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2006 年 7 月 26 日 
各位 

東京都新宿区西新宿六丁目 10 番 1 号  
株式会社フォーサイド・ドット・コム  
代表取締役 安 嶋 幸 直       

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2330） 
問合せ  常務取締役経営管理本部長兼 CFO 川﨑雅嗣  
TEL03－5339－5820（ＩＲ問合窓口） 

 
 
 
「平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）」及び「個別中間財務諸表の概要」の一部修正に関する

お知らせ 
 
 
平成１８年６月３０日付で発表の「平成１８年１２月期中間決算短信（連結）」および「平成１８年１２月期個別中間財務諸

表の概要」について、下記の通り一部修正がありましたのでお知らせいたします。なお、修正部分には下線を付しております。 

 
１． 修正理由 

キャッシュ・フロー計算書の作成に際しては、海外子会社からキャッシュ・フローデータ等の資料を収集し、連結キャッシ

ュ・フロー計算書作成の為の勘定科目の組替作業を行っていますが、今回、海外子会社から受け取った情報が、適切な組替え

を行うには不十分であったため、適切な組替えが行われなかったことが今回の修正の原因であります。かかる修正が必要であ

る旨は、半期報告書の作成作業の中で、判明したものであります。時系列的な経緯は次の通りです。 

平成１８年７月１３日、会計監査人からキャッシュ・フロー計算書の見直しの指摘を受けたため、連結子会社の貸借対照表・

損益計算書等の再確認を含め、連結キャッシュ・フロー計算書の作成プロセスの確認など、詳細な検討を開始いたしました。

その後７月２５日まで会計監査人との協議が続き、７月２６日において、会計監査人と修正事項についてこれ以上検討すべき

事項はない旨の確認が取れたため、開示に至った次第です。 

 

２． 修正内容 

（１）連結キャッシュ・フローの状況（平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）Ｐ１）に修正を加えております。 
 

〈修正前〉 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 4月中間期 4,013 △353 △1,489 23,042

17 年 4月中間期 310 △37,698 50,594 25,216

17 年 10 月期 △303 △52,016 61,270 2,0855
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〈修正後〉 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 

 

（２）２．財政状態（平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）Ｐ7）に修正を加えております。 

〈修正前〉 

２．財政状態 

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、23,042,281 千円と前年同期と比べ 2,174,398

千円減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであ

ります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の営業活動による資金の収入は 4,013,444 千円となり、前中間連結会計期間に比べて 3,703,172 千

円の増加となりました。 

これは、当連結中間会計期間の税金等調整前当期純利益は△20,036,664 千円となり、前中間連結会計期間に比べて

16,542,414 千円の減少となりましたが、この主な原因は２Ｇ事業からの撤退に伴う事業整理損によるものであること、

一方で、当中間連結会計期間において前受金の増加額 2,491,848 千円と前中間連結会計期間に比べ大幅な増加となった

こと等が主な要因であります。 

 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の投資活動による資金の支出は 353,412 千円と前中間連結会計期間に比べて 37,345,114 千円減少

となりました。 

これは、当中間連結会計期間においては、少数株主からの子会社株式取得による支出 1,366,618 千円、定期預金の払い

出しによる収入 732,768 千円等の投資活動が行われたのに対して、前中間連結会計期間においては、預け金の預け入れ

による支出 38,000,000 千円があったこと等が主な要因であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の財務活動による資金の支出は 1,489,739 千円と前中間連結会計期間に比べて 52,084,737 千円の

減少となりました。 

これは、当中間連結会計期間においては、短期借入金の減少 1,028,477 千円等があったのに対し、前中間連結会計期間

  
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

18 年４月中間期 2,365 △678 483 23,042

17 年４月中間期 310 △37,698 50,594 25,216

17 年 10 月期 △303 △52,016 61,270 20,855
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においては、新株予約権付社債の発行による収入 49,993,107 千円があったこと等が主な要因であります。 

 

 

〈修正後〉 

２. 財政状態 

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、23,042,281 千円と前年同期と比べ 2,174,398

千円減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであ

ります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の営業活動による資金の収入は 2,365,107 千円となり、前中間連結会計期間に比べて 2,054,835 千

円増加となりました。 

これは、当中間連結会計期間の税金等調整前中間純損失は 20,036,664 千円となり、前中間連結会計期間に比べて

16,542,414 千円の減少となりましたが、この主な原因は２Ｇ事業からの撤退に伴う事業整理損によるものであること、

一方で、当中間連結会計期間において前受金の増加額 2,491,848 千円と前中間連結会計期間に比べ大幅な増加となった

こと等が主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の投資活動による資金の支出は 678,069 千円と前中間連結会計期間に比べて 37,020,457 千円の増

加となりました。 

これは、当中間連結会計期間においては、少数株主からの子会社株式取得による支出 1,548,290 千円、定期預金の払戻

による収入 732,768 千円等の投資活動が行われたのに対して、前中間連結会計期間においては、預け金の預け入れによ

る支出 38,000,000 千円があったこと等が主な要因であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の財務活動による資金の収入は 483,254 千円と前中間連結会計期間に比べて 50,111,744 千円の減

少となりました。 

これは、当中間連結会計期間においては、短期借入金の増加 944,515 千円等があったのに対し、前中間連結会計期間に

おいては、新株予約権付社債の発行による収入 49,993,107 千円があったこと等が主な要因であります。 
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（３）５．中間連結財務諸表等（中間連結貸借対照表）（中間決算短信（連結）Ｐ11～Ｐ12）に修正を加えております。 
 

（修正前）平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）Ｐ11 

（１）中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 

（平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 17 年 10 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                     

(中略) 

３．たな卸資産     337,918     38,726     570,729   

（中略） 

７．その他 ※8   1,469,430     4,489,352     3,828,077   

（中略） 

Ⅱ 固定資産    2,999,999                 

（中略） 

３．投資その他の資産                     

(1)破産更生債権等   －     107,341     101,471     

(2)その他   －     2,856,962     4,091,033     

 
（修正後）平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）Ｐ11 
(1)中間連結貸借対照表 

    
前中間連結会計期間末 

（平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 17 年 10 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                     

(中略) 

３．たな卸資産     337,918     1,325,895     570,729   

（中略） 
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前中間連結会計期間末 

（平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 17 年 10 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

（％）

７．その他 ※8   1,469,430     3,202,183     3,828,077   

（中略） 

Ⅱ 固定資産                     

（中略） 

３．投資その他の資産                     

(1）破産更生債権等   －     107,341     101,471     

(2）その他   2,881,303     2,856,962     4,091,033     

 

 

（修正前）平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）Ｐ12 

   
前中間連結会計期間末 

（平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 17 年 10 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                     

（中略） 

７．その他 ※9   5,018,816     11,001,472     7,411,063   

（以下略） 

 

 

〈修正後〉平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）Ｐ12 

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                     

（中略） 

７. 賞与引当金     －     288,572     293,521   

８．その他 ※8   5,018,816     10,712,899     7,117,541   

（以下略） 

 



 6

 

 

（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書（ 平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）Ｐ15～Ｐ18）に修正を加えており

ます。 

 

〈修正前〉平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結） Ｐ15～P16 
(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 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 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（△）   △3,494,250 △20,036,664 △9,165,662 

減価償却費   376,462 317,903 148,559 

連結調整勘定償却  － 39,290 21,289 

無形固定資産償却   － 443,995 815,513 

投資有価証券売却益   －  △207,404 － 

為替差益   △121,272 － － 

事業整理損    － 20,794,923 － 

抱合せ株式消却損   2,191,693 － 2,191,693 

リストラクチャリング費用   667,002 － － 

減損損失   1,094,874 － 5,754,704 

その他特別損失   359,293 2,163 1,084,563 

受取利息及び受取配当金   △39,934 80,178 △76,995 

支払利息   63,914 84,426 83,346 

新株発行費等   17,646 － 209,668 

貸倒引当金の増減額   6,646 △343,499 52,116 

賞与引当金の増減額  － △5,088 － 

退職給付引当金の増減額   △1,929 △19,697 △11,503 

役員退職慰労引当金の増減額  － △1,584 － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

利息返還損失引当金の増減額   － 890,000 － 

売上債権の増減額   39,825 3,099,806 △2,467,518 

仕入債務の増減額   △709,777 △4,196,206 2,521,821 

営業貸付金の増減額   － △1,026,107 － 

たな卸資産の増減額   △317,414 △755,165 500,624 

コンテンツ資産の増減額   △146,519 70,469 △566,865 

前払費用の増減額   71,870 － － 

未払費用の増減額   823,025 － △344,402 

前受金の増減額   － 2,491,848 △1,315,332 

その他   393,524 3,106,778 △39,089 

小計   1,274,679 4,830,365 539,301 

利息及び配当金の受取額   39,934 △80,178 82,654 

利息の支払額   △65,102 △70,931 △83,346 

法人税等の支払額   △939,238 △665,811 △841,993 

営業活動によるキャッシュ・フロー   310,272 4,013,444 △303,383 

 

〈修正後〉平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）Ｐ15～Ｐ16 
（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 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 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   3,494,250 20,036,664 9,165,662 

減価償却費   376,462 317,903 148,559 

投資有価証券売却益   － △207,404 19,455 
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前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

為替差益   △121,272 △204,648 △184,250 

事業整理損    － 20,794,922 － 

抱合せ株式消却損   2,191,693 － 2,191,693 

リストラクチャリング費用   667,002 － － 

減損損失   1,094,874 － 5,754,704 

その他特別損失   359,293 2,163 1,084,563 

受取利息及び受取配当金   △39,934 △80,178 △76,995 

支払利息   63,914 84,426 83,346 

新株発行費等   17,646 － 209,668 

貸倒引当金の増減額   6,646 △343,499 52,116 

退職給付引当金の増減額   △1,929 △19,697 △11,503 

利息返還損失引当金の増減額   － 890,000 － 

売上債権の増減額   39,825 3,099,806 △2,467,518 

仕入債務の増減額   △709,777 △4,196,206 2,521,821 

営業貸付金の増減額   － △1,026,107 － 

たな卸資産の増減額   △317,414 △755,165 500,624 

コンテンツ資産の増減額   △146,519 70,469 △566,865 

前払費用の増減額   71,870 449,834 △176,050 

未払費用の増減額   823,025 △635,421 △344,402 

未収入金の増減額  － 508,294 93,341 

仮払金の増減額  － 250,958 △668,005 

前受金の増減額   － 2,491,848 △1,315,332 

未払金の増減額  － 599,387 △136,453 

その他   393,524 966,651 3,031,356 

小計   1,274,679 3,021,671 539,301 

利息及び配当金の受取額   39,934 80,178 82,654 

利息の支払額   △65,102 △70,931 △83,346 

法人税等の支払額   △939,238 △665,811 △841,993 
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前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   310,272 2,365,107 △303,383 

 

（修正前）平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）P17 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 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         

定期預金の預入による支出   － △23,000 △366,201 

定期預金の払い出しによる収入  ※2 1,516,867 732,768 1,173,299 

預け金の預入による支出   △38,000,000 － － 

有形固定資産の取得による支出   △247,972 △199,198 △222,186 

無形固定資産の取得による支出   △125,655 △399,318 △4,951,037 

敷金の返還による収入   － 111,392 － 

少数株主からの子会社株式取得による支

出  
  － △1,366,618 － 

投資有価証券の取得による支出   △809,777 △150 △2,991,518 

被合併会社の株式取得のための支出   △2,191,693 － － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による支出または収入 ※2 1,542,567 △326,341 △43,939,391 

投資有価証券の売却による収入   － 323,064 － 

その他   617,137 793,988 △719,352 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △37,698,526 △353,412 △52,016,387 

 

（修正後）平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）P17 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
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前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 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         

定期預金の預入による支出   － △23,000 △366,201 

定期預金の払戻による収入  ※2 1,516,867 732,768 1,173,299 

預け金の預入による支出  △38,000,000 － － 

有形固定資産の取得による支出   △247,972 △199,198 △222,186 

無形固定資産の取得による支出   △125,655 △399,318 △4,951,037 

敷金の返還による収入   － 111,392 － 

少数株主からの子会社株式取得による支

出  
  － △1,548,290 △22,986 

投資有価証券の取得による支出   △809,777 △150 △2,991,518 

被合併会社の株式取得のための支出   △2,191,693 － － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による支出または収入  ― 1,542,567 △326,341 △43,939,391 

投資有価証券の売却による収入   － 323,064 － 

その他   617,137 651,003 △696,365 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △37,698,526 △678,069 △52,016,387 

 

（修正前）平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）Ｐ18 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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   971,222 △1,028,477 11,662,256 

長期借入金による収入   － 6,462,500 － 

長期借入金の返済による支出   － △6,350,191 － 

長期借入金の返純増減  △5,551 － △62,875 

社債の償還による支出   － △250,000 － 

株式の発行による収入  － － 314,217 
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前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

新株予約権付社債の発行による収入   49,993,107 － 49,993,156 

ストックオプションの行使による収入   506,240 － － 

自己株式の取得による支出   △401,331 － △402,077 

配当金の支払額   △226,862 △342,441 △228,508 

その他   △241,825 18,871 △6,146 

財務活動によるキャッシュ・フロー   50,594,998 △1,489,739 61,270,022 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △427,778 16,443 △532,419 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   12,778,965 2,186,736 8,417,832 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   12,397,724 20,855,545 12,397,724 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物

の増加額 
  － － － 

Ⅷ 合併に伴う現金及び現金同等物の増

加額 
  39,989 － 39,989 

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※1 25,216,679 23,042,281 20,855,545 

 

（修正後）平成１８年１２月期 中間決算短信（連結）P18 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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   971,222 944,515 11,662,256 

長期借入金による収入   － 6,462,500 － 

長期借入金の返済による支出   △5,551 △6,350,191 △62,875 

社債の償還による支出   － △250,000 － 

新株予約権付社債の発行による収入   49,993,107 － 49,993,156 

ストックオプションの行使による収入   506,240 － － 

自己株式の取得による支出   △401,331 － △402,077 
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前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４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 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

配当金の支払額   △226,862 △342,441 △228,508 

その他   △241,825 18,871 308,071 

財務活動によるキャッシュ・フロー   50,594,998 483,254 61,270,022 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △427,778 16,443 △532,419 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   12,778,965 2,186,736 8,417,832 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   12,397,724 20,855,545 12,397,724 

Ⅶ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加

額 
  39,989 － 39,989 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※1 25,216,679 23,042,281 20,855,545 
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（５） 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）Ｐ21）に修正を

加えております。 

 

〈修正前〉 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 

（中略） 

  ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

   定額法を採用しております。
 定額法を採用しております。   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、社内利用可能期間(5

年)に基づく定額法によっており

ます。 

また、一部の米国子会社の無形

固定資産（その他）について米国

会計基準に基づき減損損失を計

上しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内利用可能期間(5

年)に基づく定額法によっており

ます。 

  一部の在外連結子会社の営業権

については、米国財務報告基準及

び国際財務報告基準に基づき償却

を実施せず、年一回及び減損の可

能性を示す事象が発生した時点で

減損の判定を行い、必要額の計上

をしております。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内利用可能期

間（5年以内）に基づく定額法に

よっております。 

（以下略） 

 

（修正後） 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 

（中略） 

  ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

  定額法を採用しております。
  定額法を採用しております。   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、社内利用可能期間

(5 年)に基づく定額法によって

おります。 

また、一部の米国子会社の無

形固定資産（その他）について米

国会計基準に基づき減損損失を

計上しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内利用可能期

間(5 年以内)に基づく定額法に

よっております。 

  また、一部の在外連結子会社

の無形固定資産については、米

国財務報告基準及び国際財務

報告基準に基づき償却を実施

し、年一回及び減損の可能性を

示す事象が発生した時点で減

損の判定を行い、必要な減損損

失を計上しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内利用可能期

間（5年以内）に基づく定額法に

よっております。 

（以下略） 
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（６）表示方法の変更（ 平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）Ｐ27）に修正を加えております。 

〈修正前〉平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）  

表示方法の変更  

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 

－ （中間連結貸借対照表） － 

  （略）   

 

〈修正後〉 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 

－ （中間連結貸借対照表） － 

  （略）   

 １． 営業活動によるキャッシュ・フローの「未

収入金の増減額」は、前中間連結会計期間

は「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。 なお、前中間連結会計期間

の「その他」に含まれている「未収入金の

増減額」は△12,149 千円であります。 

２． 営業活動によるキャッシュ・フローの「仮

払金の増減額」は、前中間連 結会計期間

は「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。 なお、前中間連結会計期間

の「その他」に含まれている「仮払金の増

減額」は△7,108 千円であります。 

３． 営業活動によるキャッシュ・フローの「前

受金の増減額」は、前中間連結会計期間は

「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。 なお、前中間連結会計期間

の「その他」に含まれている「前受金の増

減額」は 90,257 千円であります。 

４．営業活動によるキャッシュ・フローの「未

払金の増減額」は、前中間連結会計期間は

「その他」に含めて表示しておりましたが、
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前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 

金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。 なお、前中間連結会計期間の「そ

の他」に含まれている「未払金の増減額」

は△58,295 千円であります。 

５．投資活動によるキャッシュ・フローの「少

数株主からの子会社株式取得による支出」

は、前中間連結会計期間は「その他」に含

めて表示しておりましたが、金額的重要性

が増したため区分掲記しております。 な

お、前中間連結会計期間の「その他」に含

まれている「少数株主からの子会社株式取

得による支出」は△4,198 千円であります。
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（７） 注記事項 中間連結キャッシュ・フロー計算書関係（平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）Ｐ34）に修正を加

えております。 

 

〈修正前〉  

（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 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 
 

※１ 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 

(平成 17 年 4月 30 日現在) 

（単位：千円） 

現金及び預金勘定 25,216,679 

預入期間が３か月を超え

る定期預金 － 

現金及び現金同等物 25,216,679 

 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により連結することとなった主

な子会社の連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに株式取得価額と取得のための支出（純

額）との関係は次のとおりであります。 

 

 

 

（千円） 

 

※１ 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 

(平成 18 年 4月 30 日現在) 

（単位：千円） 

現金及び預金勘定 18,065,281

預入期間が３か月を超え

る定期預金 
△23,000

 預け金 5,000,000

現金及び現金同等物 23,042,281

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たにMobile Funを連結

したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに株式の取得価額と取得のための支

出（純額）との関係は次のとおりであります。 

 

 

 

（千円） 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

(平成 17 年 10 月 31 日現在) 

（単位：千円） 

現金及び預金勘定 21,588,314

預入期間が３か月を超え

る定期預金 
△732,768

現金及び現金同等物 20,855,545

 

 

※２  株式の取得により新たに連結子会社

となった会社の資産及び負債の主な

内訳 

 株式の取得により新たに iTouch plc、株式

会社キャスコ、株式会社オン・ザ・ラインを

連結したことに伴う連結開始時の資産 及び

負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のた

めの支出（純額）との関係は次のとおりであ

ります。   

 

 

 

（千円） 

   
株式会社 

オン・ザ・ライン 
    

Mobile  

Fun Sistemasde

informatica Ltds

   
株式会社 

オン・ザ・ライン

 

流動資産 6,145,730   流動資産 133,925  流動資産 6,145,730 

 

固定資産 65,764   固定資産 2,270  固定資産 65,764 

 

連結調整勘定 464,507   連結調整勘定 618,659  連結調整勘定 464,507 

 

流動負債 △3,146,724 
  

流動負債 △113,998 
 

流動負債 △3,146,724 

 

固定負債 
－   

固定負債 
－  

固定負債 
－ 

 

少数株主持分 △1,477,764 
  

少数株主持分 △7,398 
 

少数株主持分 △1,477,764 

 

株式の取得価額 2,051,513 
  

株式の取得価額 648,255 
 

株式の取得価額 2,051,513 

 現金及び現金同等

物 3,549,599 
  現金及び現金同

等物 58,078 
 現金及び現金同等

物 3,549,599 

 取得のための支出 △1,498,086   未払金 263,835  取得のための支出 △1,498,086 

  
取得のための支

出 326,341 
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 株式会社 

 キャスコ 

流動資産 54,651,223 
 

固定資産 3,669,624 

連結調整勘定 1,454,255 
 

流動負債 △21,504,063 

固定負債 △21,979,366 

少数株主持分 △4,929,590 

株式の取得価額 11,362,083 

現金及び現金同等

物 1,621,564 

取得のための支出 9,740,519 

  

 iTouch plc 

流動資産 6,164,890 

固定資産 4,781,806 

営業権 32,070,488 

流動負債 △5,036,786 

固定負債  △61,806 

少数株主持分 △10,154 

株式の取得価額 37,908,438 

現金及び現金同等

物 2,234,480 

取得のための支出 35,673,958 

 

 

 

 
 

 

〈修正後〉 

（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 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ 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 

※１ 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 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

(平成 17 年 4月 30 日現在) (平成 18 年 4月 30 日現在) (平成 17 年 10 月 31 日現在)

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）

現金及び預金勘定 25,216,679 

預入期間が３か月 

を超える定期預金 
－ 

現金及び現金同等物 25,216,679 
 

現金及び預金勘定 18,065,281

預入期間が３か月 

を超える定期預金 
△23,000

 預け金 5,000,000

現金及び現金同等物 23,042,281
 

現金及び預金勘定 21,588,314

預入期間が３か月 

を超える定期預金 

及び拘束性預金 

△732,768

現金及び現金同等物 20,855,545
 

※２ iTouch plc 買収のためのエスクロー口座

への預け入れ金額であるため、投資活動によ

るキャッシュ・フローに含めて表示しており

ます。 

※２       ― ※２       ― 
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（８）注記（有価証券関係）（平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）Ｐ37）に修正を加えております。 

 

〈修正前〉 

前連結会計年度末（平成 17 年 10 月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

(1)株式 795,553 500,941 △294,612

(2)債券       

 ①国債・地方債等 － － －

 ②社債 － － －

 ③その他 － － －

(3)その他 479,194 484,137 4,943

小計 1,274,747 985,078 △289,669

合計 1,274,747 985,078 △289,669

（注）その他有価証券で時価のあるものについては、一部の在外連結子会社において保有するものであり、当該国の会計基準に基づき移動平均法

による原価法によって評価しております。したがって、上記表の取得原価は、連結貸借対照表計上額であります。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当連結会計年度 

（平成 17 年 10 月 31 日現在） 

  

連結貸借対照表計上額 

              千円

その他有価証券   

 非上場投資信託 221,179

                                  

 
 

〈修正後〉 

前連結会計年度末（平成 17 年 10 月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

 (1)株式 450,511 408,511 △42,000

 (2)債券       

①国債・地方債等 － － －

②社債  － － －

③その他  － － －
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  取得原価（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

(3)その他  － － －

小計 450,511 408,511 △42,000

合計 450,511 408,511 △42,000

（注）その他有価証券で時価のあるものについては、一部の在外連結子会社において保有するものであり、当該国の会計基準に基づき移動平均法

による原価法によって評価しております。したがって、上記表の取得原価は、連結貸借対照表計上額であります。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当連結会計年度 

（平成 17 年 10 月 31 日現在） 

  

連結貸借対照表計上額 

  子会社関連株式及び関連会社株式 千円

   関連会社株式 185,514

その他有価証券   

 非上場株式 364,220

 合計 549,734
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（９）重要な後発事象（平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結）Ｐ44）に修正を加えております。 

〈修正前〉 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 

（略） 

  当社は平成 18 年 5 月 25 日開催の取締役

会において株式会社東京スター銀行との間

で、運転資金として総額 4,000,000 千円（利

率 2%、借入れ期間 6 ヶ月）を借入れること

を決議し、同年 5月 31 日に借入を実行致し

ております。この借入にあたり当社所有の

子 会 社 株 式 （ 株 式 会 社 キ ャ ス コ 、

Zingy,Inc.）を担保提供しております。 

  なお、当中間連結会計期間末日現在にお

いてサンライズファイナンス株式会社より

借入れている 10,000,000 千円を、平成 18

年 5 月 2 日に、預け金 5,000,000 千円と自

己資金を用いて返済し、子会社株式（株式

会社キャスコ）は担保を解除されておりま

す。 

 

 
〈修正後〉 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 

（略） 

  当社は平成 18 年 5 月 25 日開催の取締役

会において株式会社東京スター銀行との間

で、運転資金として総額 4,000,000 千円（利

率 2%、借入れ期間 6 ヶ月）を借入れること

を決議し、同年 5月 31 日に借入を実行して

おります。この借入に当たり当社所有の子

会社株式（株式会社キャスコ 12,093,482 千

円、Zingy,Inc.1,728,648 千円）を担保提供

しております。 

  なお、当中間連結会計期間末日現在にお

いてサンライズファイナンス株式会社に担

保提供していた子会社株式（株式会社キャ

スコ）、同社からの借入金 10,000,000 千円

を、平成 18 年 5月 2日に、預け金 5,000,000

千円と自己資金を用いて返済したため、担

保を解除されております。 
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（10）個別中間財務諸表等（個別中間財務諸表の概要Ｐ３）に修正を加えております。 

 

〈修正前〉個別中間財務諸表の概要Ｐ3 

 (1）中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 

（平成 17 年４月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年４月 30 日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成 17 年 10 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

（％）

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     16,861,295 20.7   39,561,857 59.2   39,561,857 47.0

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   6,178,370     9,890,464     28,877,808     

２．資本準備金減少

差益 
  10,685,093     19,720,654     10,685,093     

資本剰余金合計     16,863,464 20.7   29,611,119 44.3   39,562,902 47.0

（以下略）     

 

 

 

〈修正後〉個別中間財務諸表の概要Ｐ3 

 

（１）中間貸借対照表 

    
前中間会計期間末 

（平成 17 年４月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年４月 30 日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成 17 年 10 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

（％）

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     16,861,295 20.7   39,561,857 59.2   39,561,857 47.0

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   6,178,370     9,890,464     28,877,808     

２．その他資本剰余

金 
  10,685,093     19,720,654     10,685,093     

資本剰余金合計     16,863,464 20.7   29,611,119 44.3   39,562,902 47.0

（以下略）           
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（１1）注記事項 （個別中間財務諸表の概要Ｐ9）に修正を加えております。 

 
〈修正前〉 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成 17 年４月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年４月 30 日） 

前事業年度末 

（平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ コンテンツ資産は、音源・動画使用権

等のコンテンツ取得価額で、定額法によ

る償却後の残高を計上しております。 

  

※１     同左 ※１     同左 

※２ 普通預金 4,519 千米ドル(486,247 千

円)については、Zingy,Inc.株式売買契

約エスクロー条項により拘束されてお

ります。 

普通預金 200,000 千円については、㈱

オン・ザ・ライン株式売買契約エスクロ

ー条項により拘束されております。 

  

※２ 普通預金 830 千米ドル（95,018 千円）

については、Telitas ASA 株式売買契約

エスクロー条項により拘束されており

ます。 

※２ 普通預金 200,000 千円については、株

式会社オン・ザ・ライン株式売買契約エ

スクロー条項により拘束されておりま

す。 

 

（以下略） 

 
〈修正後〉 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成 17 年４月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年４月 30 日） 

前事業年度末 

（平成 17 年 10 月 31 日） 

※１ コンテンツ資産は、音源・動画使用権

等のコンテンツ取得価額で、定額法によ

る償却後の残高を計上しております。 

  

※１ コンテンツ資産は、動画等のコンテンツ

取得価額で、定額法による償却後の残高

を計上しております 

※１ コンテンツ資産は、音源・動画使用権

等のコンテンツ取得価額で、定額法によ

る償却後の残高を計上しております。  

※２ 普通預金 4,519 千米ドル(486,247 千

円)については、Zingy,Inc.株式売買契

約エスクロー条項により拘束されてお

ります。 

普通預金 200,000 千円については、㈱

オン・ザ・ライン株式売買契約エスクロ

ー条項により拘束されております。 

  

― ※２ 普通預金 200,000 千円については、株

式会社オン・ザ・ライン株式売買契約エ

スクロー条項により拘束されておりま

す。 

 

（以下略） 
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（１2）重要な後発事象（個別中間財務諸表の概要Ｐ1３）に修正を加えております。 

〈修正前〉 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 

（略） 

  当社は平成 18 年 5 月 25 日開催の取締役

会において株式会社東京スター銀行との間

で、運転資金として総額 4,000,000 千円（利

率 2%、借入れ期間 6 ヶ月）を借入れること

を決議し、同年 5月 31 日に借入を実行致し

ております。この借入にあたり当社所有の

子 会 社 株 式 （ 株 式 会 社 キ ャ ス コ 、

Zingy,Inc.）を担保提供しております。 

  なお、当中間会計期間末日現在において

サンライズファイナンス株式会社より借入

れている 10,000,000 千円を、平成 18 年 5

月 2 日に、預け金 5,000,000 千円と自己資

金を用いて返済し、子会社株式（株式会社

キャスコ）は担保を解除されております。

 

 
〈修正後〉 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年４月 30 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 17 年 11 月１日 

至 平成 18 年４月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年 11 月１日 

至 平成 17 年 10 月 31 日） 

（略） 

  当社は平成 18 年 5 月 25 日開催の取締役

会において株式会社東京スター銀行との間

で、運転資金として総額 4,000,000 千円（利

率 2%、借入れ期間 6 ヶ月）を借入れること

を決議し、同年 5月 31 日に借入を実行して

おります。この借入に当たり当社所有の子

会社株式（株式会社キャスコ 12,093,482 千

円、Zingy,Inc.1,728,648 千円）を担保提供

しております。 

  なお、当中間会計期間末日現在において

サンライズファイナンス株式会社に担保提

供していた子会社株式（株式会社キャスコ

12,093,482 千円）は、同社からの借入金

10,000,000 千円を平成 18 年 5 月 2 日に、預

け金 5,000,000 千円と自己資金を用いて返

済したため、担保を解除されております。

 

 
 
 
 
 
 
 

以上 
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