
各 位 

平成 18 年８月 29 日 

 株式会社アーティストハウスホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 楠部 孝 

（コード番号 3716 東証マザーズ） 

問合せ先 専務取締役 川畑 譲 

 

（訂正）平成 18 年５月期 決算短信（連結）及び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７月 28 日に発表いたしました「平成 18 年５月期 決算短信（連結）」及び「平成 18 年５

月期 個別財務諸表の概要」の記載内容につきまして、一部誤りがありましたので下記のとおり訂正い

たします。 

 なお、平成 18 年８月 15 日に発送いたしました「第７回定時株主総会招集ご通知」に該当箇所の修正

はございません。 

記 

〈訂正の内容〉 
「平成 18 年５月期 決算短信（連結）」 
●表紙（１ページ） 

１．平成 18 年５月期の連結業績（平成 17 年６月１日～平成 18 年５月 31 日） 
（1）連結経営成績 

１株当たり当期純利益  
【訂正前】 【訂正後】 

18 年５月期 △86,418 円 01 銭 △86,415 円 74 銭

 
自己資本当期純利益率  

【訂正前】 【訂正後】 
18 年５月期 △208.8％ △218.0％

 
  （2）連結財政状態 

自己資本比率  
【訂正前】 【訂正後】 

18 年５月期 39.5％ 37.8％
 
●４．連結財務諸表等（14 ページ） 
  （1）連結貸借対照表 

【訂正前】 
前連結会計年度 

（平成 17 年５月 31 日） 
当連結会計年度 

（平成 18 年５月 31 日） 対前年比  

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 
増減 

（千円） 
 
 
 

39,049
385,657

－

54,951

 
 
 

－ 
279,390 

1,138,233 
135,520

 
 
 
△39,049

△106,266
1,138,233

80,568

（資産の部） 
Ⅱ 固定資産 
 ２ 無形固定資産 
  （1）ソフトウエア 
  （2）映像コンテンツ 
  （3）連結調整勘定

  （4）その他 
   無形固定資産合計 

 

479,658

 
 
 
 
 
 
 

7.9

 

1,553,144 

 
 
 
 
 
 
 

13.5 1,073,486
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【訂正後】 
前連結会計年度 

（平成 17 年５月 31 日） 
当連結会計年度 

（平成 18 年５月 31 日） 対前年比  
 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 
増減 

（千円） 
 
 
 

39,049
385,657

－

54,951

 
 
 

6,736 
279,390 

1,138,233 
128,783

 
 
 
△32,312

△106,266
1,138,233

73,831

（資産の部） 
Ⅱ 固定資産 
 ２ 無形固定資産 
  （1）ソフトウエア 
  （2）映像コンテンツ 
  （3）のれん

  （4）その他 
   無形固定資産合計 

 

479,658

 
 
 
 
 
 
 

7.9

 

1,553,144 

 
 
 
 
 
 
 

13.5 1,073,486
 
●４．連結財務諸表等（22 ページ） 
  （5）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 
  前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月１日  

至 平成 17 年５月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 17 年６月１日   

   至 平成 18 年５月 31 日） 
対前年比 

区 分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
Ⅰ 営業活動によるキ

ャッシュ・フロー 
  連結調整勘定償却額 

  

355,121

 
 

58,686 △296,435
 

【訂正後】 
  前連結会計年度 

（自 平成 16 年６月１日  

至 平成 17 年５月 31 日）

当連結会計年度 
（自 平成 17 年６月１日   

   至 平成 18 年５月 31 日） 
対前年比 

区 分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
Ⅰ 営業活動によるキ

ャッシュ・フロー 
  連結調整勘定償却額 
 のれん償却額

  

355,121
－

 
 

－ 
58,686

△355,121
58,686
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●４．連結財務諸表等（28 ページ） 
連結財務諸表等作成のための基本となる重要な事項 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年６月１日  至 平成 18 年５月 31 日） 

 

【訂正前】 【訂正後】 
１ 連結の範囲に関

する事項 
 

（3）主要な非連結子会社の名称等

㈱アーカイブゲート 
（連結の範囲から除いた理由） 

当連結会計年度において株式を取

得しておりますが、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。 

（3）主要な非連結子会社の名称等

㈱アーカイブゲート 
（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。 

 
●４．連結財務諸表等（34 ページ） 

連結財務諸表等作成のための基本となる重要な事項 
当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月１日  至 平成 18 年５月 31 日） 
 

【訂正前】 【訂正後】 
７ 利益処分項目等の

取扱いに関する事項 
同左           

 
●４．連結財務諸表等（37 ページ） 

表示方法の変更 
当連結会計年度 

（自 平成 17 年６月１日  至 平成 18 年５月 31 日） 
【訂正前】 【訂正後】 

（連結貸借対照表） 
１．（略） 
２．（略） 
 
 

（連結貸借対照表） 
１．（略） 
２．（略） 
３．連結財務諸表規則の改正によって、当連結

会計年度より無形固定資産に区分掲記されて

いた「連結調整勘定」は、「のれん」と表示さ

れております。 
（連結キャッシュ・フロー計算書） 
 営業活動によるキャッシュ・フローの「前受

金の増加額又は減少額（△）」は、前連結会計

年度は「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。（後略） 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 
１．営業活動によるキャッシュ・フローの「前

受金の増加額又は減少額（△）」は、前連結会

計年度は「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。（後略） 
２．連結財務諸表規則の改正によって、当連結

会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」に区分掲記されていた「連結調整勘定償

却額」は、「のれん償却額」と表示されており

ます。 
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●４．連結財務諸表等（38 ページ） 
注記事項 
（連結貸借対照表関係）  

当連結会計年度   （平成 18 年５月 31 日） 
【訂正前】 【訂正後】 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務 
（イ）担保に供している資産 

預金 220,004 千円

建物 111,064 千円

土地 1,464,827 千円

計 1,805,897 千円

（ロ）上記に対応する債務 
一年内長期借入金 448,050 千円

長期借入金 62,600 千円

計 510,650 千円

 
 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務 
（イ）担保に供している資産 

預金 220,004 千円

投資有価証券 1,754,881 千円

建物 111,064 千円

土地 1,464,827 千円

計 3,550,776 千円

（ロ）上記に対応する債務 
短期借入金 2,000,000 千円

一年内長期借入金 448,050 千円

長期借入金 62,600 千円

計 2,510,650 千円 

 
●４．連結財務諸表等（43 ページ） 

注記事項 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度  
（自 平成 17 年６月１日  至 平成 18 年５月 31 日） 

【訂正前】 【訂正後】 
※４ 株式の売却により連結子会社でなくな

った会社の資産及び負債の主な内訳 
（中略） 

流動資産 543,175 千円

固定資産 155,349 千円

資産計 698,524 千円

流動負債 380,889 千円

固定負債 50,335 千円

負債計 431,225 千円

少数株主持分 △3,816 千円

株式売却益 103,358 千円

持分の売却価額 191,730 千円

現金及び現金同等物 75,409 千円

売却による収入 112,504 千円 

※４ 株式の売却により連結子会社でなくな

った会社の資産及び負債の主な内訳 
        （中略） 

流動資産 543,175 千円

固定資産 155,349 千円

資産計 698,524 千円

流動負債 380,889 千円

固定負債 225,447 千円

負債計 606,337 千円

少数株主持分 △3,816 千円

株式売却益 103,358 千円

持分の売却価額 191,730 千円

現金及び現金同等物 △93,154 千円

売却による収入 98,575 千円 
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●注記事項（48 ページ） 

⑤税効果会計 
当連結会計年度  （平成 18 年５月 31 日） 

【訂正前】 【訂正後】 
1 繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 繰延税金資産（流動） 

繰越欠損金 2,348,535 千円

貸倒引当金繰入限度超過額 420,334 千円

たな卸資産評価損 18,823 千円

その他 39,482 千円

小計 2,827,175 千円

評価性引当額 △2,827,175 千円

合計 －千円

 
         （後略） 

1 繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 繰延税金資産（流動） 

繰越欠損金 2,348,535 千円

貸倒引当金繰入限度超過額 420,334 千円

たな卸資産評価損 18,823 千円

その他 39,482 千円

小計 2,827,175 千円

評価性引当額 △2,821,323 千円

合計 5,852 千円

 
（後略） 

  
●注記事項（51 ページ） 

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６月１日  至 平成 18 年５月 31 日）          
消去又は全社（千円）   

【訂正前】 【訂正後】 
Ⅱ 資産、減価償却費

及び資本的支出 
資産 5,590,047

 
 

5,950,938 
          
●注記事項（55 ページ） 
  （１株当たり情報） 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年６月１日  至 平成 18 年５月 31 日） 

【訂正前】 【訂正後】 
１株当たり純資産額     32,799.88 円

 １株当たり当期純損失    86,418.26 円

         （後略） 

１株当たり純資産額     32,799.88 円

 １株当たり当期純損失    86,415.74 円

         （後略）   
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「平成 18 年５月期 個別財務諸表の概要」 
●表紙（１ページ） 

１．平成 18 年５月期の業績（平成 17 年６月１日～平成 18 年５月 31 日） 
（2）財政状態 

自己資本比率  
【訂正前】 【訂正後】 

18 年５月期 47.6％ 47.1％ 
 
●６．個別財務諸表等（３～５ページ） 
  （1）貸借対照表 

対前年比 
増減（千円） 

   

【訂正前】 【訂正後】 
（資産の部） 

Ⅰ 流動資産 
１ 現金及び預金 2,642,610

 
 

53,778 
２ 売掛金 △183,046 △65,581 

    貸倒引当金 △3,087,504 △162,462 
Ⅱ 固定資産 

２ 無形固定資産 
 （2）映像コンテンツ 5,500

 
 

△5,500 
 ３ 投資その他の資産 △183,046 △65,581 
 （1）投資有価証券 2,686,104 2,726,904 
 （2）関係会社株式 1,608,472 207,072 
 （3）出資金 △222,657 △220,657 
 （4）長期滞留債権等 581,925 166,611 
 （5）長期前払費用 33,918 7,111 
 （6）敷金保証金 140,763 33,437 
    貸倒引当金 △491,920 △164,511 

（負債の部） 
Ⅰ 流動負債 

３ 一年内返済予定長期 
借入金 △488,140

 
 
 

△513,140 
 ４ 一年内償還予定社債 △2,000 △42,000 
 ８ 前受金 143,640 △143,640 
 10 新株予約権 41,000 △41,000 
Ⅱ 固定負債 
 １ 社債 622,000

 
△622,000 

 ２ 長期借入金 134,500 △134,500 
 ３ 繰延税金負債 303 △303 
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●６．個別財務諸表等（７～８ページ） 
 （2）損益計算書 

対前年比 
増減（千円） 

   

【訂正前】 【訂正後】 
Ⅰ 売上高 

１ 映像事業売上  56,815
 

   （空白）    

 ２ 音楽事業売上 414 （空白） 
 ３ Ｅコマース事業売上 15,930    （空白）    

Ⅱ 売上原価 
 １ 映像事業原価 143,570

 
（空白） 

２ Ｅコマース事業原価 4,700    （空白）    

Ⅳ 営業外収益 
 １ 受取利息 △74,214

 
（空白） 

 ２ 受取配当金 △34    （空白）    

 ４ 投資有価証券売却益 △23,878 （空白） 
 ５ アドバイザリー業務収入 240,000    （空白）    

Ⅴ 営業外費用 
 １ 支払利息 9,135

 
（空白） 

 ２ 社債利息 △1,495    （空白）    

 ３ 新株発行費 52,437 （空白） 
 ４ コミットメント関連

費用 6,955
    
  （空白） 

 ５ 金融支払手数料 △548 （空白） 
 ６ 投資組合損失 △55,649    （空白）    

Ⅵ 特別利益 
 １ 貸倒引当金戻入益 87,943

 
（空白） 

 ２ 関係会社株式売却益 31,730    （空白）    

Ⅶ 特別損失 
 １ 固定資産売却損 9,330

 
（空白） 

 ３ 貸倒引当金繰入額 △1,087,544    （空白）    

 ４ 関係会社株式評価損 1,692,767 （空白） 
 ５ 出資金売却損 68,303    （空白）    

 ６ 映像使用権の償却方 
法変更等に伴う前期 
損益修正損 △79,723

 
 

（空白） 
 ７ 事業撤退損失 △230,839    （空白）    

 ８ 投資有価証券評価損 789,186 （空白） 
 ９ 貸倒損失 22,506 （空白） 

10 匿名組合出資金評価

  損 99,497
    
  （空白） 

11 投資案件に係る支払

報酬 3,169,028
 

（空白） 
 13 業務改善に係る支出 314,250 （空白） 
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区分 
【訂正前】 【訂正後】 

Ⅳ 営業外収益 
 ４ 投資有価証券売却益 

Ⅳ 営業外収益 
 ３ 投資有価証券売却益 

 ５ アドバイザリー業務収入  ４ アドバイザリー業務収入 
 ６ その他  ５ その他 
Ⅶ 特別損失 
 ３ 貸倒引当金繰入額 

Ⅶ 特別損失 
 ２ 貸倒引当金繰入額 

 ４ 関係会社株式評価損  ３ 関係会社株式評価損 
 ５ 出資金売却損  ４ 出資金売却損 
 ６ 映像使用権の償却方法変更等

に伴う前期損益修正損 
５ 映像使用権の償却方法変更等

に伴う前期損益修正損 
 ７ 事業撤退損失  ６ 事業撤退損失 
 ８ 投資有価証券評価損  ７ 投資有価証券評価損 
 ９ 貸倒損失  ８ 貸倒損失 

10 匿名組合出資金評価損 ９ 匿名組合出資金評価損 
11 投資案件に係る支払報酬 10 投資案件に係る支払報酬 

 13 業務改善に係る支出  11 業務改善に係る支出 

 

 14 その他  12 その他 
 
●個別財務諸表等（13 ページ） 
  継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当事業年度 
（自 平成 17 年６月１日  至 平成 18 年５月 31 日） 

【訂正前】 【訂正後】 
当社は、前事業年度において3,260,754千円、

当事業年度において8,051,217千円と多額の当

期純損失を計上しております。また、重要なマ

イナスの営業キャッシュ・フローを計上してお

ります。 

 当該状況は、継続企業としての前提に重要な

疑義を抱かせるものであります。 

さらに、当連結会計年度に4,559,448千円と

重要なマイナスの営業キャッシュフローを計

上しております。 

 当該状況は、継続企業としての前提に重要な

疑義を抱かせるものであります。 

         （後略） 

当社は、前事業年度において3,260,754千円、

当事業年度において8,051,217千円と多額の当

期純損失を計上しております。また、重要なマ

イナスの営業キャッシュ・フローを計上してお

ります。 

 さらに、当連結会計年度に4,559,448千円と

重要なマイナスの営業キャッシュフローを計

上しております。 

 当該状況は、継続企業としての前提に重要な

疑義を抱かせるものであります。 

         （後略） 

 
●注記事項（25 ページ） 
  （１株当たり情報） 

当事業年度 
（自 平成 17 年６月１日  至 平成 18 年５月 31 日） 

【訂正前】 【訂正後】 
１株当たり純資産額     28,214.34 円

 １株当たり当期純損失    71,262.88 円

         （後略） 

１株当たり純資産額     28,554.15 円

 １株当たり当期純損失    73,260.74 円

         （後略）   

                                          以 上 
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