少額  △135,248 55,337
   未収入金の減少額  108,200 30,282
   前渡金の増加額(△)又は減少額  △75,417 2,013
   前受金の増加額  3,416 42,327
   その他の資産の増加額(△)又は減少額  △63,075 14,130

   その他の負債の減少額  △969,814 △68,753

   投資手数料  31,837 －

   その他  356,923 54,616
小計  △1,221,167 △480,481 
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1.（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況（20 ページ） 
【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成 18 年 6 月 1 日 

   至  平成 19 年 5 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年 6 月 1 日 
  至  平成 20 年 5 月 31 日) 

当社グループは、前連結会計年度に 9,496,927 千円、

当連結会計年度に 6,067,417 千円と多額の当期純損

失を計上しております。また、前連結会計年度に

785,043 千円、当連結会計年度に 1,698,337 千円と、

継続的に営業損失を計上しております。 
 さらに、当連結会計年度に 1,228,766 千円と重要な

マイナスの営業キャッシュ・フローを計上しておりま

す。当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義

を抱かせるものであります。 
 当連結会計年度の重要なマイナスの営業キャッシ

ュ・フローの主要因は、映像・音楽・出版から形成さ

れる、コンテンツ事業子会社各社において、取得した

コンテンツが、十分なキャッシュ・フローを創出でき

なかったこと、当社グループ全体で多額の固定費が発

生していること、であります。コンテンツ事業では、

リクープ（出資額までの回収）が果たせないタイトル

が恒常的に発生しており、加えて、売上を拡大するた

めにかけた広告宣伝費の効果が十分に得られなかっ

たことなどにより、前連結会計年度から引き続きマイ

ナスの営業キャッシュ・フローを計上しているもので

あります。また、固定費の主要な部分は、人件費、支

払報酬、業務委託費及び家賃で発生しております。 
 マイナスの営業キャッシュ・フローの改善策とし

て、コンテンツ事業は市場の縮小により、作品のリク

ープする確率が大幅に低下していることからも、当連

結会計年度を以って完全に撤退する方針を機関決定

しており、次連結会計年度ではコンテンツ事業からの

マイナスの影響は大幅に減少することを見込んでお

ります。また、当連結会計年度において人員の削減、

業務委託契約の期前契約解除、オフィススペースの一

部期前契約解除を行っており、次連結会計年度では、

これらの効果が、各固定費の削減として奏功すること

を見込んでおります。 
 なお、今後１年間に必要となる現金の創出について

は、投資有価証券を中心とする保有資産の売却を中心

に行っていく方針であり、資産の現金化までの間、一

時的に資産を担保として、事業会社と根抵当権の契約

を締結しており、必要に応じて借入を実行することが

できる体制を整えております。 
 連結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、前連結会計年度に 6,067,417 千円、

当連結会計年度に 2,235,250 千円と多額の当期純損

失を計上しております。また、前連結会計年度に

1,698,337 千円、当連結会計年度に 666,324 千円と、

継続的に営業損失を計上しております。 
 さらに、当連結会計年度に 579,086 千円と重要な

マイナスの営業キャッシュ・フローを計上しておりま

す。当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義

を抱かせるものであります。 
 当連結会計年度の重要なマイナスの営業キャッシ

ュ・フローの主要因は、映像・音楽・出版などのコン

テンツにおいて、リクープ（出資額までの回収）が果

たせないタイトルが数多く発生し赤字事業となって

いたコンテンツ事業からの撤退が中途であること、及

びコンテンツ事業に代わる当社グループにおける主

要事業が立ち上がっていないため、売上高に回復傾向

が見られないことにあります。 
 マイナスの営業キャッシュ・フローの改善策とし

て、前連結会計年度において機関決定された赤字事業

であったコンテンツ事業からの撤退方針に基づき、当

連結会計年度にコンテンツ事業の大幅な整理及び子

会社のリストラ・縮小を行っており、当該コンテンツ

事業からのマイナスの影響は大幅に減少することを

見込んでおります。また、借入金の返済等による有利

子負債の圧縮を行い、支払利息の減少が営業キャッシ

ュ・フローの改善に奏功することを見込んでおりま

す。 
 今後１年間に必要となる現金の創出については、保

有資産の売却及び増資等による資金調達を中心に行

っていく方針であり、資産の現金化までの間には一時

的に資産を担保とした借入を併用することを見込ん

でおります。 
 なお、連結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連結財務諸

表には反映しておりません。 
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【訂正後】 
前連結会計年度 

（自 平成 18 年 6 月 1 日 
   至  平成 19 年 5 月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19 年 6 月 1 日 
  至  平成 20 年 5 月 31 日) 

当社グループは、前連結会計年度に 9,496,927 千円、

当連結会計年度に 6,067,417 千円と多額の当期純損

失を計上しております。また、前連結会計年度に

785,043 千円、当連結会計年度に 1,698,337 千円と、

継続的に営業損失を計上しております。 
 さらに、当連結会計年度に 1,228,766 千円と重要な

マイナスの営業キャッシュ・フローを計上しておりま

す。当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義

を抱かせるものであります。 
 当連結会計年度の重要なマイナスの営業キャッシ

ュ・フローの主要因は、映像・音楽・出版から形成さ

れる、コンテンツ事業子会社各社において、取得した

コンテンツが、十分なキャッシュ・フローを創出でき

なかったこと、当社グループ全体で多額の固定費が発

生していること、であります。コンテンツ事業では、

リクープ（出資額までの回収）が果たせないタイトル

が恒常的に発生しており、加えて、売上を拡大するた

めにかけた広告宣伝費の効果が十分に得られなかっ

たことなどにより、前連結会計年度から引き続きマイ

ナスの営業キャッシュ・フローを計上しているもので

あります。また、固定費の主要な部分は、人件費、支

払報酬、業務委託費及び家賃で発生しております。 
 マイナスの営業キャッシュ・フローの改善策とし

て、コンテンツ事業は市場の縮小により、作品のリク

ープする確率が大幅に低下していることからも、当連

結会計年度を以って完全に撤退する方針を機関決定

しており、次連結会計年度ではコンテンツ事業からの

マイナスの影響は大幅に減少することを見込んでお

ります。また、当連結会計年度において人員の削減、

業務委託契約の期前契約解除、オフィススペースの一

部期前契約解除を行っており、次連結会計年度では、

これらの効果が、各固定費の削減として奏功すること

を見込んでおります。 
 なお、今後１年間に必要となる現金の創出について

は、投資有価証券を中心とする保有資産の売却を中心

に行っていく方針であり、資産の現金化までの間、一

時的に資産を担保として、事業会社と根抵当権の契約

を締結しており、必要に応じて借入を実行することが

できる体制を整えております。 
 連結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連結財務諸表に

は反映しておりません。 

当社グループは、当連結会計年度に 666,324 千円

の営業損失、2,235,250 千円の当期純損失を計上し

ております。また、前連結会計年度に 1,698,337
千円の営業損失、6,067,417 千円の当期純損失を計

上しており、継続的に損失を計上しております。

さらに、当連結会計年度に 579,086 千円と重要な

マイナスの営業キャッシュ・フローを計上するこ

ととなりました。 
 当連結会計年度の重要なマイナスの営業キャッ

シュ・フローの主要因は、赤字事業となっている

コンテンツ事業からの撤退が中途であること、及

び当社グループにおける主要事業と位置づけてお

ります流通事業における Antiquorum S.A.グルー

プへの投融資を実施したにも関わらず、同社の経

営状況が改善せずに結果として当社グループによ

る同社完全子会社化を断念したため、売上、利益

共に回復しなかったことにあります。 
 当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑

義を抱かせるものであります。 
 前連結会計年度において機関決定されたコンテ

ンツ事業からの撤退方針に基づき、当連結会計年

度にコンテンツ事業の大幅な整理及び子会社のリ

ストラ・縮小を行っており、平成 20 年度中にはそ

の整理の目処がついており、当該事業からのマイ

ナスの影響は大幅に減少することを見込んでおり

ます。 
今後の事業伸長の施策といたしましては、流通関

連事業においては当社グループ内の主力となって

おります連結子会社㈱ミュージックランドにおい

て対象地域をアジア地域に限定した海外フランチ

ャイズ事業の展開を実施することにより、その成

長と安定化を図ってまいります。 
 また、その他の事業として行っておりましたフ

ァイナンス事業については前経営陣により閉鎖を

検討しておりましたが、当該事業につきましては、

その投資対象を①規模として３千万～２億円とい

った中小の規模に限定し、②回収期間が６ヶ月～

２年といった短期のものに限定、③今年から来年

にかけては買い場と言われる国内不動産に対する

投資案件も積極的に開拓し投資対象とし、④従来

からの上場、未上場有価証券への投資、及び上場、

未上場企業への投融資事業を継続するといった施

策の元に、従前より大幅にリスクを軽減した投資

に限定して継続・展開することといたしました。 
 さらに子会社所有の不動産の売却などにより借

入金返済を行い、有利子負債の大幅な圧縮により
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財務体質の改善を図り、営業キャッシュ・フロー

の大きな改善につなげるものであります。 
 上記施策のために必要となる現金の創出につい

ては、上記の通りに当社グループにて保有する資

産の売却及び増資等による資金調達を中心に行っ

ていく方針であり、特に資産売却については当社

グループ内の所有不動産の売却、事業会社の売却

も具体化に向けた協議に入っており、増資につき

ましても、新株予約権の行使を含め、引き受け予

定先と協議に入る予定となっております。 
 こうした施策の計画的な実施により、当社グル

ープはその収益基盤の改善及び安定した財務体質

の構築を図ることにより、継続企業の前提に関す

る重要な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。 
 従いまして、連結計算書類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

響を連結計算書類には反映しておりません。 
 
 
（6） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（23 ページ） 
【訂正前】  

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５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 
   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） 

①有価証券 
 その他有価証券 
   時価のあるもの 

同左 

    時価のないもの 
    移動平均法による原価

法 
なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合
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。 

   時価のないもの 
同左  
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【訂正後】  

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５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 
   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） 

①有価証券 
 その他有価証券 
   時価のあるもの 

同左 

    時価のないもの 
    移動平均法による原価

法 
なお、投資事業有限責任

組合及びこれに類する組合
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。 

   時価のないもの 
同左 

 
  
なお、投資事業有限責任組合及びこれ
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。  

 
 
（6） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（24 ページ） 
【訂正前】   

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

(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 
  主として定率法によってお
ります。主な耐用年数は次のと
おりであります。 
建物 ８～60 年
車両運搬具 ２～６年
工具器具備
品 ４～18 年 

①有形固定資産 
同左 

 
【訂正後】   

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

(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 
  主として定率法によってお
ります。主な耐用年数は次のと
おりであります。 
建物 ８～60 年
車両運搬具 ２～６年
工具器具備
品 ４～18 年 

①有形固定資産 
同左 
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  （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、セグメント情報
に与える影響の記載は省略し
ております。  

 
 
（6） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(表示方法の変更)（28 ページ） 
【訂正前】 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

（連結貸借対照表） 
１．従来、区分記載しておりました無形固定資産の
「ソフトウェア」は、金額に重要性がなくなった
ため「その他」に含めて表示することといたしま
した。 

  なお、当連結会計年度における無形固定資産の
「その他」に含めたソフトウェアの金額は 10,988
千円であります。 

２．従来、区分記載しておりました無形固定資産の
「映像コンテンツ」は、金額に重要性がなくなっ
たため「その他」に含めて表示することといたし
ました。 

  なお、当連結会計年度における無形固定資産の
「その他」に含めた映像コンテンツの金額は
14,591 千円であります。 

３．従来、区分記載しておりました流動負債の「未
払金」は、金額的重要性がなくなったため「その
他」に含めて表示することといたしました。 
 なお、当連結会計年度における、流動負債の「そ
の他」に含めた「未払金」の金額は、284,331 千
円であります。 

  
          ────── 
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【訂正後】 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

（連結貸借対照表） 
１．従来、区分記載しておりました無形固定資産の
「ソフトウェア」は、金額に重要性がなくなった
ため「その他」に含めて表示することといたしま
した。 

  なお、当連結会計年度における無形固定資産の
「その他」に含めたソフトウェアの金額は 10,988
千円であります。 

２．従来、区分記載しておりました無形固定資産の
「映像コンテンツ」は、金額に重要性がなくなっ
たため「その他」に含めて表示することといたし
ました。 

  なお、当連結会計年度における無形固定資産の
「その他」に含めた映像コンテンツの金額は
14,591 千円であります。 

３．従来、区分記載しておりました流動負債の「未
払金」は、金額的重要性がなくなったため「その
他」に含めて表示することといたしました。 
 なお、当連結会計年度における、流動負債の「そ
の他」に含めた「未払金」の金額は、284,331 千
円であります。 

  
 （連結貸借対照表） 
１．前連結会計年度まで流動負債の「その他」に
含めて表示しておりました「未払金」は、当連
結会計年度において、負債及び純資産の合計額
の 100 分の５を超えたため区分掲記しており
ます。 
 なお、前連結会計年度末の「未払金」は
284,331 千円であります。 
          

 
 
 (7) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係)  （29 ページ） 

【訂正前】 
前連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
当連結会計年度 

（平成 20 年５月 31 日） 
※１ 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） 0 千円 

※１ 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） 0 千円 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する
債務 
  (イ）担保に供している資産 

建物 110,667 千円

土地 1,464,827 千
円

  計 1,575,494 千
円 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応す
る債務 
  (イ）担保に供している資産 

建物 93,345 千円
土地 1,464,827 千円

  計 1,558,172 千円 

  (ロ）上記に対応する債務 
一年内長期借入金 100,000 千円

長期借入金 810,000 千円

  計 910,000 千円 

  (ロ）上記に対応する債務 
一年内長期借入金 100,000 千円

長期借入金 710,000 千円

  計 810,000 千円 
 
【訂正後】 

前連結会計年度 
（平成 19 年５月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 年５月 31 日） 

※１ 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） 0 千円 

※１ 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） 0 千円 
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※２ 担保に供している資産及びこれに対応する
債務 
  (イ）担保に供している資産 

建物 110,667 千円

土地 1,464,827 千
円

  計 1,575,494 千
円 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応す
る債務 
  (イ）担保に供している資産 

建物 93,345 千円
土地 1,464,827 千円

  計 1,558,172 千円 

  (ロ）上記に対応する債務 
一年内長期借入金 100,000 千円
長期借入金 810,000 千円

  計 910,000 千円 

  (ロ）上記に対応する債務 
短期借入金 475,000 千円
一年内返済予定長期借入金 100,000 千円

長期借入金 710,000 千円

  計 1,285,000 千円 
 
 

(連結損益計算書関係) （30 ページ） 

【訂正前】 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費
目及び金額は次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額 66,860 千円
給与手当 356,320 千円
役員退職慰労引当金繰入
額 39,031 千円

広告宣伝費 342,465 千円

賞与引当金繰入額 4,221 千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費
目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 177,621 千円
給与手当 309,017 千円
専門家報酬 208,434 千円
業務委託費 250,084 千円

賃借料 108,076 千円 
 
【訂正後】 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費
目及び金額は次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額 66,860 千円
給与手当 356,320 千円
役員退職慰労引当金繰入
額 39,031 千円

広告宣伝費 342,465 千円

賞与引当金繰入額 4,221 千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費
目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 177,621 千円
給与手当 309,017 千円
専門家報酬 208,434 千円
業務委託費 186,070 千円 

 
 

 
(連結損益計算書関係) （31 ページ） 

【訂正前】  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

※６ 当連結会計年度において、当社グループ
はコンテンツ事業から撤退することを決定
いたしました。事業整理損失の内訳は、以下
のとおりであります。 

商品評価損 290,482 千円
出版コンテンツ評価損 6,242 千円
映像コンテンツ評価損 444,354 千円
音楽コンテンツ評価損 55,969 千円
その他 1,135 千円

計 798,184 千円 

※６        ──────  
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【訂正後】  

前連結会計年度 
(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

※６ 当連結会計年度において、当社グループ
はコンテンツ事業から撤退することを決定
いたしました。事業整理損失の内訳は、以下
のとおりであります。 

商品評価損 290,482 千円
出版コンテンツ評価損 6,242 千円
映像コンテンツ評価損 444,354 千円
音楽コンテンツ評価損 55,969 千円
その他 1,135 千円

計 798,184 千円 

※６ 事業整理損失の内訳は、コンテンツ事業
か ら の 撤 退 及 び Antiquorum S.A. 、
Antiquorum USA,Inc.関係整理に伴うもの
であります。 

商品評価損 52,685 千円
その他 49,509 千円

計 102,194 千円 

 
 
(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの（42 ページ） 
【訂正前】 

  前連結会計年度 
（平成 19 年５月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 年５月 31 日） 

種類 取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額 

（千円） 
差額（千円）

(1）株式 3,510 11,141 7,631 3,610 7,896 4,286
連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

小計 3,510 11,141 7,631 3,610 7,896 4,286

種類 取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額 

（千円） 
差額（千円）

(1）株式 499,865 85,838 △414,027 11,241 7,896 △3,345
連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

小計 499,865 85,838 △414,027 11,241 7,896 △3,345

合計 503,375 96,979 △406,396 11,241 7,896 △3,345

 
２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
前連結会計年度 

（自 平成 18年６月１日 至 平成 19年５月 31
日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19年６月１日 至 平成 20年５月 31

日） 

売却額（千円） 売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 売却額（千円） 売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額

（千円） 

187,906 29,704 － 389,496 139,505 31,824
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【訂正後】 

  前連結会計年度 
（平成 19 年５月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 20 年５月 31 日） 

種類 取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額 

（千円） 
差額（千円）

(1）株式 3,510 11,141 7,631 3,610 7,896 4,286
連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

小計 3,510 11,141 7,631 3,610 7,896 4,286

種類 取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額 

（千円） 
差額（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表
計上額 

（千円） 
差額（千円）

(1）株式 499,865 85,838 △414,027 ― ― ―

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

小計 499,865 85,838 △414,027 ― ― ―

合計 503,375 96,979 △406,396 3,610 7,896 4,286

 
２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
前連結会計年度 

（自 平成 18年６月１日 至 平成 19年５月 31
日） 

当連結会計年度 
（自 平成 19年６月１日 至 平成 20年５月 31

日） 

売却額（千円） 売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 売却額（千円） 売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額

（千円） 

187,906 29,704 － 389,496 149,505 36,161

 
 
(デリバティブ取引関係) 

１．取引の状況に関する事項（43 ページ） 
【訂正前】 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

(1）取引の内容 
 利用しているデリバティブ取引は、金利スワ
ップ取引を行っております。         

────── 
 

(2）取引に対する取組方針 
  デリバティブ取引は、金利変動によるリスク
回避   を目的としており、投機的な取引は行
わない方針であります。 

   

(3）取引の利用目的 
  借入金利の将来の金利市場における金利変
動リスクを回避することを目的としておりま
す。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ
会計を行っております。 
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 ① 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 

 

 ② ヘッジ方針 
   金利変動リスクを回避するため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。 

 

 ③ ヘッジ有効性の評価方法 
   ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動

の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー
変動の累計を比較し、その変動額の比率によ
って有効性を評価しております。ただし、特
例処理によっているスワップについては、有
効性の評価を省略しております。 

 

(4）取引に係るリスクの内容 
  金利スワップ取引は市場金利の変動による
リスクを有しております。 

  なお、デリバティブ取引の契約先は、信用
度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約
不履行による信用リスクはほとんどないと判
断しております。 

   

(5）取引に係るリスク管理体制 
  デリバティブ取引の実行・管理については、
社内管理規定に従い、資金担当部門が行ってお
ります。 

 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説
明 
  取引の時価等に関する事項についての契約
額等は、あくまでもデリバティブ取引における
名目的な契約額、又は計算上の想定元本であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。 

 

 
【訂正後】 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

(1）取引の内容 
 利用しているデリバティブ取引は、金利スワ
ップ取引を行っております。         

(1）取引の内容 
 

同左 
 

(2）取引に対する取組方針 
  デリバティブ取引は、金利変動によるリスク
回避   を目的としており、投機的な取引は行
わない方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 
 

同左  
(3）取引の利用目的 
  借入金利の将来の金利市場における金利変
動リスクを回避することを目的としておりま
す。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ
会計を行っております。 

(3）取引の利用目的 
 

同左 

 ① 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 

 

 ② ヘッジ方針 
   金利変動リスクを回避するため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っております。 
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 ③ ヘッジ有効性の評価方法 
   ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動

の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー
変動の累計を比較し、その変動額の比率によ
って有効性を評価しております。ただし、特
例処理によっているスワップについては、有
効性の評価を省略しております。 

 

(4）取引に係るリスクの内容 
  金利スワップ取引は市場金利の変動による
リスクを有しております。 

  なお、デリバティブ取引の契約先は、信用
度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約
不履行による信用リスクはほとんどないと判
断しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 
 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 
  デリバティブ取引の実行・管理については、
社内管理規定に従い、資金担当部門が行ってお
ります。 

(5）取引に係るリスク管理体制 
 

同左   

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説
明 
  取引の時価等に関する事項についての契約
額等は、あくまでもデリバティブ取引における
名目的な契約額、又は計算上の想定元本であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説
明 
 

同左 
 

 
 
 
５．個別財務諸表 

1.（3）当事業年度（自 平成 18 年 6 月 1 日 至 平成 19 年 5 月 31 日（60 ページ） 
【訂正前】 

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 

繰越剰余金 

自己株式 株主資本合計

事業年度中の変動額合計（千円） △1,711,862 △1,396,819 △2,872,195 － △236,485

 
【訂正後】 

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 

繰越剰余金 

自己株式 株主資本合計

事業年度中の変動額合計（千円） △1,711,862 △1,396,819 2,872,195 － △236,485
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 2.（4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況（61 ページ） 
【訂正前】 

前事業年度 
（自 平成 18 年 6 月 1 日 

    至  平成 19 年 5 月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年 6 月 1 日 
  至  平成 20 年 5 月 31 日) 

当社グループは、前事業年度に 8,051,217 千円、当事

業年度に 6,912,282 千円と多額の当期純損失を計上

しております。また、前事業年度に 593,900 千円、

当事業年度に 654,357 千円と、継続的に営業損失を

計上しております。 
 当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を

抱かせるものであります。 
 当事業年度において計上した大幅な損失について

は、前事業年度に行った投資の評価減、債権に対する

貸倒引当金の計上、および、人件費、支払報酬、業務

委託費及び家賃で多額の固定費が発生していること

であります。 
 当社はこの状況を解消すべく、コンテンツ事業から

当事業年度を以って撤退する方針を機関決定してお

り、次事業年度では、コンテンツ事業の赤字補填のた

めの追加貸付およびこれに対する貸倒引当の追加実

施の発生はなく、マイナスの影響は大幅に減少するこ

とを見込んでおります。また、当事業年度において人

員の削減、業務委託契約の期前契約解除、オフィスス

ペースの一部期前契約解除を行っており、次事業年度

ではこれらの効果が各固定費の削減として奏功する

ことを見込んでおります。 
 今後１年間に必要となる現金の創出については、投

資有価証券を中心とする保有資産の売却を中心に行

っていく方針であり、資産の現金化までの間、一時的

に資産を担保として、事業会社と根抵当権の契約を締

結しており、必要に応じて借入を実行することができ

る体制を整えております。 
 なお、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財務諸表には反

映しておりません。 

当社は、前事業年度に 6,912,282 千円、当事業年度に

1,068,305 千円と多額の当期純損失を計上しており

ます。また、前事業年度に 654,357 千円、当事業年

度に 550,577 千円と、継続的に営業損失を計上して

おります。 
 当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を

抱かせるものであります。 
 当事業年度において計上した損失の主な要因は債

権に対する貸倒引当金の計上、及び人件費、業務委託

費、支払報酬で多額の固定費が発生していることに起

因しております。  
 こうした状況の改善のために、前連結会計年度にお

いて当社グループの赤字事業であったコンテンツ事

業からの撤退方針に基づき、当事業年度にコンテンツ

事業の大幅な整理及び子会社のリストラ・縮小を行う

とともに、多額の資産評価損を計上した持分法適用会

社である Antiquorum S.A.グループとの関係を整理

しており、これらの赤字補填のための追加貸付及び貸

倒引当の追加実施の発生はなく、マイナスの影響は大

幅に減少することを見込んでおります。 
 また、当社においても大幅なリストラや経費の引き

締めを行っており、販管費の圧縮による固定費の削減

を見込んでおります。 
 今後１年間に必要となる現金の創出については、保

有資産の売却及び増資等による資金調達を中心に行

っていく方針であり、資産の現金化までの間には一時

的に資産を担保とした借入を併用することを見込ん

でおります。 
 なお、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財務諸表には反

映しておりません。 
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【訂正後】 
前事業年度 

（自 平成 18 年 6 月 1 日 
    至  平成 19 年 5 月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 19 年 6 月 1 日 
  至  平成 20 年 5 月 31 日) 

当社グループは、前事業年度に 8,051,217 千円、当事

業年度に 6,912,282 千円と多額の当期純損失を計上

しております。また、前事業年度に 593,900 千円、

当事業年度に 654,357 千円と、継続的に営業損失を

計上しております。 
 当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を

抱かせるものであります。 
 当事業年度において計上した大幅な損失について

は、前事業年度に行った投資の評価減、債権に対する

貸倒引当金の計上、および、人件費、支払報酬、業務

委託費及び家賃で多額の固定費が発生していること

であります。 
 当社はこの状況を解消すべく、コンテンツ事業から

当事業年度を以って撤退する方針を機関決定してお

り、次事業年度では、コンテンツ事業の赤字補填のた

めの追加貸付およびこれに対する貸倒引当の追加実

施の発生はなく、マイナスの影響は大幅に減少するこ

とを見込んでおります。また、当事業年度において人

員の削減、業務委託契約の期前契約解除、オフィスス

ペースの一部期前契約解除を行っており、次事業年度

ではこれらの効果が各固定費の削減として奏功する

ことを見込んでおります。 
 今後１年間に必要となる現金の創出については、投

資有価証券を中心とする保有資産の売却を中心に行

っていく方針であり、資産の現金化までの間、一時的

に資産を担保として、事業会社と根抵当権の契約を締

結しており、必要に応じて借入を実行することができ

る体制を整えております。 
 なお、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財務諸表には反

映しておりません。 

当社は、当事業年度に 550,577 千円の営業損失、

1,068,305 千円の当期純損失を計上しております。ま

た、前事業年度に 654,357 千円の営業損失、6,912,282
千円の当期純損失を計上しており、継続して損失を計

上しております。 
 当事業年度において計上した損失の主な要因は債

権に対する貸倒引当金の計上、及び人件費、業務委託

費、支払報酬などで多額の固定費が発生していること

に起因しております。 
 当該状況は、継続企業としての前提に重要な疑義を

抱かせるものであります。 
 こうした状況の改善のために、前連結会計年度にお

いて当社グループの赤字事業であったコンテンツ事

業からの撤退方針に基づき、当事業年度にコンテンツ

事業の大幅な整理及び子会社のリストラ・縮小を行う

とともに、多額の資産評価損を計上した持分法適用会

社である Antiquorum S.A.グループとの関係を整理

しており、これらの赤字補填のための追加貸付及び貸

倒引当の追加実施の発生はなく、マイナスの影響は大

幅に減少することを見込んでおります。 
 また、その他の事業として行っておりましたファイ

ナンス事業については前経営陣により閉鎖を検討し

ておりましたが、当該事業につきましては、その投資

対象を①規模として３千万～２億円といった中小の

規模に限定し、②回収期間が６ヶ月～２年といった短

期のものに限定、③今年から来年にかけては買い場と

言われる国内不動産に対する投資案件も積極的に開

拓し投資対象とし、④従来からの上場、未上場有価証

券への投資、及び上場、未上場企業への投融資事業を

継続するといった施策の元に、従前より大幅にリスク

を軽減した投資に限定して継続・展開することといた

しました。 
 特に当社グループの主力である連結子会社㈱ミュ

ージックランドを介して中古楽器への投資は当社グ

ループ内ネットワークを活用した当社グループなら

ではの独自の投資として今後期待が持てるものと判

断しており、またこうした投資手法は今後の当社のホ

ールディングカンパニーとしての明確なポジショニ

ング構築と各事業会社との機動的な関係の構築、それ

に伴うグループ全体への波及効果の高い投融資事業

の確立という大きな効果とメリットを当社のみなら

ず、グループ各社にもたらすものと判断しておりま

す。 
 さらに借入金の返済等による有利子負債の圧縮と

支払利息の縮小を図り、従来は手付かずであった当社

経費の大幅な見直しと緊縮化も引続き行い、販管費の
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圧縮による固定費の削減を見込んでおります。 
 上記施策のために必要となる現金の創出について

は、当社においては増資等による資金調達を中心に行

っていく方針であり、新株予約権の行使を含め、引き

受け予定先と協議に入る予定となっております。 
 こうした施策の計画的な実施により、当社はその収

益基盤の改善及び安定した財務体質の構築を図るこ

とにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消

できるものと判断しております。 
 従いまして、計算書類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計算書類

には反映しておりません。 
 
 
２.(5) 重要な会計方針（62 ページ） 
【訂正前】 

項目 
前事業年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

２．固定資産の減価償却
の方法 

(1）有形固定資産 
  定率法によっております。な
お、主な耐用年数は次のとおり
であります。 

建物 ８～18 年
工具器具備品 ３～８年 

(1）有形固定資産 
   

同左 

 (2）無形固定資産 
  定額法によっております。 
 (ソフトウェア) 
  自社利用のソフトウエアに
ついては社内における見込利
用可能期間（５年）に基づく定
額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 
同左 

 (ソフトウェア) 
同左 

  (映像コンテンツ) 
  映像コンテンツには、製作出
資による映像コンテンツの取
得原価及び外部購入による映
像使用権の取得原価を含めて
おり、作品毎の取得原価の金額
を過去の実績に基づいて、劇場
上映権、ビデオ化権及びテレビ
放映権等に分類し、それぞれの
権利行使による収益獲得時に
一括償却しております。ただ
し、自社でビデオ・DVD を販
売する場合は、見積回収期間
(１年)にわたり、会社所定の償
却率によって償却しておりま
す。 

 (映像コンテンツ) 
同左 
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【訂正後】 

項目 
前事業年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

２．固定資産の減価償却
の方法 

(1）有形固定資産 
  定率法によっております。な
お、主な耐用年数は次のとおり
であります。 

建物 ８～18 年
工具器具備品 ３～８年 

(1）有形固定資産 
   

同左 

   (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 
  定額法によっております。 
 (ソフトウェア) 
  自社利用のソフトウエアに
ついては社内における見込利
用可能期間（５年）に基づく定
額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 
同左 

 (ソフトウェア) 
同左 

  (映像コンテンツ) 
  映像コンテンツには、製作出
資による映像コンテンツの取
得原価及び外部購入による映
像使用権の取得原価を含めて
おり、作品毎の取得原価の金額
を過去の実績に基づいて、劇場
上映権、ビデオ化権及びテレビ
放映権等に分類し、それぞれの
権利行使による収益獲得時に
一括償却しております。ただ
し、自社でビデオ・DVD を販
売する場合は、見積回収期間
(１年)にわたり、会社所定の償
却率によって償却しておりま
す。 

 (映像コンテンツ) 
同左 
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(表示方法の変更) （65 ページ） 

【訂正前】 
前事業年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

（貸借対照表） 
１．「敷金保証金」は、前期までは投資その他の
資産に区分掲記しておりましたが、当事業年度
末において資産の総額の 100 分の 5 以下とな
ったため「その他」に含めて表示しております。

  なお、当事業年度末の「敷金保証金」の金
額は 40,453 千円であります。 

          ──────      
  

 

【訂正後】 
前事業年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

（貸借対照表） 
１．「敷金保証金」は、前期までは投資その他の
資産に区分掲記しておりましたが、当事業年度
末において資産の総額の 100 分の 5 以下とな
ったため「その他」に含めて表示しております。

  なお、当事業年度末の「敷金保証金」の金
額は 40,453 千円であります。 

 （貸借対照表） 
１．「預け金」は、前事業年度までは流動資産の
「その他」に含めて表示しておりましたが、当
事業年度末において重要性が増したため独立
掲記しております。 
 なお、前事業年度末の「預け金」の金額は
3,113 千円であります。 

        
  

 
 

(6) 個別財務諸表に関する注記事項 
(貸借対照表関係) （66 ページ） 

【訂正前】 
前事業年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
当事業年度 

（平成 20 年５月 31 日） 
※１ 関係会社 
   関係会社に対する資産及び負債には区分

掲記されたもののほか次のものがあります。
売掛金 90,723 千円 

※１ 関係会社 
   関係会社に対する資産及び負債には区分

掲記されたもののほか次のものがあります。
売掛金 29,052 千円 

  
  
 (3）当社関連会社（Antiquorum S.A.）におい

ては、運転資金の効率的な調達を行うため、
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
を締結しております。当該業務における当座
貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸
出未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総
額 

$10,000,000

貸出実行残高 $10,000,000
差引額 － 
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【訂正後】 

前事業年度 
（平成 19 年５月 31 日） 

当事業年度 
（平成 20 年５月 31 日） 

※１ 関係会社 
   関係会社に対する資産及び負債には区分

掲記されたもののほか次のものがあります。
売掛金 90,723 千円 

※１ 関係会社 
   関係会社に対する資産及び負債には区分

掲記されたもののほか次のものがあります。
売掛金 29,052 千円 

  
  
(3）当社関連会社（Antiquorum S.A.）において

は、運転資金の効率的な調達を行うため、当
座貸越契約及び貸出コミットメント契約を
締結しております。当該業務における当座貸
越契約及び貸出コミットメントに係る貸出
未実行残高は次のとおりであります。 
当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額 $10,000,000
貸出実行残高 $10,000,000
差引額 － 

 

  ※４ 担保に供している資産及びこれに対応す
る債務 

(イ) 担保に供している資産 

関係会社株式 491,320 千円

(ロ) 上記に対応する債務 

短期借入金 475,000 千円
 

 
 
 

(6) 個別財務諸表に関する注記事項 
(損益計算書関係) （67 ページ） 

【訂正前】 
前事業年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

  

  

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は
4.6％、一般管理費に属する費用のおおよそ
の割合は 95.4％であります。主要な費目及び
金額は次のとおりであります。 

役員報酬 54,242 千円
業務委託費 101,343 千円
支払報酬 144,757 千円
支払手数料 45,736 千円 

※２ 販管費に属する費用のおおよその割合は
1.9％、一般管理費に属する費用のおおよそ
の割合は 98.1％であります。主要な費目及び
金額は次のとおりであります。 

役員報酬 53,416 千円
給与 49,124 千円
業務委託費 154,867 千円
支払報酬 201,377 千円 
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【訂正後】 
前事業年度 

(自 平成 18 年６月１日 
至 平成 19 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年６月１日 
至 平成 20 年５月 31 日) 

  

  

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は
4.6％、一般管理費に属する費用のおおよそ
の割合は 95.4％であります。主要な費目及び
金額は次のとおりであります。 

役員報酬 54,242 千円
業務委託費 101,343 千円
支払報酬 144,757 千円
支払手数料 45,736 千円 

※２ 販管費に属する費用のおおよその割合は
1.9％、一般管理費に属する費用のおおよそ
の割合は 98.1％であります。主要な費目及び
金額は次のとおりであります。 

役員報酬 53,416 千円
給与 49,124 千円
業務委託費 154,867 千円
支払報酬 201,377 千円
地代家賃 36,257 千円
旅費交通費 38,671 千円 

  

  

    
以 上 
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