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（訂正） 

「平成18年3月期 決算短信（連結）」及び「平成18年３月期 個別財務諸表の概要」の 

一部訂正に関するお知らせ 
 

 

 

 平成18年5月22日に発表いたしました標記開示資料について記載内容に訂正がありましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

 

 

 

記 
 
１．訂正理由 
  「平成18年3月期 決算短信（連結）」及び「平成18年３月期 個別財務諸表の概要」の作成過程において、

決算に関する情報につき訂正を要する事項が発見されたため、必要な訂正を開示するものであります。 
 
２．訂正箇所 

 〔平成18年3月期 決算短信（連結）〕 

  ４．連結財務諸表等  （２）連結損益計算書<P.11> 

               （注記番号の位置を訂正） 

              注記事項 

④ 退職給付 

 ２．退職給付債務に関する事項<P.25> 

              ⑥ セグメント情報 

               ａ．事業の種類別セグメント情報<P.28> 

              （１株当たり情報）<P.30> 

 〔平成18年３月期 個別財務諸表の概要〕 

  ６．個別財務諸表等   （１株当たり情報）<P.49> 

 

 

 ※訂正箇所は  を付して表示しております。 

 



「平成１８年３月期 決算短信（連結）」 

４．連結財務諸表等 

（２）連結損益計算書 

【訂正前】 

  

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）

当連結会計年度 

（自 平成17年4月 1 日 

 至 平成18年3月31日） 

対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円）

Ⅶ 特別損失      

 １．固定資産売却損  － 9,160    

 ２．固定資産除却損 ※５ 4,785 3,889    

 ３．投資有価証券評価損  － 2,884   

 ４．役員弔慰金 ※４ － 9,720    

 ５．減損損失 ※６ 216,099 －    

 ６．その他  85,208 306,093 7.4 2,676 28,330 0.7 △277,763

 
【訂正後】 

  

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）

当連結会計年度 

（自 平成17年4月 1 日 

 至 平成18年3月31日） 

対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円）

Ⅶ 特別損失      

 １．固定資産売却損 ※４ － 9,160    

 ２．固定資産除却損 ※５ 4,785 3,889    

 ３．投資有価証券評価損  － 2,884   

 ４．役員弔慰金  － 9,720    

 ５．減損損失 ※６ 216,099 －    

 ６．その他  85,208 306,093 7.4 2,676 28,330 0.7 △277,763

 
注記事項 
④ 退職給付 
 ２．退職給付債務に関する事項 
【訂正前】 

 前連結会計年度 

（平成17年3月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 

（1）退職給付債務（千円） △280,012 △224,971 

（2）特定退職金共済制度による給付金額（千円） 80,001 85,488 

（3）未積立退職給付債務（千円） △200,010 △224,971 

（4）退職給付引当金（千円） △200,010 △224,971 

 
【訂正後】 

 前連結会計年度 

（平成17年3月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成18年3月31日現在） 

（1）退職給付債務（千円） △280,012 △310,459

（2）特定退職金共済制度による給付金額（千円） 80,001 85,488 

（3）未積立退職給付債務（千円） △200,010 △224,971 

（4）退職給付引当金（千円） △200,010 △224,971 



⑥ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 
当連結会計年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

【訂正前】 

  

ソフトウェア 

開発事業 

（千円） 

プロダクツ 

販売事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
 

減価償却費 15,921 13,559 29,481 14,164 43,646

 
【訂正後】 

  

ソフトウェア 

開発事業 

（千円） 

プロダクツ 

販売事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

減価償却費 15,921 15,431 31,353 14,164 45,518

 
（1株当たり情報） 
【訂正前】 

 

 

 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成17年4月 1 日 

   至 平成18年3月31日） 

当期純利益（千円） △272,094 180,922 

普通株主に帰属しない金額（千円） 
（うち利益処分による役員賞与金） 

   － 

   － 

10,000 

（10,000） 

普通株式に係る当期純利益（千円） △272,094 170,922 

期中平均株式数（株） 4,422,274 4,419,912 

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 

新株予約権        1種類 

1,000,000株 
             

【訂正後】 

 

 

 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成17年4月 1 日 

   至 平成18年3月31日） 

1株当たり当期純利益金額 
又は当期純損失金額（△）

  

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △272,094 180,922 

普通株主に帰属しない金額（千円） 
（うち利益処分による役員賞与金） 

   － 

   － 

10,000 

（10,000） 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）（千円）

△272,094 170,922 

期中平均株式数（株） 4,422,274 4,419,912 

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）                     65,621

（うち新株予約権）     （              ） （65,621）

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 

新株予約権        1種類 

1,000,000株 
             



「平成１８年３月期 個別財務諸表の概要」 

６．個別財務諸表等 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

 

 

 

前事業年度 

（自 平成16年4月 1 日 

 至 平成17年3月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年4月 1 日 

   至 平成18年3月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △416,061 148,394 

普通株主に帰属しない金額（千円） 
（うち利益処分による役員賞与金） 

   － 

   － 

10,000 

（10,000） 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）（千円） 

△416,061 138,394 

期中平均株式数（株） 4,422,274 4,419,912 

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 

新株予約権        1種類 

1,000,000株 
             

【訂正後】 

 

 

 

前事業年度 

（自 平成16年4月 1 日 

 至 平成17年3月31日） 

当事業年度 

（自 平成17年4月 1 日 

   至 平成18年3月31日） 

1株当たり当期純利益金額 
又は当期純損失金額（△）

  

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △416,061 148,394 

普通株主に帰属しない金額（千円） 
（うち利益処分による役員賞与金） 

   － 

   － 

10,000 

（10,000） 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）（千円） 

△416,061 138,394 

期中平均株式数（株） 4,422,274 4,419,912 

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）                     65,621

（うち新株予約権）     （              ） （65,621）

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 

新株予約権        1種類 

1,000,000株 
             

以  上 

 
 


