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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

（注）平成20年３月期は連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 
 

(1) 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 ％

21年3月期 2,417 △73.2 △437 ― △496 ― △497 ―

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

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 ％ ％ ％

21年3月期 △13.00 ― △21.7 △12.2 △18.1

20年3月期 12.98 12.98 21.7 10.6 4.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 2,596 2,068 78.9 53.56
20年3月期 5,570 2,566 45.7 66.56

（参考） 自己資本   21年3月期  2,048百万円 20年3月期  2,545百万円

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

21年3月期 △1,254 △65 △0 1,435
20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
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

2,000 48.0 70 ― 71 ― 70 ― 1.83

通期 3,690 52.6 150 ― 151 ― 150 ― 3.92



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、19ページ「重要な会計方針」、及び21ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 38,363,220株 20年3月期 38,363,220株

② 期末自己株式数 21年3月期  122,094株 20年3月期  120,108株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、３ページ「１．経営成績（1）経営成績の分析」をご覧ください。 
２．当社は、平成20年10月31日付で連結子会社の株式会社ユー・エンターテインメントの全株式を譲渡いたしました。これにより当社は非連結会社となりま
した。 



(1）経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

  当事業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、急激な株価下落や円高により企業収益は悪化し、雇用不安及び所得の減少により個人

消費に悪影響を及ぼすなど経済社会全体としては景気後退が急速に進みました。  

当社の主要顧客の多くを占めるアミューズメント業界におきましてもアミューズメント施設の相次ぐ閉鎖など想

定をはるかに上回る厳しい状況となっております。 

このような経済情勢のなかで、当社は「コンテンツ事業」「アミューズメント事業」「コンサルティング事業」

の３事業部門においてそれぞれ誠意努力したものの、想定外の経済環境の悪化により売上の大幅な減少を余儀なく

されました。また事業年度中に、海外コンテンツの獲得を目的とした当社の連結子会社である株式会社ユー・エン

ターテインメントについても当初想定していた結果を残すことができませんでした。コンテンツ事業の収益性、資

源効率の観点から同事業の経営資源を集中させるため、平成20年10月に当社が保有していた同社の株式の全部を譲

渡いたしましたことによりマイナス要因が嵩む結果となりました。 

この結果、当事業年度の業績は、売上高2,417百万円（前年同期比73.2％減）、営業損失437百万円（前年同期

442百万円の営業利益）、経常損失496百万円（前年同期442百万円の経常利益）、当期純損失497百万円（前年同期

496百万円の当期純利益）と年度当初予想を大幅に下回る厳しい結果となりました。（当社の前事業年度の財務諸

表の数値を前年同期比として記載しております） 

 なお、当事業年度は連結財務諸表を作成していないため、以下の「事業部門別の概況」については、前年同期比

は記載しておりません。  

   事業部門別の業績は、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、注力している利益率の高い版権の商品化・仲介事業において見込んでいた複数

の商品化権についての案件が、契約締結までには至らず、売上の大幅な減少となりました。また、連結子会社であ

る株式会社ユー・エンターテインメントについても当初想定していた業績を残すことができず、株式の全部の譲渡

に至るなど厳しい結果となりました。 

以上の結果、売上高は1,373百万円、営業利益は111百万円となりました。 

 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、当事業年度中に市場に投入された機種のうち特に人気のあったものの独

占販売権を取得し、アミューズメント施設用メダルゲーム機への転用事業及び中古遊技機のメダルゲーム機の転用

事業を積極的に推進してまいりましたが 、下期以降アミューズメント施設の業績が低迷したことから転用遊技機

の販売数量も当初予想を下回る結果となりました。また、人気パチンコ機種の発売日延期により、遊技機の販売台

数が減少し、それに伴い当社許諾使用料及びオリジナルのアミューズメント施設用メダルゲーム筐体の販売が大幅

に減少することとなりました。 

以上の結果、当事業全体としての売上高は906百万円、営業利益は102百万円となりました。 

 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の新台遊技機の入替等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が続いて

おります。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台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となりました。また、「遊休不動産等の活

用についてのコンサルティング事業」につきましても、当初の成約予定件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、当事業全体としての売上高は137百万円、営業利益は13百万円となりました。 

 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。 

  

１．経営成績



 （次期の見通し） 

 今後の見通しにつきましても、世界規模の景気後退に伴い、我が国の経済状況も引き続き悪化の状況が続くもの

と思われます。当社の属するアミューズメント業界におきましても、景気後退に伴う顧客の購買意欲の低下、娯楽

費の減少、パチンコ・パチスロ営業店の環境の悪化などにより、より一層の厳しさを増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のため

「コンテンツ事業」、「アミューズメント事業」並びに「コンサルティング事業」の３事業本部の営業力の強化に

努めてまいります。 

  「コンテンツ事業」については、コンテンツの需要は市場がかなり飽和状態になってきてはいるものの、引き続

き優良なコンテンツに関してはニーズがあると見込まれております。また当社がコンテンツを仲介しパチンコメー

カーが遊技機販売の際に行う広告宣伝業務などの高い利益が見込まれる業務についても注力してまいります。さら

に、より計画的かつ恒常的に収益を確保できるコンテンツから派生する商品開発化事業についても検討を行い安定

的な事業形態を整えてまいります。これらにより当事業の次期の売上高は2,300百万円、営業利益は340百万円を見

込んでおります。 

    「アミューズメント事業」につきましては、経済環境の悪化によりゲームセンターなどのアミューズメント施設

の売上の低迷が予想され当社の販売も厳しい展開になっていくものと思われます。 

    このような中、当社は安定的な売上の確保のため、弊社オリジナルのアミューズメント施設用メダルゲーム機の

筐体を製作し販売及びレンタルでの供給などにより需要の獲得に努めてまいります。 

    これらにより当事業の次期の売上高は800百万円、営業利益は60百万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、従来からの「アミューズメントショッピングエリア事業」ならびに「遊

休不動産の活用についてのコンサルティング事業」を事業スキームの見直し等を含め再検討を行ってまいります。

パチンコ・パチスロ営業店舗の環境は決して良い状況ではないものの、この時期を逆にチャンスと捉え、新規出店

を計画しているパチンコ・パチスロ営業店も多く存在しており、このような店舗と連携をとりながら「アミューズ

メントショッピングエリア事業」ならびに「遊休不動産の活用についてのコンサルティング事業」を積極的に展開

してまいります。また新規の事業につきましても今後の収益に貢献できる分野を含めて検討してまいります。  

これらにより当事業としては、依然として厳しい環境ではありますが、新規事業を含め、積極的に展開すること

により次期の売上高は590百万円、営業利益は140百万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。 

    以上の通り、当社は、「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、円滑かつ的確に推進し、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、次期の業績予想といたしましては、売上高3,690百万円（前年同期比52.6％増）、営業利益150百万円

（前年同期437百万円の営業損失）、経常利益151百万円（前年同期496百万円の経常損失）、当期純利益150百万円

（前年同期497百万円の当期純損失）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 

 当事業年度は連結財務諸表を作成していないため、当事業年度および前事業年度の当社の財務諸表の数値を対比

しております。  

（流動資産） 

  当事業年度末における流動資産の残高は、2,092百万円（前事業年度末は5,083百万円）となり2,990百万円減少

いたしました。優良コンテンツ取得のため、版権取得代金の前渡金の増加（6百万円から241百万円へ235百万円増

加）等はありましたが、減少の主な要因として、前事業年度末に発生した多額の買掛金の支払や事業上有益と見ら

れる相手先への貸付および営業保証金の差入などによる現金及び預金の減少（2,755百万円から1,435百万円へ

1,319百万円減）、売掛金の減少（2,030百万円から251百万円へ1,779百万円減）、返済期日見直しによる短期貸付

金より長期貸付金への振替による減少（182百万円から20百万円へ162百万円減）等により大幅な減少となりまし

た。 



（固定資産） 

 当事業年度末における固定資産の残高は、503百万円（前事業年度末は487百万円）となり16百万円増加いたしま

した。コンテンツ版権勘定の償却終了（58百万円減）、関係会社株式の売却及び評価減による減少（140百万減

円）、貸倒引当金の増加（△1,612百万円から△1,825百万円へ△212百万円増）等の減少要因もありましたが、ソ

フトウェアの共同所有による増加（0百万円から51百万円へ51百万円増）、返済期日見直しによる短期貸付金より

長期貸付金への振替による増加（1,357百万円から1,519百万円へ162百万円増）、破産更生債権等の増加（130百万

円から151百万円へ20百万円増）、営業保証金の差入による敷金及び保証金の増加（380百万円から558百万円へ178

百万円増）等の増加が要因であります。 

（流動負債） 

  当事業年度末における流動負債の残高は、485百万円（前事業年度末は2,941百万円）となり2,455百万円減少い

たしました。主な要因は、買掛金の減少（2,784百万円から426百万円へ2,357百万円減）であります。これは当事

業年度における売上の減少に伴い対応する仕入原価も減少したことによるものです。 

（固定負債） 

 当事業年度末における固定負債の残高は、41百万円（前事業年度末は62百万円）となり21百万円減少いたしまし

た。これは長期預り保証金の減少（55百万円から33百万円へ21百万円減）が主な要因です。 

（純資産） 

  当事業年度末における純資産の残高は2,068百万円（前事業年度末の純資産の残高は2,566百万円）となり497百

万円減少いたしました。この減少は、当期純損失497百万円の計上により利益剰余金が減少（△2,257百万円から

△2,754百万円へ497百万円減）したことが要因です。 

  



    ②  キャッシュ・フローの状況 

  当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税引前当期純損失の計上、売上債権の減少

や仕入債務の減少などにより、当事業年度末には1,435百万円となりました。 

 当事業年度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。 

 なお、当事業年度より、個別キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期比は記載しておりませ

ん。  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は、1,254百万円となりました。 

これは税引前当期純損失（△496百万円）の計上、コンテンツ版権勘定償却額（58百万円）、貸倒引当金の増加

（135百万円）、売上債権の減少（1,778百万円）、差入保証金の増加（△200百万円）、仕入債務の減少（△2,593

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、65百万円となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出（△35百万円）、無形固定資産の取得による支出（△53百万円）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。 

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 

（注）キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、有利子負

債が無く、営業キャッシュ・フローも赤字のため記載しておりません。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

     当社は、株主の皆さまに対する利益の還元を経営の 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。 

 当事業年度は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。  

  平成21年３月期

自己資本比率（％）  78.9

時価ベースの自己資本比率（％）  33.9

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） 
      －



  

(4）事業等のリスク 

  当社の経営成積、株価及び財政状態等に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクには、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、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

① 販売先の集中について 

 当社の主たる事業目的の一として事業経営の核と為し、当社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、当事業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全売上金額の

45.4%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、当社の帰責性が明らかとなった場合、当社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。   

③ 個人情報保護の管理について 

 当社は、多数のお客様の個人情報を保有しております。これらの情報の管理に関しては、情報管理に関するポ

リシーや、責任者を設置しその管理を徹底する他、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、過度な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

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、当社の事業経営に重大な影響を与える可能性があります。 

  ⑥ その他法的規制について 

 当社は、事業活動を行ううえで、会社法、金融商品取引法等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。 

 当社は、これら法令、諸規制等を遵守されるよう、全社的なコンプライアンスの徹底指導を実施しております

が、これら法令、諸規制の遵守がなされなかった場合、当社の活動が制限され、当社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。 



  当社は、これまで株式会社ユー・エンターテインメントを連結子会社として企業集団を形成しておりましたが、平成

20年10月31日付をもちまして株式会社ユー・エンターテインメントの全株式を譲渡し、現在は企業集団を形成しておら

ず連結子会社はございません。 

 当社の事業系統図は次のとおりであります。 

 
  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

  当社の経営の基本方針は、経営理念『ＨＥＡＲＴ（心）』を全うし続けていくことにあります。 

経営理念『ＨＥＡＲＴ（心）』を構成する一つひとつの文字は、当社が成長するうえで 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）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は、法令、社内諸規程を遵守し、公明正大な行動に努めてまいります。 

 ③  CWEは、自然環境、社会環境に優しい高機能・高品質を有する安全性が高い製品を提供し続けてまいります。 

 ④  CWEは、一人一人が自己研鑽と全社のスキルアップに努め、プロ集団化を目指してまいります。 

 ⑤  CWEは、５Ｓ運動、ＰＤＣＡサイクル活動を励行し、働きやすく、明るい職場環境作りに努めてまいります。 

 ⑥  CWEは、企業情報の積極的開示を行い、透明性の高い事業経営に努めてまいります。 

 ⑦  CWE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 

  当社は、継続的な事業の拡大を通じて企業価値の向上を追及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、事業の収益力を表す営業利益および営業キャッシュ・フローを重視し、これらの拡大を目指しています。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、経営指標を達成するため、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・高性能な商品企画開発等のコア事業への積極的な取組み、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ローバルビジネスの拡充と経営体質の強化による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、盤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 

 今後の日本経済の見通しとしましては、米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界規模の景気の後退に伴

い、倒産件数の増加や失業率の増加など、経済状況の悪化が続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、当社を取り巻く経営環境も相当に厳しい状況が継続するものと思われ、なお一層の企業経営基盤の強化、安

定化を図ってまいります。 

当社は、従前からの課題であります営業キャッシュ・フローの改善及び収益力の向上をより一層追及してまいりま

す。 

また、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共に多様化するニーズを着実に取り込み付

加価値の高い優良コンテンツや質の高い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。 

さらに、当社が永続的に成長繁栄を続けていくためには、コンプライアンスの徹底が大前提であると考えます。そ

のためには全役員・従業員に対し従来以上に法令及び社内諸規程の遵守の徹底を図り、加えて金融商品取引法に基づ

く内部統制システムの整備・運用などによる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。  

３．経営方針



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全体の大半を占める状況にあります。当事業の収益率を

向上させることは当社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版権契

約仲介業務については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顧客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、コンテンツ事業としては今後恒常的に収益を確保できるコンテンツ

から派生する商品開発化事業等のビジネススキームを開拓していくことが課題であると考えています。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、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

への転用事業において、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さらなる強化に

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、当転用事業の拡大・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。また新しい試みとして当社オリジナルのメダル

ゲーム筐体を製作し、これらの販売・レンタル事業を収益の柱の一つとして取り組んでまいります。さらに筐体の

販売先の運営企画を含めた営業展開を積極的に推進しながら新規取引先の拡大を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

ノウハウを提供する「アミューズメントショッピングエリア事業」とアミューズメント複合店等の「遊休不動産等

の活用についてのコンサルティング事業」を事業の柱と考えておりますが、パチンコ・パチスロ営業店を含む遊技

業界における経済環境が当初想定より厳しい環境にあり、充分な結果が残せていない現状を踏まえ、「アミューズ

メントショッピングエリア事業」についてはビジネススキームの再検討、「遊休不動産等の活用についてのコンサ

ルティング事業」については「待ち」から「攻め」への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

ことが必要であると認識しております。さらには広く娯楽産業に関わる会社とコラボレーションを行い、新たな事

業展開を早急に図ることが課題であると認識しています。 

 当社は、上記の諸施策を着実に実践することで、高収益・高成長の企業となることを目指して、全社一丸となっ

て誠意努力してまいります。  

    



(1）商品仕入実績 

  当事業年度の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりとなります。 

 （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．当事業年度より連結財務諸表を作成していないため、前年同期比の比較は行っておりません。 

  

(2）販売実績 

  当事業年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりとなります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当事業年度より連結財務諸表を作成していないため、前年同期比の比較は行っておりません。 

３．当事業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。 

  

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．生産、受注及び販売の状況

事業部門別 
当事業年度

自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

コンテンツ事業      （千円）  1,022,922

アミューズメント事業   （千円）  797,003

コンサルティング事業   （千円）  43,006

 合  計   （千円）  1,862,932

事業部門別 
当事業年度

自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

コンテンツ事業      （千円）  1,373,030

アミューズメント事業   （千円）  906,860

コンサルティング事業   （千円）  137,879

 合  計   （千円）  2,417,769

相手先 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

金額（千円） 割合（％）

 株式会社 三共  622,158  25.7

 株式会社 東プロ  575,390  23.8

 株式会社 三共プランニング  476,001  19.7



５．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,755,214 1,435,631

売掛金 2,030,496 251,064

商品及び製品 120,000 110,423

前渡金 6,275 241,582

前払費用 7,898 10,466

短期貸付金 182,932 20,000

未収入金 － 53,324

立替金 123,735 26,250

未収消費税等 － 42,127

その他 33,918 2,135

貸倒引当金 △177,451 △100,599

流動資産合計 5,083,020 2,092,406

固定資産   

有形固定資産   

建物 38,804 24,231

減価償却累計額 △19,140 △4,192

建物（純額） 19,664 20,038

工具、器具及び備品 14,829 27,021

減価償却累計額 △11,455 △16,394

工具、器具及び備品（純額） 3,374 10,626

有形固定資産合計 23,038 30,665

無形固定資産   

コンテンツ版権勘定 58,315 －

商標権 234 189

ソフトウエア 288 51,423

電話加入権 2,973 2,973

無形固定資産合計 61,812 54,587

投資その他の資産   

投資有価証券 － 0

関係会社株式 140,000 －

出資金 1,481 1,169

長期貸付金 1,357,224 1,519,224

破産更生債権等 130,389 151,228

敷金及び保証金 380,604 558,754

長期前払費用 5,367 2,683

その他 － 11,000

貸倒引当金 △1,612,614 △1,825,371

投資その他の資産合計 402,453 418,689

固定資産合計 487,304 503,942

資産合計 5,570,324 2,596,348



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,784,673 426,946

未払金 57,225 9,500

未払費用 22,095 39,270

未払法人税等 11,926 3,685

未払消費税等 30,169 －

預り金 22,151 3,237

賞与引当金 12,794 3,182

流動負債合計 2,941,037 485,822

固定負債   

長期預り保証金 55,350 33,500

退職給付引当金 6,811 7,608

その他 823 694

固定負債合計 62,984 41,802

負債合計 3,004,022 527,625

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,910,916 2,910,916

資本剰余金   

資本準備金 1,961,297 1,961,297

資本剰余金合計 1,961,297 1,961,297

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金 89 －

繰越利益剰余金 △2,257,397 △2,754,732

利益剰余金合計 △2,257,307 △2,754,732

自己株式 △69,146 △69,301

株主資本合計 2,545,759 2,048,180

新株予約権 20,542 20,542

純資産合計 2,566,302 2,068,723

負債純資産合計 5,570,324 2,596,348



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 9,027,808 2,417,769

売上原価   

商品期首たな卸高 － 120,000

当期商品仕入高 7,558,385 1,862,932

合計 7,558,385 1,982,932

商品期末たな卸高 120,000 110,423

商品売上原価 7,438,385 1,872,509

売上総利益 1,589,423 545,260

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 262,835 125,622

貸倒損失 57,750 －

広告宣伝費 61,571 85,835

外注費 46,389 54,914

交際費 64,622 92,573

役員報酬 81,570 104,465

給料手当及び賞与 80,026 86,940

賞与引当金繰入額 12,794 3,182

退職給付費用 1,806 1,626

法定福利費 17,733 17,023

旅費及び交通費 15,698 35,492

支払手数料 84,043 104,213

地代家賃 88,138 85,844

コンテンツ版権勘定償却額 100,631 58,315

減価償却費 6,761 11,202

その他 164,846 115,172

販売費及び一般管理費合計 1,147,220 982,426

営業利益又は営業損失（△） 442,202 △437,165

営業外収益   

受取利息 11,274 13,274

受取手数料 － 3,361

受取賃貸料 1,740 －

その他 1,249 3,624

営業外収益合計 14,264 20,260

営業外費用   

支払利息 861 －

貸倒引当金繰入額 10,184 79,185

前渡金精算損 1,960 －

その他 674 503

営業外費用合計 13,680 79,689

経常利益又は経常損失（△） 442,786 △496,594



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

前期損益修正益 ※1  7,317 ※1  23,949

貸倒引当金戻入額 26,000 68,902

事業再構築引当金戻入額 2,145 －

訴訟和解金 19,176 －

その他 2,066 2,744

特別利益合計 56,707 95,596

特別損失   

固定資産除却損 ※2  1,245 ※2  18,516

投資有価証券評価損 － 44,699

子会社株式売却損 － 32,000

特別損失合計 1,245 95,216

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 498,248 △496,214

法人税、住民税及び事業税 1,807 1,210

法人税等合計 1,807 1,210

当期純利益又は当期純損失（△） 496,441 △497,424



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,906,166 2,910,916

当期変動額   

新株の発行 4,749 －

当期変動額合計 4,749 －

当期末残高 2,910,916 2,910,916

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,956,547 1,961,297

当期変動額   

新株の発行 4,750 －

当期変動額合計 4,750 －

当期末残高 1,961,297 1,961,297

資本剰余金合計   

前期末残高 1,956,547 1,961,297

当期変動額   

新株の発行 4,750 －

当期変動額合計 4,750 －

当期末残高 1,961,297 1,961,297

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 652 89

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △562 △89

当期変動額合計 △562 △89

当期末残高 89 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,754,400 △2,257,397

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 562 89

当期純利益又は当期純損失（△） 496,441 △497,424

当期変動額合計 497,003 △497,335

当期末残高 △2,257,397 △2,754,732

利益剰余金合計   

前期末残高 △2,753,748 △2,257,307

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 496,441 △497,424

当期変動額合計 496,441 △497,424

当期末残高 △2,257,307 △2,754,732



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △68,807 △69,146

当期変動額   

自己株式の取得 △339 △154

当期変動額合計 △339 △154

当期末残高 △69,146 △69,301

株主資本合計   

前期末残高 2,040,157 2,545,759

当期変動額   

新株の発行 9,500 －

当期純利益又は当期純損失（△） 496,441 △497,424

自己株式の取得 △339 △154

当期変動額合計 505,601 △497,578

当期末残高 2,545,759 2,048,180

新株予約権   

前期末残高 20,542 20,542

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,542 20,542

純資産合計   

前期末残高 2,060,700 2,566,302

当期変動額   

新株の発行 9,500 －

当期純利益又は当期純損失（△） 496,441 △497,424

自己株式の取得 △339 △154

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 505,601 △497,578

当期末残高 2,566,302 2,068,723



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純損失（△） △496,214

減価償却費 11,202

コンテンツ版権勘定償却額 58,315

貸倒引当金の増減額（△は減少） 135,905

固定資産除却損 18,516

子会社株式売却損益（△は益） 32,000

投資有価証券評価損益（△は益） 44,699

売上債権の増減額（△は増加） 1,778,801

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,577

その他の流動資産の増減額（△は増加） 55,824

差入保証金の増減額（△は増加） △200,000

仕入債務の増減額（△は減少） △2,593,034

その他の流動負債の増減額（△は減少） △87,875

預り保証金の増減額（△は減少） △21,850

その他 △18,424

小計 △1,272,555

利息及び配当金の受取額 19,490

法人税等の支払額 △1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,254,274

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 △35,397

無形固定資産の取得による支出 △53,039

貸付けによる支出 △247,000

貸付金の回収による収入 247,932

敷金及び保証金の差入による支出 △9,500

敷金及び保証金の回収による収入 31,350

その他 500

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,154

財務活動によるキャッシュ・フロー  

その他 △154

財務活動によるキャッシュ・フロー △154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,319,583

現金及び現金同等物の期首残高 2,755,214

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,435,631



  該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）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）    ────── 

  

（1）    ────── 

   

  

（2）その他の有価証券 

   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。  

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。 

商品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。 

  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日公表分）を適用しておりま

す。 

 なお、この変更による営業損失、経常損

失及び税引前当期純損失に与える影響はあ

りません。  

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。    

  



項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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。 

(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。

  コンテンツ版権 

同左 

４．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 

５．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。 

────── 

６．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。 

７．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 



会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成20年 3月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年 4月 1日 
至 平成21年 3月31日） 

        ────────── （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 当事業年度において新たに当該変更の対象となるリース

取引がありませんでしたので、損益に与える影響はありま

せん。      

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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。 

（貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収入金」は、当期において、資産の合計額の100

分の1を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「未収入金」の金額は25,216千円で

あります。  

 （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。 

 （損益計算書） 

 前期まで区分掲記しておりました「受取賃貸料」（当期

1,910千円）は、営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため、営業外収益の「その他」に含めて表示することに

しました。 



前事業年度（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。 

   

  当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）    

    該当事項はありません。  

  

前事業年度（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 

 （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。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21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 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加1,986株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

注記事項

（貸借対照表関係）

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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、事業税の戻入であります。 

※１ 前期損益修正益は、コンテンツ事業における過年度

の仕入債務の戻入等であります。 

※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。 

※２ 固定資産除却損は、建物18,516千円であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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

  
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       38,363,220  －  －  38,363,220

合計  38,363,220  －  －  38,363,220

自己株式         

普通株式       120,108  1,986  －  122,094

合計  120,108  1,986  －  122,094



  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （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。 

 なお、前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、上記以外の注記事項は記載し

ておりません。  

  

  前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、当事業年度に係る注記事項のみを

記載しております。 

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

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月 1日 
至 平成20年３月31日）  

当事業年度 
（自 平成20年４月 1日 
至 平成21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 

（平成21年３月31日現在） 

  

  

現金及び預金勘定 1,435,631千円

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 1,435,631千円



   

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

 ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引に

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、その内容は以下のとおりでありま

す。  

(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  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

  
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  14,886  9,406  5,479

ソフトウェア  15,494  7,398  8,096

合計  30,380  16,805  13,575

(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 6,931千円

１年超 13,995千円

合計  20,927千円

１年以内 6,985千円

１年超 7,010千円

合計 13,995千円

(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  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

支払リース料 7,576千円

減価償却費相当額 7,129千円

支払利息相当額 644千円

(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 



前事業年度（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。 

当事業年度（平成21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 

（注） 当事業年度において、その他有価証券で時価のない株式について44,699千円減損処理を行っております。  

  

 前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、上記以外の注記事項は記載しており

ません。 

  

   当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

   前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）については、連結財務諸表における注記事項として

記載していたため、当事業年度に係る注記事項のみを記載しております。 

  

   当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

    該当事項はありません。 

   前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）については、連結財務諸表における注記事項として

記載していたため、当事業年度に係る注記事項のみを記載しております。 

（有価証券関係）

  貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券      

非上場株式   0

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）



当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （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）が取締役を務めております。        

     ４．当社の主要株主（安田隆夫氏）が特別相談役を務めております。 

    ５. 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。  

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）については、連結財務諸表における注記事項とし

て記載していたため、当事業年度に係る注記事項のみを記載しております。  

（関連当事者情報）

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 
 江東区 

 490,000

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 
32,500

㈱リアリ

ット 

(注４) 

東京都 

江戸川区 
 486,750

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 
 7,263 売掛金 1,326

  商品の仕入  21,541 買掛金 1,806

  ㈱ドン・

キホーテ

(注５) 

  

東京都 

新宿区 

   

  

14,977,000
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 
  
商品の

販売  

分配金  808
立替金 

未払金   

26,250

849

  商品の売上  9,639 売掛金 10,121



 前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、当事業年度に係る注記事項のみを記

載しております。  

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21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）

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 －

繰延税金資産 （千円）

投資有価証券評価損否認額  18,192

未払事業税否認額(外形標準課税) 1,007

減価償却超過額  7,505

貸倒引当金繰入限度超過額 783,870

賞与引当金繰入限度超過額 1,295

退職給付引当金繰入限度超過額 3,096

繰越欠損金 944,698

その他  277

繰延税金資産       小計 1,759,944

評価性引当金 △1,759,944

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 △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

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、当期純損失が計上されている

ため、記載しておりません。  

  
  

  （％）

法定実効税率 40.7

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 7,608千円

退職給付引当金 7,608千円

３. 退職給付費用及びその内訳 

退職給付費用 1,626千円

退職給付引当金繰入額 1,626千円

 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。 



当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21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 

    該当事項はありません。 

  

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 

  (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21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 

（ストック・オプション等関係）

  
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     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  600,000株 

付与日 平成18年８月28日 

権利確定条件 

 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。 

権利行使期間 
 自 平成18年８月28日 

至 平成21年６月30日  

  
平成18年
新株予約権 

権利確定前   （株）   

前事業年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後   （株）   

前事業年度末  600,000

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  600,000



② 単価情報 

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。 

  前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）については、連結財務諸表における注記事項と

して記載していたため、当事業年度に係る注記事項のみを記載しております。 

  

    当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）    

   該当事項はありません。 

  

 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）については、連結財務諸表における注記事項として

記載していたため、当事業年度に係る注記事項のみを記載しております。 

  
平成18年
新株予約権 

権利行使価格      （円）  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

（企業結合等）



 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額、及び潜在株式調整後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。 

   

  当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）    

    該当事項はありません。    

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 53円56銭

１株当たり当期純損失金額 13円00銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   12円98銭  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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。  

  
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額           

 当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  496,441  △497,424

 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又は当期純損失

（△）（千円） 
 496,441  △497,424

 期中平均株式数（株）  38,223,940  38,241,781

            

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）  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 

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）



  (1)役員の異動 

   ① 代表取締役の異動  

    ・降任取締役候補 

      取締役会長  柳田康友 （現 代表取締役会長）    

   ②  その他の役員の異動 

    ・降任取締役候補 

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

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

  ③  就任予定日 

     平成21年６月26日 

  

  (2)その他  

    該当事項はありません。 

   

６．その他
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