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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

 会計期間 

自平成15年 
4月 1日 

至平成15年 
9月30日 

自平成16年 
4月 1日 

至平成16年 
9月30日 

自平成17年 
4月 1日 

至平成17年 
9月30日 

自平成15年 
4月 1日 

至平成16年 
3月31日 

自平成16年 
4月 1日 

至平成17年 
3月31日 

(1）連結経営指標等      

売上高（千円） 9,520,835 13,420,832 9,634,693 24,633,203 25,342,744 

経常損益（千円） △1,419,551 △381,734 △1,073,701 △708,504 △4,649,774 

中間（当期）純損益（千円） △894,269 △491,590 △1,159,354 △1,165,191 △4,740,885 

純資産額（千円） 2,695,984 4,985,972 △428,271 5,477,562 736,677 

総資産額（千円） 18,982,203 18,330,646 13,775,036 21,897,255 16,377,348 

１株当たり純資産額（円） 124,698.61 130,796.76 △11,234.82 143,692.63 19,325.22 

１株当たり中間(当期)純損益

金額（円） 
△41,363.08 △12,895.86 △30,413.29 △53,670.71 △124,367.40 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 14.2 27.2 △3.1 25.0 4.5 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△2,431,875 1,008,525 △380,876 1,418,362 △1,725,449 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△115,027 △833,286 △880,552 △396,863 △1,819,799 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△795,980 △1,341,474 569,583 △1,210,798 1,850,052 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
1,758,723 3,744,627 2,539,366 4,917,822 3,225,281 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数)

（人） 

154 

(345) 

176 

(405) 

205 

(517) 

156 

(338) 

187 

(426) 

 



 （注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

 会計期間 

自平成15年 
4月 1日 

至平成15年 
9月30日 

自平成16年 
4月 1日 

至平成16年 
9月30日 

自平成17年 
4月 1日 

至平成17年 
9月30日 

自平成15年 
4月 1日 

至平成16年 
3月31日 

自平成16年 
4月 1日 

至平成17年 
3月31日 

(2）提出会社の経営指標等      

売上高（千円） 6,043,907 9,635,551 5,156,646 18,119,460 17,874,246 

経常損益（千円） △1,629,729 △613,195 △498,140 △1,096,370 △4,807,698 

中間（当期）純損益（千円） △1,077,239 △616,679 △507,973 △1,452,405 △4,819,299 

資本金（千円） 1,392,500 2,918,750 2,918,750 2,918,750 2,918,750 

発行済株式総数（株） 21,620 38,120 38,120 38,120 38,120 

純資産額（千円） 2,429,345 4,490,000 △226,187 5,106,679 287,379 

総資産額（千円） 15,394,736 14,277,507 7,999,995 18,428,317 11,672,156 

１株当たり純資産額（円） 112,365.64 117,785.94 △5,933.56 133,963.25 7,538.82 

１株当たり中間(当期)純損益

金額（円） 
△49,826.06 △16,177.30 △13,325.63 △66,900.30 △126,424.44 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間(年間)配当額

（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 15.8 31.4 △2.8 27.7 2.5 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

67 

(5) 

68 

(4) 

76 

(6) 

68 

(7) 

69 

(1) 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

（注）従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含

む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含み、常用パートを除く）は（ ）内に

当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

（注）従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含

む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含み、常用パートを除く）は（ ）内に

当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

(3）労働組合の状況 

組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成１７年９月３０日現在

事業の種類別セグメントの名称 従   業   員   数 （人） 

映像事業 76 (6) 

興行事業 84 (511) 

日本語版制作事業 45 (0) 

合計 205 (517) 

  平成１７年９月３０日現在

従業員数（人） 76 (6) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善と輸出や設備投資の増加により景気の回復基調が継続

いたしました。また、雇用情勢や所得環境にも改善が見られ、個人消費も一部持ち直しの兆しが見えてまいりました

が、一方では原油・原材料等の価格上昇から先行きに懸念が残る状況で推移いたしました。 

 映画業界におきましては、「交渉人 真下正義」「戦国自衛隊１５４９」「ローレライ」「電車男」「亡国のイー

ジス」「妖怪大戦争」「容疑者 室井慎次」といった日本映画が昨年以上に好調な結果に推移いたしました。一方で

超大型ハリウッド作品の「宇宙戦争」「スター・ウォーズ エピソード３/シスの復讐」が前評判どおり大ヒットと

なりましたが、その他の洋画作品では観客動員は伸び悩む結果となりました。なお、当社は平成17年8月2日をもっ

て、株式会社角川ホールディングスと株式交換を実施し株式会社角川ホールディングスの１００％子会社になるとと

もに、平成17年7月27日をもってジャスダック証券取引所の上場を廃止となりました。 

 この様な環境下、映像ソフトの川上から川下までをプロデュースする当社グループ（当社及び連結子会社）は、そ

の特色を生かし全社をあげて業績の向上に努めた結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高9,634百万円（前年同

期比28.2％減）、営業損益は1,015百万円の損失（前年同期は336百万円の損失）、経常損益は1,073百万円の損失

（前年同期は381百万円の損失）、中間純損益は1,159百万円の損失(前年同期は491百万円の損失）となりました。 

  事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

① 映像事業 

 劇場配給部門においては、全国拡大作品及び単館系作品あわせ合計１３本の映画を公開しました。単館系作品で

は、本国フランスで大ヒットを記録した「コーラス」、韓国スターのイ・ビョンホン主演の「甘い人生」を公開しま

した。また全国拡大映画では、日本アカデミー賞主演男優受賞の俳優達が一同に会した超話題作「亡国のイージス」

が売上に貢献いたしました。一方、前期末に公開した「アビエーター」の影響や、「ハッカビーズ」「ルパン」など

の作品が目標を下回ったことから、劇場配給部門の売上高は2,270百万円（前年同期比29.9％減）となりました。 

 ビデオ部門では、昨年10月に劇場公開し大ヒットした「モーターサイクル・ダイアリーズ」と日本映画「呪怨」を

ハリウッドでリメイクした「ＴＨＥ ＪＵＯＮ」をビデオ・ＤＶＤ販売いたしました。その結果、ビデオ部門の売上

高は1,360百万円（前年同期比75.8％減）となりました。 

 テレビ部門においては、超大作の「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズの放映権販売が大きく貢献し、売上高は

1,441百万円（前年同期比138.3％増）となりました。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における映像事業の売上高は5,072百万円（前年同期比46.3％減）の減収、営業

費用は6,348百万円（前年同期比38.2％減）となり、営業損益は1,191百万円の損失（前年同期は638百万円の損失）

となりました。 

 

② 興行事業 

 興行事業では、ハリウッド大作の「宇宙戦争」「スター・ウォーズ エピソード３/シスの復讐」並びに「亡国の

イージス」などの日本映画を中心に興行成績を収めることができましたが、観客動員が特定の作品に集中する傾向が

昨今顕著に表れ、嗜好性の強弱により興行成績が大きく上下し、その他の公開作品に影響を与える結果が多くなって

おります。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における興行事業の売上高は3,891百万円（前年同期比12.1％増）、営業費用が

3,796百万円（前年同期比17.4％増）、営業損益は95百万円(前年同期比59.8％減）の利益となりました。 

 

③ 日本語版制作事業 

 地上波、ＣＳ放送などのテレビ用映像作品の日本語版制作需要は順調に推移しており、映画の吹替え版の普及並び

にＤＶＤ市場の拡大などが寄与、また新規顧客獲得による売上高拡大により、当中間連結会計期間における売上高は

670百万円（前年同期比35.6％増）、営業損益は73百万円(前年同期比106.6％増）の利益となりました。 



 (2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得による支出や

税金等調整前中間純損失が1,106百万円となったことにより、前連結会計年度末に比べ685百万円減少し、当中間連結

会計期間末では2,539百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は、380百万円（前年同期は1,008百万円の増加）となりました。主な要因は税金等調

整前中間純損失が1,106百万円、たな卸資産が1,539百万円減少したものの営業債務が1,503百万円減少したことであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、主にシネマコンプレックスの新規開設並びに提出会社の本社事務所移転にともな

う有形固定資産の取得により、880百万円（前年同期は833百万円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、借入金の増加により569百万円(前年同期は1,341百万円の減少）となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

該当事項はありません。 

(2）受注状況 

該当事項はありません。 

(3）仕入実績 

 当社グループ（当社及び当社の連結子会社）の映像事業においては、映画の配給権（劇場配給、テレビ、ビデオ

等）を海外から購入しており、興行事業においては、国内の映画配給会社から上映作品を購入しております。 

 当中間連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4）販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

    ３．上記映像事業のメディア別の販売実績は以下のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前年同期比（％） 

映像事業（千円） 995,463 25.6 

興行事業（千円） 1,911,114 104.4 

日本語版制作事業（千円） 12,392 122.4 

合    計（千円） 2,918,970 51.0 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前年同期比（％） 

映像事業（千円） 5,072,012 53.7 

興行事業（千円） 3,891,755 112.1 

日本語版制作事業（千円） 670,924 135.6 

合    計（千円） 9,634,693 71.8 

メディア別 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前年同期比（％） 

劇場（千円） 2,270,580 70.1 

ビデオ（千円） 1,360,184 24.2 

テレビ（千円） 1,441,247 238.3 

合    計（千円） 5,072,012 53.7 



 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。 

 （注） 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当社の最大のポイントは買付作品の選択であり、時代を先取りした魅力あるラインナップの確保が最も重要である

と考えております。更にマーケティング活動による付加価値の向上を図り、作品ごとの収益向上を目指しておりま

す。また共同出資による映画の制作・配給において当社のノウハウを生かしたサービスの提供により手数料収入を確

保し、リスクヘッジを図っていく所存であります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当社は、平成17年3月17日に締結した株式交換契約に基づき、平成17年8月2日をもって株式会社角川ホールディン

グスを当社の完全親会社とする株式交換を実施いたしました。 

 この株式交換に際して、株式交換の日の前日の最終の当社株主名簿（実質株主名簿を含む）に記載された株式会社

角川ホールディングスを除く株主（実質株主を含む）に対し、その所有する当社の普通株式１株につき、株式会社角

川ホールディングスの普通株式３４株の割合をもって割当交付いたしました。 

５【研究開発活動】 

当中間連結会計期間において、特記すべき事項はありません。 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

金   額（千円） 割合（％） 金   額（千円） 割合（％） 

(株)ポニーキャニオン 3,542,221 26.4 464,248 4.8 

松竹（株） 2,600,145 19.4 393,962 4.1 

(株)フジテレビジョン 204 0.0 814,700 8.5 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

(1) 当中間連結会計期間において、提出会社の本社事務所移転により、主要な設備を新設しました。その設備の状況は次

のとおりであります。 

  

(2) 当中間連結会計期間において、提出会社の本社事務所移転により、主要な設備を除却しております。その設備の状況

は次のとおりであります。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

（1）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。 

（2）当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。 

 （注）上記金額には、消費税等は含んでおりません。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 建物及び構

築物 
その他 合計 

 本社 

 （東京都千代田区） 
 映像事業 

 事務所 

  試写室 
87,601 24,400 112,002 

70 

(6)

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 建物及び構

築物 
その他 合計 

 本社 

 （東京都中央区） 
 映像事業 

 事務所 

  試写室 
10,780 7,467 18,248 － 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達方
法 

着手及び完了予定年月 
完了後の増
加能力 総額 

（千円） 
既支払額 
（千円） 

着手 完了 

 ヘラルド・エ

ンタープライ

ズ㈱ 

 シネプレック

ス幸手 

 埼玉県 

 幸手市 
 興行事業  複合映画館 1,150,000 275,700 

自己資金及

び借入金 
平成17年6月 平成18年1月 

9スクリーン

1,718席 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）当社株式は、平成17年8月2日をもって、株式会社角川ホールディングスと株式交換を実施し、平成17年7月27日に

上場廃止（株式最終取引日 平成17年7月26日）となっております。 

(2）【新株予約権等の状況】 

  該当する事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

（注）当社は、平成17年8月2日に株式会社角川ホールディングスとの株式交換により、株式会社角川ホールディングスの

100％子会社となりました。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 152,480 

計 152,480 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 38,120 38,120 非上場 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 38,120 38,120 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成17年4月1日～ 

平成17年9月30日 
－ 38,120 － 2,918,750 － 3,036,790 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社角川ホールディングス 東京都千代田区富士見2-13-3 38,120 100.00 

計 － 38,120 100.00 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。なお、当社株式は、平成17年7月27日にジ

ャスダック証券取引所上場廃止となっております。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  38,120 38,120 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

端株 － － － 

発行済株式総数 38,120 － － 

総株主の議決権 － 38,120 － 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 137,000 134,000 133,000 133,000 － － 

最低（円） 125,000 123,000 126,000 128,000 － － 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24

号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年 4月 1日から平成16年 9月30日まで）については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年 1月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年 4月 1日から平成16年 9月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年 1月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年 4月 1日から平成16年 9月30日ま

で）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成16年 4月 1日から平成16年 9月30日まで）の中間財務諸表について

は、中央青山監査法人により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成17年 4月 1日から平成17年 9月30日ま

で）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成17年 4月 1日から平成17年 9月30日まで）の中間財務諸表について

は、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

（平成16年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   3,744,627   2,539,366   3,225,281  

２．受取手形及び売掛
金   2,830,551   2,808,197   2,718,269  

３．たな卸資産   6,604,460   1,668,116   3,207,189  

４．繰延税金資産   33,197   19,341   30,951  

５．未収入金   200,858   268,897   198,005  

６．その他   311,278   409,513   1,139,781  

貸倒引当金   △4,531   △3,567   △5,326  

流動資産合計   13,720,442 74.8  7,709,865 56.0  10,514,152 64.2 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物及び構築物 ※１  2,262,171   3,259,117   3,286,409  

(2)機械装置及び運
搬具 

※１  91,360   68,630   78,922  

(3)土地    518,900   502,012   518,900  

(4)建設仮勘定    129,057   279,930   19,110  

(5)その他 ※１  126,112   158,364   147,985  

有形固定資産合計   3,127,601 17.1  4,268,054 31.0  4,051,327 24.7 

２．無形固定資産   80,278 0.4  102,067 0.7  106,983 0.7 

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   45,408   43,418   43,418  

(2)繰延税金資産   39,603   40,756   40,424  

(3)差入保証金   1,292,893   1,596,623   1,586,942  

(4)その他   24,420   14,250   34,100  

投資その他の資産
合計   1,402,324 7.7  1,695,048 12.3  1,704,884 10.4 

固定資産合計   4,610,204 25.2  6,065,171 44.0  5,863,196 35.8 

資産合計   18,330,646 100.0  13,775,036 100.0  16,377,348 100.0 

           
 



  
前中間連結会計期間末 

（平成16年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び営業
未払金 

   6,552,499   3,892,011   5,376,064  

２．短期借入金    2,841,648   7,493,988   5,913,668  

３．未払法人税等   115,129   44,062   44,855  

４．賞与引当金   19,860   21,000   23,130  

５．その他   999,590   743,957   1,349,723  

流動負債合計   10,528,728 57.4  12,195,019 88.5  12,707,441 77.6 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金    2,643,852   1,798,364   2,763,358  

２．退職給付引当金   32,405   31,265   34,839  

３．預り保証金   －   48,283   －  

４．連結調整勘定   139,688   130,375   135,031  

固定負債合計   2,815,945 15.4  2,008,287 14.6  2,933,229 17.9 

負債合計   13,344,674 72.8  14,203,307 103.1  15,640,671 95.5 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,918,750 15.9  2,918,750 21.2  2,918,750 17.8 

Ⅱ 資本剰余金   3,036,790 16.6  3,036,790 22.0  3,036,790 18.5 

Ⅲ 利益剰余金   △969,567 △5.3  △6,378,217 △46.3  △5,218,862 △31.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   － －  △5,594 0.0  － － 

資本合計   4,985,972 27.2  △428,271 △3.1  736,677 4.5 

負債及び資本合計   18,330,646 100.0  13,775,036 100.0  16,377,348 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   13,420,832 100.0  9,634,693 100.0  25,342,744 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,930,007 96.3  9,749,133 101.2  28,176,281 111.2 

売上総利益又は
売上総損失
（△） 

  490,824 3.7  △114,440 △1.2  △2,833,536 △11.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  827,609 6.2  900,952 9.3  1,665,796 6.6 

営業損失（△）   △336,784 △2.5  △1,015,393 △10.5  △4,499,333 △17.8 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取手数料  22,607   10,137   36,672   

２．為替差益  21,840   16,653   －   

３．連結調整勘定償却
額  4,656   4,656   9,312   

４．その他  10,873 59,977 0.4 10,821 42,268 0.4 14,364 60,350 0.2 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  75,766   78,825   168,951   

２．為替差損  －   －   1,107   

３．支払手数料  －   －   34,348   

４．その他  29,160 104,926 0.7 21,752 100,577 1.0 6,383 210,790 0.8 

経常損失(△)   △381,734 △2.8  △1,073,701 △11.1  △4,649,774 △18.4 

Ⅵ 特別損失           

 固定資産除売却損 ※２．３ －   15,732   －   

 減損損失 ※４ － － － 16,887 32,619 0.3 － － －

税金等調整前中
間（当期）純損
失（△） 

  △381,734 △2.8  △1,106,321 △11.4  △4,649,774 △18.4 

法人税、住民税
及び事業税  102,693   41,870   82,550   

法人税等調整額  7,162 109,856 0.8 11,163 53,033 0.6 8,560 91,110 0.3 

中間（当期）純
損失（△）   △491,590 △3.6  △1,159,354 △12.0  △4,740,885 △18.7 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,036,790  3,036,790  3,036,790

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期
末）残高 

  3,036,790  3,036,790  3,036,790 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △477,977  △5,218,862  △477,977

Ⅱ 利益剰余金減少高        

  中間（当期）純損失  491,590 491,590 1,159,354 1,159,354 4,740,885 4,740,885

Ⅲ 利益剰余金中間期末（期
末）残高 

  △969,567  △6,378,217  △5,218,862 

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前中間
（当期）純損失 

 △381,734 △1,106,321 △4,649,774 

減価償却費  125,996 181,883 305,994 

連結調整勘定償却額  △4,656 △4,656 △9,312 

貸倒引当金の増減額  △6,453 △1,759 △5,658 

賞与引当金の増減額  4,840 △2,130 8,110 

退職給付引当金の増
減額 

 283 △3,574 2,717 

受取手数料  △22,607 － △36,672 

為替差損益  6,959 △16,688 △2,655 

受取利息及び受取配
当金 

 △168 △2,647 △373 

支払利息  75,766 78,825 168,951 

投資有価証券売却益  － － △620 

その他投資等売却益  － △2,270 － 

固定資産除売却損  － 15,732 － 

固定資産減損損失  － 16,887 － 

売上債権の増減額  3,936,562 △89,928 4,048,844 

前受金の増減額  91,677 60,427 74,005 

たな卸資産の増減額  △1,043,665 1,539,073 2,353,605 

営業債務の増減額  △1,352,112 △1,503,199 △2,524,017 

未払消費税等の増減
額 

 269 15,466 △53,982 

その他資産の増減額  106,150 717,298 △736,190 

その他負債の増減額  △372,222 △130,259 △409,545 

小計  1,164,886 △237,842 △1,466,571 

利息及び配当金の受
取額 

 168 2,647 373 

手数料の受取額  22,607 － 36,672 

利息の支払額  △68,159 △103,019 △134,813 

法人税等の支払額  △110,977 △42,663 △161,109 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,008,525 △380,876 △1,725,449 

 



  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

有形固定資産の取得
による支出 

 △557,358 △863,688 △1,216,842 

有形固定資産の売却
による収入 

 － 5,489 － 

無形固定資産の取得
による支出 

 △72,002 △7,183 △108,410 

投資有価証券の取得
による支出 

 － － △6,010 

投資有価証券の売却
による収入 

 － － 2,620 

子会社の新規設立に
よる支出 

 △6,000 － － 

保証金の差入れによ
る支出 

 △206,975 △30,340 △512,235 

保証金の戻入れによ
る収入 

 7,809 3,549 19,020 

投資その他の資産の
減少による収入 

 100 11,470 100 

貸付金の返済による
収入 

 1,140 150 1,960 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △833,286 △880,552 △1,819,799 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入金の純増減
額 

 △800,000 2,210,000 2,380,000 

長期借入れによる収
入 

 800,000 400,000 1,900,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △1,341,474 △1,994,674 △2,429,948 

配当金の支払額  － △50 － 

その他  － △45,692 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △1,341,474 569,583 1,850,052 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

 △6,959 5,932 2,655 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

 △1,173,194 △685,914 △1,692,541 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 4,917,822 3,225,281 4,917,822 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

 3,744,627 2,539,366 3,225,281 

     



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

――――――  当社グループは、当中間連結会計期

間において1,159,354千円の中間純損

失を計上した結果、428,271千円の債

務超過となっています。当該状況によ

り継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

 当社グループは、親会社である株式

会社角川ホールディングスグループの

映像事業における配給会社、興行会社

として、角川ホールディングス及びそ

のグループ会社との協力体制の下、増

資等の諸施策を検討の上、これらを適

切に実行し、当該事象の改善、解消を

図っていく予定です。 

 なお、当社グループの中間連結財務

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

を中間連結財務諸表には反映しており

ません。 

―――――― 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数 ２社 

ヘラルド・エンタープライズ㈱ 

グロービジョン㈱ 

（2）非連結子会社の名称 

シネプレックス・アジア㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり総

資産、売上高、中間純損益及び利益

剰余金等は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

（1）連結子会社の数 ２社 

      同   左 

  

（2）非連結子会社の名称 

     同   左 

（1）連結子会社の数 ２社 

      同   左 

  

（2）非連結子会社の名称 

シネプレックス・アジア㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり

総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

２．持分法の適用に関する事項  持分法を適用していない非連結子

会社のシネプレックス・アジア㈱

は、中間純損益（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除い

ても中間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲

から除外しております。 

     同   左  持分法を適用していない非連結

子会社のシネプレックス・アジア

㈱は、当期純損益（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

全ての連結子会社の中間期の末日

は、中間連結決算日と一致しており

ます。 

同   左 全ての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 

イ 有価証券 

――――― 

イ 有価証券 

その他有価証券 

   時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に基  

   づく時価法（評価差額は全部資本

  直入法により処理しております）

イ 有価証券 

――――― 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同   左 

 時価のないもの 

同   左 

 ロ デリバティブ 

時価法 

ロ デリバティブ 

同   左 

ロ デリバティブ 

同   左 

 ハ たな卸資産 

配給権 

 配給権の使用による最初の収益獲

得時から24ヶ月の定率法により配給

権の全額を償却しております。な

お、配給権の売却による収益獲得時

は、当社の過去の売上高実績値に基

づきメディア別に按分した配給権を

一括で償却することとしておりま

す。 

ハ たな卸資産 

配給権 

 法人税法に規定する方法と同一

の基準による特別な償却率により

償却しております。 

ハ たな卸資産 

配給権 

同   左 

 仕掛品 

 個別法による原価法を採用してお

ります。 

仕掛品 

同   左 

仕掛品 

同   左 

 貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

同   左 

貯蔵品 

同   左 

 



項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成１０年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

イ 有形固定資産 

同   左 

イ 有形固定資産 

同   左 

 建物及び構築物 10年～50年

機械装置及び運搬具 3年～ 6年

  

 ロ 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法によってお

ります。 

ロ 無形固定資産 

同   左 

ロ 無形固定資産 

同   左 

(3)重要な引当金の計上基準 イ 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。 

イ 貸倒引当金 

同  左 

イ 貸倒引当金 

同  左 

 ロ 賞与引当金 

連結子会社のグロービジョン(株)

は、従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同  左 

ロ 賞与引当金 

同  左 

 ハ 退職給付引当金 

連結子会社のグロービジョン(株）

は、従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末における

退職給付債務見込額に基づき計上し

ております。 

ハ 退職給付引当金 

同  左 

ハ 退職給付引当金 

連結子会社のグロービジョン

(株）は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務見込額に基づき

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。 

同  左 同  左 

 



項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

(5)重要なヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

 なお、金利スワップについては特

例処理を適用しております。 

イ ヘッジ会計の方法 

同  左 

イ ヘッジ会計の方法 

同  左 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

通貨オプション取引及び外貨

預金 

金利スワップ取引 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同  左 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同  左 

 ・ヘッジ対象 

外貨建債務及び外貨建予定取

引 

借入金の支払利息 

  

 ハ ヘッジ方針 

通貨オプション取引については、外

貨建取引に係る為替レート変動によ

るキャッシュフローの変動リスクを

回避する目的で、外貨支払予定額の

範囲内で利用しております。金利ス

ワップについては、変動金利借入金

の支払利息を固定化し、将来の利率

上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。 

ハ ヘッジ方針 

同  左 

ハ ヘッジ方針 

同  左 

 ニ ヘッジの有効性評価の方法 

個別取引のヘッジ効果を半期毎に検

証しておりますが、ヘッジ手段とヘ

ッジ対象に関する重要な条件が同一

の場合は、完全にリスクを回避して

いると想定できるためヘッジ効果の

検証を省略しております。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

同  左 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

同  左 

(6)その他中間連結財務諸表

（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 

 消費税及び地方消費税の会計処理

につきましては、税抜方式によって

おります。 

消費税等の会計処理 

同  左 

イ 消費税等の会計処理 

同  左 

 

５．中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

手許現金、随時引出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ価値

の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなって

おります。 

同  左 同  左 



会計処理方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

  ―――――――― 

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」(企業会計審

議会 平成14年8月9日)）及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純損失は、

16,887千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

（配給権） 

  従来、配給権につきましては、配給権の使用に

よる最初の収益獲得時から24ヶ月の定率法により

配給権の全額を償却しておりましたが、当連結会

計年度において株式会社角川ホールディングスの

連結子会社となったことに伴い、親会社との会計

処理の統一をはかるため、当連結会計年度より、

法人税法に規定する方法と同一の基準による特別

な償却率により償却する方法に変更いたしまし

た。 

 また、従来、プリント制作費につきましても配

給権の使用による最初の収益獲得時から24ヶ月の

定率法により償却しておりましたが、同じく親会

社との会計処理の統一をはかるため、当連結会計

年度より、発生時に一括償却する方法に変更いた

しました。 

 この結果、従来の方法に比較して、営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純損失が

2,949,149千円それぞれ増加しております。 

 なお、下期において株式会社角川ホールディン

グスの連結子会社となったため、当中間連結会計

期間は、変更後の方法によった場合に比べて売上

原価、営業損失、経常損失、税金等調整前中間純

損失がそれぞれ2,994,258千円少なく計上されて

おります。 

 セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 

（作品宣伝費） 

 従来、作品宣伝費につきましては、作品の劇場

公開時及びビデオ等の発売時に費用処理する方法

によっておりましたが、当連結会計年度において

株式会社角川ホールディングスの連結子会社とな

ったことに伴い、親会社との会計処理の統一をは

かるため、当連結会計年度より、発生時に費用処

理する方法へ変更いたしました。この結果、従来

の方法に比較して、営業損失、経常損失、税金等

調整前中間純損失がそれぞれ58,736千円増加して

おります。 

  なお、下期において株式会社角川ホールディン

グスの連結子会社となったため、当中間連結会計

期間は従来の方法によっております。従って、当

中間連結会計期間は、変更後の方法によった場合

に比べて売上原価、営業損失、経常損失、税金等

調整前中間純損失がそれぞれ53,285千円少なく計

上されております。 

 セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 



追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

  ―――――――― 

  

  

（配給権） 

  従来、配給権につきましては、配給権の使

用による最初の収益獲得時から24ヶ月の定率

法により配給権の全額を償却しておりました

が、前連結会計年度の下期において株式会社

角川ホールディングスの連結子会社となった

ことに伴い、親会社との会計処理の統一をは

かるため、前連結会計年度の下期より、法人

税法に規定する方法と同一の基準による特別

な償却率により償却する方法に変更いたしま

した。 

 また、従来、プリント制作費につきまして

も配給権の使用による最初の収益獲得時から

24ヶ月の定率法により償却しておりました

が、同じく親会社との会計処理の統一をはか

るため、前連結会計年度の下期より、発生時

に一括償却する方法に変更いたしました。 

 従って、前中間連結会計期間は従来の方法

によっており、当中間連結会計期間と同一の

方法を採用した場合と比較して、売上原価、

営業損失、経常損失、税金等調整前中間純損

失がそれぞれ2,994,258千円少なく計上されて

おります。 

 セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

（作品宣伝費） 

 従来、作品宣伝費につきましては、作品の

劇場公開時及びビデオ等の発売時に費用処理

する方法によっておりましたが、前連結会計

年度の下期において株式会社角川ホールディ

ングスの連結子会社となったことに伴い、親

会社との会計処理の統一をはかるため、前連

結会計年度の下期より、発生時に費用処理す

る方法へ変更いたしました。従って、前中間

連結会計期間は従来の方法によっており、当

中間連結会計期間と同一の方法を採用した場

合と比較して、売上原価、営業損失、経常損

失、税金等調整前中間純損失がそれぞれ

53,285千円少なく計上されております。 

 セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

  ―――――――― 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年9月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は 1,686,149千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は 1,984,728千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は 1,856,444千円であります。 

   

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3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。 

※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。 

※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 81,774千円 

給料手当 292,969 

支払家賃 85,702 

賞与引当金繰

入額 
10,709 

退職給付費用 283 

役員報酬 70,182千円 

給料手当 315,713 

支払家賃 99,041 

賞与引当金繰

入額 
5,933 

役員報酬 170,000千円 

給料手当 599,524 

支払家賃 177,539 

賞与引当金繰

入額 
10,015 

退職給付費用 1,194 

――――― ※２ 固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物及び構築物   3,502千円 

機械装置及び運搬具    65千円 

―――――――――――――― 

    計     3,568千円

――――― 

――――― ※３ 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物及び構築物   4,407千円 

機械装置及び運搬具   288千円 

工具器具及び備品   7,467千円 

（有形固定資産「その他」に含

めて表示しております。） 

―――――――――――――― 

    計    12,163千円

――――― 

――――― ※４ 減損損失の内訳は次のとおりで

あります。 

 遊休資産については、今後の使用見

込がなく、帳簿価額を回収可能価額ま

で減損しました。 

 なお、回収可能価額は、固定資産税

評価額等に基づいて算定しておりま

す。 

用途 場所 種類 減損損失 

 遊休資産 
 静岡県 

御殿場市 
 土地  16,887千円

――――― 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成16年9月30日現在） （平成17年9月30日現在） （平成17年3月31日現在）

現金及び現金同等物と中間連結貸借対

照表の現金及び預金勘定は一致してお

ります。 

現金及び現金同等物と中間連結貸借対

照表の現金及び預金勘定は一致してお

ります。 

現金及び現金同等物と連結貸借対照表

の現金及び預金勘定は一致しておりま

す。 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

１．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中間期末残高相当額 

(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中間期末残高相当額 

(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 

機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具 

取得価額相当額 385,949千円 

減価償却累計額相当額 209,956千円 

中間期末残高相当額 175,992千円 

取得価額相当額 519,922千円 

減価償却累計額相当額 179,500千円 

中間期末残高相当額 340,422千円 

取得価額相当額 627,922千円 

減価償却累計額相当額 230,107千円 

期末残高相当額 397,815千円 

有形固定資産その他 有形固定資産その他 有形固定資産その他 

取得価額相当額 708,379千円 

減価償却累計額相当額 312,579千円 

中間期末残高相当額 395,799千円 

取得価額相当額 886,387千円 

減価償却累計額相当額 429,031千円 

中間期末残高相当額 457,356千円 

取得価額相当額 873,809千円 

減価償却累計額相当額 383,885千円 

期末残高相当額 489,924千円 

無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 

取得価額相当額 124,577千円 

減価償却累計額相当額 65,812千円 

中間期末残高相当額 58,764千円 

取得価額相当額 133,845千円 

減価償却累計額相当額 66,862千円 

中間期末残高相当額 66,983千円 

取得価額相当額 116,387千円 

減価償却累計額相当額 70,517千円 

期末残高相当額 45,869千円 

合   計 合   計 合   計 

取得価額相当額 1,218,906千円 

減価償却累計額相当額 588,348千円 

中間期末残高相当額 603,557千円 

取得価額相当額 1,540,156千円 

減価償却累計額相当額 675,393千円 

中間期末残高相当額 864,763千円 

取得価額相当額 1,618,120千円 

減価償却累計額相当額 684,510千円 

期末残高相当額 933,609千円 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 232,224千円 

１年超 408,782千円 

合 計 641,007千円 

１年内 269,354千円 

１年超 609,584千円 

合 計 878,939千円 

１年内 284,861千円 

１年超 660,424千円 

合 計 945,285千円 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 120,340千円 

減価償却費相当額 113,383千円 

支払利息相当額 6,317千円 

支払リース料 170,215千円 

減価償却費相当額 162,238千円 

支払利息相当額 7,965千円 

支払リース料 270,823千円 

減価償却費相当額 257,937千円 

支払利息相当額 13,991千円 

(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 

(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

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については利息法によってお

ります。 

(5）利息相当額の算定方法 

        同   左 

(5）利息相当額の算定方法 

        同   左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成１６年９月３０日現在） 

時価のない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成１７年９月３０日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成１７年３月３１日現在） 

時価のない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（平成16年9月30日現在）、当中間連結会計期間（平成17年9月30日現在）及び前連結会計年

度（平成17年3月31日現在）において、ヘッジ会計を適用しているため、開示を省略しております。 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 39,408 

 (2) 子会社及び関連会社株式 6,000 

 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

 株式 45,692 40,098 5,594 

合計 45,692 40,098 5,594 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

非上場株式 37,418 

 (2) 子会社及び関連会社株式 6,000 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

非上場株式 37,418 

 (2) 子会社及び関連会社株式 6,000 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年4月1日 至平成16年9月30日） 

当中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日） 

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

 役務の種類及び市場の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主要な役務 

（1）映像事業……………映画作品の劇場配給、ビデオ、ビデオ化権の販売及びテレビ放映権の販売 

（2）興行事業……………複合映画館（シネマコンプレックス）、単館系映画館の経営 

（3）日本語版制作事業…映像作品の日本語版制作 

 
映像事業 
（千円） 

興行事業 
（千円） 

日本語版制
作事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 9,453,698 3,472,290 494,842 13,420,832 － 13,420,832 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
181,853 － 85,303 267,156 (267,156) － 

計 9,635,551 3,472,290 580,145 13,687,988 (267,156) 13,420,832 

営業費用 10,273,826 3,234,041 544,425 14,052,293 (294,676) 13,757,617 

営業利益又は営業損失（△） △638,274 238,249 35,720 △364,304 27,519 △336,784 

 
映像事業 
（千円） 

興行事業 
（千円） 

日本語版制
作事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 5,072,012 3,891,755 670,924 9,634,693 － 9,634,693 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
84,633 － 61,791 146,424 (146,424) － 

計 5,156,646 3,891,755 732,716 9,781,118 (146,424) 9,634,693 

営業費用 6,348,285 3,796,036 658,926 10,803,249 (153,162) 10,650,086 

営業利益又は営業損失（△） △1,191,639 95,718 73,789 △1,022,130 6,737 △1,015,393 

 
映像事業 
（千円） 

興行事業 
（千円） 

日本語版制
作事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 17,537,250 6,764,539 1,040,954 25,342,744 － 25,342,744 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
336,995 － 223,129 560,125 (560,125) － 

計 17,874,246 6,764,539 1,264,083 25,902,870 (560,125) 25,342,744 

営業費用 22,649,183 6,607,814 1,186,226 30,443,225 (601,146) 29,842,078 

営業利益又は営業損失（△） △4,774,937 156,724 77,857 △4,540,354 41,021 △4,499,333 



３．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用は全て、各セグメントに配賦

しております。 

４．会計方針の変更 

（前連結会計年度） 

配給権の償却方法並びに作品宣伝費の処理方法 

 会計処理方法の変更に記載のとおり、前連結会計年度より、配給権の償却方法並びに作品宣伝費の処理方法

を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、映像事業について営業費用、営

業損失が3,007,886千円それぞれ増加し、資産は同金額少なく計上されております。なお、映像事業以外の事

業についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

５．追加情報 

（当中間連結会計期間） 

配給権の償却方法並びに作品宣伝費の処理方法 

 追加情報に記載のとおり、前連結会計年度の下期より、配給権の償却方法並びに作品宣伝費の処理方法を変

更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、映像事業について営業費用、営業損

失が3,047,544千円それぞれ増加しております。なお、映像事業以外の事業についてはセグメント情報に与え

る影響はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成16年4月1日 至平成16年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年4月1日 

至平成17年9月30日）及び前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）については、当社の連結子

会社は全て日本国内に所在しており、また重要な在外支店がありませんので、記載を省略しております。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自平成16年4月1日 至平成16年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年4月1日 

至平成17年9月30日）及び前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）については、海外売上高は

いずれも連結売上高の１０％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 

130,796円76銭

１株当たり純資産額 

△11,234円82銭

１株当たり純資産額 

19,325円22銭

１株当たり中間純損失金額 

12,895円86銭

１株当たり中間純損失金額 

30,413円29銭

１株当たり当期純損失金額 

124,367円40銭

 なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、1株当たり

中間純損失が計上されており潜在株

式も存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、1株当たり

中間純損失が計上されており潜在株

式も存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、1株当たり

当期純損失が計上されており潜在株

式も存在しないため記載しておりま

せん。 

   

  
  
  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

 中間（当期）純損失（千円） 491,590 1,159,354 4,740,885 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

 普通株式に係る中間（当期）純損失 

 （千円） 
491,590 1,159,354 4,740,885 

 期中平均株式数（株） 38,120 38,120 38,120 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月 1日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月 1日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月 1日 
至 平成17年３月31日） 

 ―――――  ―――――  株式会社角川ホールディングスとの株式交換

について 

 当社と当社の親会社であります株式会社角

川ホールディングスは、平成17年3月17日付け

で、株式会社角川ホールディングスを当社の

完全親会社とする株式交換契約書を締結し、

同年6月23日開催の定時株主総会において、同

株式交換契約書の承認を受けております。 

イ．株式交換の目的 

 当社を取り巻く環境は、配給における映画

買付金額の高騰、興行におけるシネマコンプ

レックス（複合映画館）開発の競争など一層

厳しさを増しております。かかる状況の中、

当社は競争力強化を図るため、角川グループ

のもつ映像事業のバリューチェーンとの連携

強化による事業プランの再構築を目指すこと

といたしました。今後は当社が買付けた映像

コンテンツの配給のみでなく、角川グループ

全体で出資又は製作する映像コンテンツの委

託配給も行って参ります。また、米国並びに

アジア地域等で展開しております映像及び版

権を中心とする海外ビジネスにおきまして

も、当社のもつ豊富な海外取引の経験が加わ

ることにより、グループ全体への相乗効果を

生み、事業展開を加速させるべく貢献して参

ります。 

ロ．株式交換の内容 

 商法第352条ないし商法第363条に定める方

法により株式交換を行います。 

ハ．株式交換の日 

   平成17年８月２日（予定） 

ニ．株式交換に際して割当交付する株式 

 株式会社角川ホールディングスは、株式交

換の日において株式会社角川ホールディング

スが保有する自己の普通株式724,880株を、株

式交換の日の前日の最終の当社の株式名簿

（実質株主名簿を含む）に記載された株式会

社角川ホールディングスを除く株主（実質株

主を含む）に対し、その所有する当社の普通

株式１株につき、株式会社角川ホールディン

グスの普通株式３４株の割合をもって割当交

付いたします。ただし、株式会社角川ホール

ディングスが所有する自己の普通株式数が

724,880株に不足する場合には、株式会社角川

ホールディングスはその不足分について新株

を発行し、上記割合をもって割当を行うもの

とします。 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月 1日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月 1日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月 1日 
至 平成17年３月31日） 

 ―――――  ――――― ホ．完全親会社となる会社に関する事項 

  

 (1) 名   称  

   株式会社角川ホールディングス 

 (2) 住   所  

   東京都千代田区富士見二丁目13番3号 

 (3) 代表者の氏名  

   代表取締役会長兼ＣＥＯ 角川 歴彦

 (4) 資 本 金  

   24,330百万円 

 (5) 事業の内容 

   持株会社 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

(平成16年9月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年9月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  2,472,881   1,608,953   2,522,601   

２．売掛金  2,601,643   2,344,222   2,487,572   

３．配給権  6,491,174   1,547,649   3,108,114   

４．繰延税金資産  5,007   －   －   

５．未収入金 ※３ 207,800   277,557   121,067   

６．その他  195,136   279,928   1,026,023   

貸倒引当金  △2,800   △2,800   △3,500   

流動資産合計   11,970,844 83.8  6,055,511 75.7  9,261,880 79.4 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１ 333,068   418,488   329,339   

(2）無形固定資産  4,121   3,671   3,896   

(3）投資その他の資産           

１．関係会社株式  1,902,000   1,352,000   1,902,000   

２．その他  67,473   170,323   175,041   

投資その他の資産
合計  1,969,473   1,522,323   2,077,041   

固定資産合計   2,306,663 16.2  1,944,484 24.3  2,410,276 20.6 

資産合計   14,277,507 100.0  7,999,995 100.0  11,672,156 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 

(平成16年9月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年9月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．営業未払金  6,000,642   3,049,535   4,858,835   

２．短期借入金  1,300,000   4,500,000   4,480,000   

３．1年内返済予定の
長期借入金  895,300   －   678,500   

４．前受金  －   500,317   －   

５．その他 ※４ 956,065   128,046   810,441   

流動負債合計   9,152,007 64.1  8,177,899 102.2  10,827,777 92.8 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金  635,500   －   557,000   

２．預り保証金  －   48,283   －   

固定負債合計   635,500 4.5  48,283 0.6  557,000 4.7 

負債合計   9,787,507 68.6  8,226,182 102.8  11,384,777 97.5 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,918,750 20.4  2,918,750 36.5  2,918,750 25.0 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  3,036,790   3,036,790   3,036,790   

資本剰余金合計   3,036,790 21.3  3,036,790 38.0  3,036,790 26.0 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  13,000   13,000   13,000   

２．任意積立金  523,342   523,342   523,342   

３．中間（当期）未処
理損失（△）  △2,001,882   △6,712,475   △6,204,502   

利益剰余金合計   △1,465,539 △10.3  △6,176,133 △77.2  △5,668,160 △48.5 

Ⅳ その他有価証券差額
金   － －  △5,594 △0.1  － － 

資本合計   4,490,000 31.4  △226,187 △2.8  287,379 2.5 

負債資本合計   14,277,507 100.0  7,999,995 100.0  11,672,156 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   9,635,551 100.0  5,156,646 100.0  17,874,246 100.0 

Ⅱ 売上原価   9,662,657 100.3  5,722,023 111.0  21,454,484 120.0 

売上総損失（△）   △27,105 △0.3  △565,376 △11.0  △3,580,237 △20.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   611,169 6.3  626,262 12.1  1,194,699 6.7 

営業損失（△）   △638,274 △6.6  △1,191,639 △23.1  △4,774,937 △26.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  88,097 0.9  737,629 14.3  90,086 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２  63,017 0.7  44,131 0.9  122,847 0.7 

経常損失（△）   △613,195 △6.4  △498,140 △9.6  △4,807,698 △26.9 

Ⅵ 特別損失  ※３   － －  15,443 0.3  － － 

税引前中間（当
期）純損失（△）   △613,195 △6.4  △513,584 △9.9  △4,807,698 △26.9 

法人税、住民税及
び事業税  3,110   △5,611   6,220   

法人税等調整額  373 3,483 0.0 － △5,611 △0.1 5,381 11,601 0.1 

中間（当期）純損
失（△）   △616,679 △6.4  △507,973 △9.8  △4,819,299 △27.0 

前期繰越損失
（△）   △1,385,203   △6,204,502   △1,385,203  

中間（当期）未処
理損失（△）   △2,001,882   △6,712,475   △6,204,502  

           



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

――――――  当社は、当中間会計期間において

507,973千円の中間純損失を計上した

結果、226,187千円の債務超過となっ

ています。当該状況により継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在してお

ります。 

 当社は、親会社である株式会社角川

ホールディングスグループの映像事業

における配給会社として、角川ホール

ディングス及びそのグループ会社との

協力体制の下、増資等の諸施策を検討

の上、これらを適切に実行し、当該事

象の改善、解消を図っていく予定で

す。 

 なお、当社の中間財務諸表は継続企

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中間財務諸

表には反映しておりません。 

―――――― 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

――――― 

 

  

  

  

 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。 

(1）有価証券 

子会社株式 

同 左 

  

その他有価証券 

   時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に基 

   づく時価法（評価差額は全部資本

  直入法により処理しております）

 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。 

(1）有価証券 

子会社株式 

同 左 

  

――――― 

 

  

  

  

 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) デリバティブ 

 時価法 

(2) デリバティブ 

同 左 

(2) デリバティブ 

同 左 

 (3）たな卸資産 

配給権 

  配給権の使用による最初の収

益獲得時から24ヶ月の定率法によ

り配給権の全額を償却しておりま

す。なお、配給権の売却による収

益獲得時は、当社の過去の売上高

実績値に基づきメディア別に按分

した配給権を一括で償却すること

としております 

(3）たな卸資産 

配給権 

 法人税法に規定する方法と同一

の基準による特別な償却率により

償却しております。 

(3）たな卸資産 

配給権 

同 左 

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。 

 ただし、平成10年4月1日以降取

得した建物(建物附属設備を除

く。)については定額法を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年4月1日以降取

得した建物(建物附属設備を除

く。)については定額法を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年4月1日以降取

得した建物(建物附属設備を除

く。)については定額法を採用して

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 15年～45年

車両運搬具 4年～ 6年

建物 8年～50年

車両運搬具 4年

建物 15年～41年

車両運搬具 4年～ 6年

 (2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(5年)に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同 左 

(2）無形固定資産 

同 左 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失にそな

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。 

貸倒引当金 

同  左 

貸倒引当金 

同  左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同  左 同  左 

５．ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。   

 なお、金利スワップについて特

例処理を適用しております。 

イ ヘッジ会計の方法 

同  左 

イ ヘッジ会計の方法 

同  左 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

通貨オプション取引及び外

貨預金 

金利スワップ取引 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同 左 

 ・ヘッジ対象 

外貨建債務及び外貨建予定

取引 

借入金の支払利息 

  

 ハ ヘッジ方針 

 通貨オプション取引について

は、外貨建取引に係る為替レート

変動によるキャッシュフローの変

動リスクを回避する目的で、外貨

支払予定額の範囲内で利用してお

ります。金利スワップについて

は、変動金利借入金の支払利息を

固定化し、将来の利率上昇による

変動リスクを回避する目的で利用

しております。 

ハ ヘッジ方針 

同  左 

ハ ヘッジ方針 

同  左 

 ニ ヘッジの有効性評価の方法 

 個別取引のヘッジ効果を半期毎

に検証しておりますが、ヘッジ手

段とヘッジ対象に関する重要な条

件が同一の場合は、完全にリスク

を回避していると想定できるため

ヘッジ効果の検証を省略しており

ます。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

同  左 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

同  左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同  左 

(1) 消費税等の会計処理 

同  左 

  



会計処理方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

  ―――――――― 

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業会計審議会

平成14年8月9日)）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

（配給権） 

  従来、配給権につきましては、配給権の使用に

よる最初の収益獲得時から24ヶ月の定率法により

配給権の全額を償却しておりましたが、当事業年

度において株式会社角川ホールディングスの連結

子会社となったことに伴い、親会社との会計処理

の統一をはかるため、当事業年度より、法人税法

に規定する方法と同一の基準による特別な償却率

により償却する方法に変更いたしました。 

 また、従来、プリント制作費につきましても配

給権の使用による最初の収益獲得時から24ヶ月の

定率法により償却しておりましたが、同じく親会

社との会計処理の統一をはかるため、当事業年度

より、発生時に一括償却する方法に変更いたしま

した。 

 この結果、従来の方法に比較して、営業損失、

経常損失及び税引前当期純損失が2,949,149千円

それぞれ増加しております。 

 なお、下期において株式会社角川ホールディン

グスの連結子会社となったため、当中間会計期間

は、変更後の方法によった場合に比べて売上原

価、営業損失、経常損失、税引前中間純損失がそ

れぞれ3,004,430千円少なく計上されておりま

す。 

（作品宣伝費） 

 従来、作品宣伝費につきましては、作品の劇場

公開時及びビデオ等の発売時に費用処理する方法

によっておりましたが、当事業年度において株式

会社角川ホールディングスの連結子会社となった

ことに伴い、親会社との会計処理の統一をはかる

ため、当事業年度より、発生時に費用処理する方

法へ変更いたしました。この結果、従来の方法に

比較して、営業損失、経常損失、税引前中間純損

失がそれぞれ58,736千円増加しております。 

  なお、下期において株式会社角川ホールディン

グスの連結子会社となったため、当中間会計期間

は従来の方法によっております。従って、当中間

会計期間は、変更後の方法によった場合に比べて

売上原価、営業損失、経常損失、税引前中間純損

失がそれぞれ53,285千円少なく計上されておりま

す。 



表示方法の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

  ―――――――― 

  

  

（中間貸借対照表） 

 「前受金」は、前中間期まで、流動負債の「その他」に含めて表

示しておりましたが、当中間期末において負債及び資本の合計額の

100分の５を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間期末の「前受金」の金額は521,989千円であります。

前中間会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

  ―――――――― 

  

  

（配給権） 

  従来、配給権につきましては、配給権の使

用による最初の収益獲得時から24ヶ月の定率

法により配給権の全額を償却しておりました

が、前会計年度の下期において株式会社角川

ホールディングスの連結子会社となったこと

に伴い、親会社との会計処理の統一をはかる

ため、前会計年度の下期より、法人税法に規

定する方法と同一の基準による特別な償却率

により償却する方法に変更いたしました。 

 また、従来、プリント制作費につきまして

も配給権の使用による最初の収益獲得時から

24ヶ月の定率法により償却しておりました

が、同じく親会社との会計処理の統一をはか

るため、前会計年度の下期より、発生時に一

括償却する方法に変更いたしました。 

 従って、前中間会計期間は従来の方法によ

っており、当中間会計期間と同一の方法を採

用した場合と比較して、売上原価、営業損

失、経常損失、税引前中間純損失がそれぞれ

3,004,430千円少なく計上されております。 

（作品宣伝費） 

 従来、作品宣伝費につきましては、作品の

劇場公開時及びビデオ等の発売時に費用処理

する方法によっておりましたが、前会計年度

の下期において株式会社角川ホールディング

スの連結子会社となったことに伴い、親会社

との会計処理の統一をはかるため、前会計年

度の下期より、発生時に費用処理する方法へ

変更いたしました。従って、前中間会計期間

は従来の方法によっており、当中間会計期間

と同一の方法を採用した場合と比較して、売

上原価、営業損失、経常損失、税引前中間純

損失がそれぞれ53,285千円少なく計上されて

おります。 

  ―――――――― 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年 9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年 9月30日） 

前事業年度末 
（平成17年 3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

50,528千円 22,888千円 54,258千円 

 ２ 偶発債務 

 子会社のヘラルド・エンタープ

ライズ(株)について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行って

おります。 

 ２ 偶発債務 

 子会社のヘラルド・エンタープ

ライズ(株)について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行って

おります。 

 ２ 偶発債務 

 子会社のヘラルド・エンタープ

ライズ(株)について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行って

おります。 

金融機関からの

借入金 
2,654,700千円 

債務保証合計額 2,654,700 

金融機関からの

借入金 
2,602,352千円 

債務保証合計額 2,602,352 

金融機関からの

借入金 
2,961,526千円 

債務保証合計額 2,961,526 

※３  

──────── 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「未収入

金」に含めて表示しております。 

※３ 

──────── 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

※４  

──────── 

※４ 

──────── 

前中間会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

為替差益 21,840千円 

受取配当金 30,000 

為替差益 16,682千円 

受取配当金 702,455 

為替差益 －千円 

受取配当金 30,000 

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 39,080千円 支払利息 32,132千円 支払利息 87,391千円 

※３        ――――― ※３ 特別損失のうち主要なもの ※３        ――――― 

 建物の売却損 3,502千円 

建物及び工具・器具

備品の除却損 

11,874千円 

 

 ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,737千円 

無形固定資産 224 

有形固定資産 5,718千円 

無形固定資産 224 

有形固定資産 7,467千円 

無形固定資産 449 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

１．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中間期末残高相当額 

(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中間期末残高相当額 

(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 

工具・器具及び備品   

取得価額相当額 28,700千円 

減価償却累計額相当額 13,484千円 

中間期末残高相当額 15,216千円 

工具・器具及び備品   

取得価額相当額 21,196千円 

減価償却累計額相当額 9,371千円 

中間期末残高相当額 11,825千円 

工具・器具及び備品   

取得価額相当額 28,728千円 

減価償却累計額相当額 16,177千円 

期末残高相当額 12,550千円 

無形固定資産   

取得価額相当額 90,782千円 

減価償却累計額相当額 56,222千円 

中間期末残高相当額 34,559千円 

無形固定資産   

取得価額相当額 76,464千円 

減価償却累計額相当額 52,334千円 

中間期末残高相当額 24,129千円 

無形固定資産   

取得価額相当額 82,592千円 

減価償却累計額相当額 57,547千円 

期末残高相当額 25,044千円 

合計   

取得価額相当額 119,483千円 

減価償却累計額相当額 69,707千円 

中間期末残高相当額 49,775千円 

合計   

取得価額相当額 97,661千円 

減価償却累計額相当額 61,705千円 

中間期末残高相当額 35,955千円 

合計   

取得価額相当額 111,320千円 

減価償却累計額相当額 73,725千円 

期末残高相当額 37,594千円 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 24,334千円 

１年超 26,926千円 

合計 51,261千円 

１年内 19,620千円 

１年超 17,376千円 

合計 36,997千円 

１年内 21,547千円 

１年超 17,358千円 

合計 38,906千円 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 15,164千円 

減価償却費相当額 14,086千円 

支払利息相当額 947千円 

支払リース料 13,191千円 

減価償却費相当額 12,309千円 

支払利息相当額 685千円 

支払リース料 28,685千円 

減価償却費相当額 26,679千円 

支払利息相当額 1,691千円 

(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 

(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

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については利息法によってお

ります。 

(5）利息相当額の算定方法 

      同 左 

(5）利息相当額の算定方法 

      同 左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は次のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

１株当たり純資産額 

117,785円94銭

１株当たり純資産額 

△5,933円56銭

１株当たり純資産額 

7,538円82銭

１株当たり中間純損失金額 

16,177円30銭

１株当たり中間純損失金額 

13,325円63銭

１株当たり当期純損失金額 

126,424円44銭

 なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、1株当たり

中間純損失が計上されており潜在株

式も存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、1株当たり

中間純損失が計上されており潜在株

式も存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、1株当たり

当期純損失が計上されており潜在株

式も存在しないため記載しておりま

せん。 

   

  
  
  

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前事業年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

 中間（当期）純損失（千円） 616,679 507,973 4,819,299 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

 普通株式に係る中間（当期）純損失 

 （千円） 
616,679 507,973 4,819,299 

 期中平均株式数（株） 38,120 38,120 38,120 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月 1日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月 1日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月 1日 
至 平成17年３月31日） 

 ―――――  ―――――  株式会社角川ホールディングスとの株式交

換について 

 当社と当社の親会社であります株式会社角

川ホールディングスは、平成17年3月17日付

けで、株式会社角川ホールディングスを当社

の完全親会社とする株式交換契約書を締結

し、同年6月23日開催の定時株主総会におい

て、同株式交換契約書の承認を受けておりま

す。 

 詳細は、「第５ 経理の状況 １．連結財

務諸表等」の（重要な後発事象）に記載して

おります。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第10期）（自平成16年 4月 1日 至平成17年 3月31日）平成17年 6月24日関東財務局長に提出。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成16年12月８日 

日本ヘラルド映画株式会社  

 取締役会 御中    

 中央青山監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 柴田 健一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 林 秀市郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 海野 隆善  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ヘ

ラルド映画株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月１

日から平成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、日本ヘラルド映画株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  以  上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成17年12月19日 

株式会社角川ヘラルド・ピクチャーズ  

 取締役会 御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 高山  勉  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 岡山 賢治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社角川ヘラルド・ピクチャーズの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成

17年４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社角川ヘラルド・ピクチャーズ及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は債務超過の状態にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間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中間連結財務諸表には反映していない。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  以  上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成16年12月８日 

日本ヘラルド映画株式会社  

 取締役会 御中    

 中央青山監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 柴田 健一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 林 秀市郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 海野 隆善  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ヘ

ラルド映画株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第10期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日

から平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本ヘラルド映画株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年４

月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  以  上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成17年12月19日 

株式会社角川ヘラルド・ピクチャーズ  

 取締役会 御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 高山  勉  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 岡山 賢治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社角川ヘラルド・ピクチャーズの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第11期事業年度の中間会計期間（平成17

年４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中

間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社角川ヘラルド・ピクチャーズの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は債務超過の状態にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間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中間財務諸表には反映していない。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  以  上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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