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（訂正）平成18年６月期 決算短信(連結)の一部訂正について 
 
平成18年８月30日に公表いたしました「平成18年６月期 決算短信(連結)」、平成18年９月４日に公

表いたしました「（訂正）平成18年６月期 決算短信(連結)の一部訂正について」に一部修正すべき事
項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 
 

記 

Ⅰ「訂正内容」 

 

(1) 連結キャッシュ・フロー計算書（訂正箇所：(1)・(2)・(5)） 

連結キャッシュ・フロー計算書におきましては、決算短信開示後におきましても継続して会計監査人と協議を重ね

た結果、連結キャッシュ・フロー計算書の項目について訂正することになりました。 

 なお、この訂正は現金及び現金同等物の連結会計年度末残高、現金及び現金同等物の増減額に変動を与えるもので

はございません。 

 

(2) 連結貸借対照表及び連結損益計算書の表示方法の変更(訂正箇所：(3)・(4)・(7)・(8)) 

連結貸借対照表及び連結損益計算書の表示方法について再検討いたしましたところ、表示方法を一部変更すること

にいたしました。 

なお、この訂正は資産合計及び営業利益、経常利益並びに当期純利益に変動を与えるものではございません。 

 

(3) 集計データの見直し(訂正箇所：(9)・(11)・(12)・(13)) 

 注記で使用しております集計データにつきまして、再度集計データを精査したところ、一部集計ミスがあったため

訂正することにいたしました。 

 なお、この訂正は連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フローの数字に変動を与えるものではご

ざいません。 

 

(4) 連結貸借対照表関係注記 財務制限条項 (訂正箇所：(10)) 

 当座貸越契約及び貸出コミットメントの注記事項として記載しております財務制限条項につきまして、再度契約内

容を検討した結果、従来の契約の継続ではなく、新契約の締結と認識するべきものがありましたので、当該注記内容

を訂正することにいたしました。 

 なお、この訂正は負債の金額に影響を与えるものではございません。 

 

(5) 注記の記載方法及び金額の見直し(訂正箇所：(6)・(14)) 

 注記事項の見直しを再度行ったところ、「会計処理基準 退職給付引当金」及び「１株当たり情報」に誤記載があ

りましたので訂正することにいたしました。 

 なお、この訂正は退職給付費用及び退職給付引当金、並びに１株当たり当期純損失の額に影響を与えるものではご

ざいません。 



Ⅱ「訂正箇所」（訂正箇所は下線で表示しております） 

   

(1)１ページの「(3) 連結キャッシュ･フローの状況」 

 

 (訂正前) 

(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 

 

18年６月期 

17年６月期 

百万円 

3,382       

      △1,855       

百万円

△11,539      

      △6,490      

百万円 

4,455      

     15,944       

百万円

5,655      

      9,370      

 

 (訂正後) 

(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 

 

18年６月期 

17年６月期 

百万円 

3,316       

      △1,855       

百万円

△11,434      

      △6,490      

百万円 

4,440      

     15,944       

百万円

5,655      

      9,370      

 

 

(2) ７ページの「3.経営成績及び財政状態 (2)キャッシュ・フローの状況」 

 (訂正前) 

(2）キャッシュ・フローの状況 

  当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、営業活動によるキャッ

シュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが増加しましたが、投資活動によるキャッシュ・

フローが減少したことにより前連結会計年度に比べて3,715,709千円減少し、期末残高は5,655,082千円

（前年同期比39.7％減）となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フロー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） 

  当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、3,382,445千円（前年同期比5,238,287千円

増）となりました。 

これは主に、連結調整勘定償却額4,139,716千円、減価償却費2,950,894千円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、11,539,368千円（前年同期比5,048,674千円

増）となりました。 

これは主に、貸付による支出△8,386,200千円、投資有価証券の取得による支出△2,550,161千円による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において財務活動による資金の増加は、4,455,788千円（前年同期比11,488,861千円

減）となりました。 

これは主に、長期借入れによる収入9,974,803千円によるものであります。 

 

（訂正後） 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・

フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが増加しましたが、投資活動によるキャッシュ・フロー

が減少したことにより前連結会計年度に比べて3,715,709千円減少し、期末残高は5,655,082千円（前年

同期比39.7％減）となりました。 

 

当連結会計年度における各キャッシュ・フロー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） 

 当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、3,316,891千円（前年同期比5,172,733千円

増）となりました。 



これは主に、連結調整勘定償却額4,139,716千円、減価償却費2,950,894千円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、11,434,675千円（前年同期比4,943,981千円

増）となりました。 

これは主に、貸付による支出8,386,200千円、投資有価証券の取得による支出2,550,161千円によるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動による資金の増加は、4,440,038千円（前年同期比11,504,611千円

減）となりました。 

これは主に、短期借入金の増加5,109,091千円、長期借入による収入9,974,803千円によるものでありま

す。 

 

(3) 10ページの「①【連結貸借対照表】」 

（訂正前） 

  
前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

(2）無形固定資産   

 １ 営業権  39,705  －

２ のれん  －  377,500

３ 連結調整勘定  5,255,175  1,453,078

４ ソフトウェア  1,916,725  1,162,226

５ リース資産  238,310 321,897 

  リース資産処分損引
当金 

 △4,003 234,307 △385 321,512

６ その他  161,924  48,989

無形固定資産合計  7,607,838 12.6  3,363,306 6.4

 

（訂正後） 

  
前連結会計年度 

（平成17年６月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

(2）無形固定資産   

 １ 営業権  39,705  377,500

２ 連結調整勘定  5,255,175  1,453,078

３ ソフトウェア  1,916,725  1,162,226

４ リース資産  238,310 321,897 

  リース資産処分損引
当金 

 △4,003 234,307 △385 321,512

５ その他  161,924  48,989

無形固定資産合計  7,607,838 12.6  3,363,306 6.4

 



(4)14～15ページの「②【連結損益計算書】」 

（訂正前） 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  42,311 167,486 

２ 受取配当金  1,845 8,201 

３ 受取手数料  31,459 7,282 

４ 投資有価証券売却益  47,833 211 

５ 雑収入  62,471 185,919 0.6 207,622 390,804 0.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  215,418 614,013 

２ 社債利息  － 27,826 

３ 社債発行費  79,469 99,793 

４ 新株発行費  19,484 68,007 

５ 貸倒引当金繰入額  88,605 21,069 

６ 為替差損  437 － 

７ 支払手数料  83,001 88,712 

８ 持分法投資損失  71,637 224,989 

９ 雑損失  22,426 580,480 1.9 61,112 1,205,525 1.3

経常利益又は経常損失
（△） 

 1,619,655 5.1  △411,015 △0.4

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  － 82,973 

２ 関係会社株式売却益  154,296 38,398 

３ 固定資産売却益 ※２ 1,816 422,571 

４ 営業譲渡益  33,102 44,610 

５ 貸倒引当金戻入益  － 216,826 

６ 保険積立金解約益  26,817 － 

７ 過年度損益修正益 ※３ 107,834 25,520 

８ 持分変動益  － 78,412 

９ その他  3,228 327,096 1.0 40,786 950,099 1.0

 



(訂正後) 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  42,311 167,486 

２ 受取配当金  1,845 8,201 

３ 受取手数料  31,459 7,282 

４ 投資有価証券売却益  47,833 － 

５ 雑収入  62,471 185,919 0.6 207,834 390,804 0.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  215,418 641,840 

２ 社債発行費  79,469 99,793 

３ 新株発行費  19,484 68,007 

４ 貸倒引当金繰入額  88,605 21,069 

５ 為替差損  437 － 

６ 支払手数料  83,001 88,712 

７ 持分法投資損失  71,637 224,989 

８ 雑損失  22,426 580,480 1.9 61,112 1,205,525 1.3

経常利益又は経常損失
（△） 

 1,619,655 5.1  △411,015 △0.4

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  － 82,973 

２ 関係会社株式売却益  154,296 38,398 

３ 固定資産売却益 ※２ 1,816 422,571 

４ 貸倒引当金戻入益  － 216,826 

５ 営業譲渡益  33,102 44,610 

６ 保険積立金解約益  26,817 － 

７ 過年度損益修正益 ※３ 107,834 25,520 

８ その他  3,228 327,096 1.0 119,198 950,099 1.0

 



(5)18～21ページの「④連結キャッシュ・フロー計算書」 

（訂正前） 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前当期純利益又は当
期純損失 

1,397,142 △7,939,381 

２ 減価償却費 1,155,353 2,950,894 

３ 連結調整勘定償却額 226,296 4,139,716 

４ 貸倒引当金の増減額（△減少） 280,411 △219,967 

５ 賞与引当金の増減額（△減少） － 18,592 

６ 退職給付引当金の増減額 
（△減少） 

6,898 △86,550 

７ 受取利息及び受取配当金 △44,156 △175,688 

８ 支払利息 215,418 641,840 

９ 為替差損益 4 △26,902 

10 社債発行費 79,469 99,793 

11 新株発行費 19,484 68,007 

12 たな卸資産評価損 － 226,743 

13 関係会社株式売却損益 △154,296 12,838 

14 関係会社株式評価損 － 1,121,722 

15 投資有価証券売却益 △47,833 － 

16 投資有価証券評価損 － 176,451 

17 有形固定資産売却益 △1,816 △422,571 

18 有形固定資産除売却損 33,814 347,396 

19 ソフトウェア評価損 － 1,258,101 

20 賃貸借契約解約損 6,774 67,099 

21 買収関連費用 180,388 44,950 

22 持分法投資損益 － 224,989 

23 売上債権の増減額（△増加） △305,750 855,444 

24 たな卸資産の増減額（△増加） △1,827,229 △55,543 

25 営業貸付金の増減額（△増加） － △523,967 

26 仕入債務の増減額（△減少） △1,486,918 2,337,466 

27 前渡金の増減額（△増加） △164,954 294,630 

28 未払消費税等の増減額（△減
少） 

6,905 △123,625 

29 役員賞与の支払額 △50,000 △30,000 

30 その他 △359,513 572,434 

小計 △834,106 5,854,915 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

31 利息及び配当金の受取額 39,639 60,564 

32 利息の支払額 △221,882 △620,635 

33 法人税等の支払額 △854,328 △2,108,335 

34 法人税等の還付額 14,835 195,937 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,855,841 3,382,445 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の預入による支出 △745,447 △2,529,030 

２ 定期預金の払戻による収入 145,674 2,466,477 

３ 長期性預金の預入による支出 － △300,000 

４ 長期性預金の払戻による収入 － 100,000 

５ 有形固定資産の取得による支出 △941,305 △1,663,000 

６ 有形固定資産の売却による収入 95,291 3,393,061 

７ リース資産取得による支出 － △1,469,786 

８ リース資産売却による収入 － 80,244 

９ ソフトウェアの取得による支出 △671,149 △1,750,613 

10 ソフトウェア仮勘定の増減額
（△増加） 

△2,520 104,468 

11  無形固定資産の取得による支出 － △185,880 

12  無形固定資産の売却による収入 － 3,000 

13  関係会社株式の売却による収入 － 2,420 

14 投資有価証券の取得による支出 △3,844,974 △2,550,161 

15 投資有価証券の売却による収入 1,318,069 1,291,457 

16 出資による支出 △660 － 

17  連結範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による支出 

△606,313 △1,794,139 

18  連結範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による収入 

－ 8,612 

19  連結範囲の変更に伴う子会社株
式の売却による支出 

－ △556,508 

20 連結範囲の変更に伴う子会社株
式の売却による収入 

148,086 29,996 

21 子会社株式の取得による支出 
 

－ △603,050 



 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

22 貸付による支出 △3,526,031 △8,386,200 

23 貸付金の回収による収入 2,363,775 4,102,082 

24 営業譲受けによる支出 △118,216 △482,443 

25 営業譲渡受けによる収入 － 586,031 

26 敷金・保証金の差入による支出 △285,764 △366,425 

27 敷金・保証金の返還による収入 72,514 503,204 

28  長期前払費用の取得による支出 △75,617 △662,303 

29 保険積立金の積立による支出 △76,335 △339,093 

30 その他 260,229 △571,791 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,490,694 △11,539,368 



 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金純増減額 3,457,551 5,524,841 

２ 長期借入れによる収入 2,500,000 9,974,803 

３ 長期借入金の返済による支出 △1,214,347 △8,445,962 

４ リース債権流動化の返済による
支出 

－ △3,834,235 

５ 社債の発行による収入 3,980,100 2,111,829 

６ 社債の償還による支出 △1,455,985 △1,764,000 

７ 新株予約権付社債の発行による
収入 

9,930,430 988,377 

８ 株式の発行による収入 54,888 8,283 

９ 少数株主に対する株式発行によ
る収入 

－ 62,250 

10 自己株式の取得による支出 △1,214,286 △546 

11 配当金の支払額 △89,464 △101,844 

12 その他 △4,237 △68,007 

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,944,650 4,455,788 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

△4 17,105 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 7,598,110 △3,684,029 

Ⅵ 連結子会社増加に伴う現金及び
現金同等物の増加額 

53,465 － 

Ⅶ 連結子会社減少に伴う現金及び
現金同等物の現象額 

－ △31,680 

Ⅷ 現金及び現金同等物期首残高 1,719,212 9,370,792 

Ⅸ 現金及び現金同等物期末残高 9,370,792 5,655,082 

   

 



（訂正後） 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ 
シュ・フロー 

   

１ 税金等調整前当期純 
利益又は当期純損失(△） 

 1,397,142 △7,939,381 

２ 減価償却費  1,155,353 2,950,894 

３ 連結調整勘定償却額  226,296 4,139,716 

 
４ 貸倒引当金の増減額（△減

少） 
 280,411 △219,967 

５ 退職給付引当金の増減 
  額（△減少） 

 6,898 △86,550 

６ 受取利息及び受取配当 
  金 

 △44,156 △175,688 

７ 支払利息  215,418 641,840 

８ 為替差損益  4 △26,902 

９ 社債発行費  79,469 99,793 

10 新株発行費  19,484 68,007 

11 たな卸資産評価損  － 226,743 

12 関係会社株式売却損益  △154,296 12,838 

13 関係会社株式評価損  － 1,121,722 

14 投資有価証券売却益  △47,833 △82,973 

15 投資有価証券評価損  － 176,451 

16 有形固定資産売却益  △1,816 △422,571 

17 有形固定資産除売却損  33,814 347,396 

18 ソフトウェア評価損  － 1,258,101 

19 賃貸借契約解約損  6,774 67,099 

20 買収関連費用  180,388 44,950 

21 持分法投資損益（△利
益） 

 － 224,989 

22 売上債権の増減額（△増 
  加） 

 △305,750 855,444 

23 たな卸資産の増減額（△増
加） 

 △1,827,229 84,456 

24 営業貸付金の増減額（△増
加） 

 － △523,967 

25 仕入債務の増減額（△減 
  少） 

 △1,486,918 2,337,466 

26 前渡金の増減額（△増
加） 

 △164,954 294,630 

27 未払消費税等の増減額（△
減少） 

 6,905 △123,625 

28 役員賞与の支払額  △50,000 △30,000 

29 その他  △359,513 468,447 

小計  △834,106 5,789,361 



30 利息及び配当金の受取 
  額 

 39,639 60,564 

31 利息の支払額  △221,882 △620,635 

32 法人税等の支払額  △854,328 △2,108,335 

33 法人税等の還付額  14,835 195,937 

営業活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

 △1,855,841 3,316,891 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ 
シュ・フロー 

   

１ 定期預金の預入による 
支出 

 △745,447 △2,829,030 

２ 定期預金の払戻による 
収入 

 145,674 2,566,477 

３ 有形固定資産の取得に 
よる支出 

 △941,305 △1,663,000 

４ 有形固定資産の売却に 
よる収入 

 95,291 2,575,540 

５ リース資産取得による支 
  出 

 － △1,469,786 

６ リース資産売却による収 
  入 

 － 80,244 

７ ソフトウェアの取得に 
よる支出 

 △671,149 △1,496,371 

８ ソフトウェア仮勘定の 
増減額（△増加） 

 △2,520 104,468 

９ 関係会社株式の売却による
収入 

 － 2,420 

10 投資有価証券の取得に 
よる支出 

 △3,844,974 △2,550,161 

11 投資有価証券の売却に 
よる収入 

 1,318,069 1,294,921 

12 出資による支出  △660 － 

13 連結範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による支出 

 △606,313 △1,839,089 

14 連結範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による収入 

 － 8,612 

15 連結範囲の変更に伴う子会
社株式の売却による支出 

 － △351,508 

16 連結範囲の変更に伴う子会
社株式の売却による収入 

 148,086 29,996 

17 子会社株式の取得による支
出 

 － △603,050 

18 貸付による支出  △3,526,031 △8,386,200 

19 貸付金の回収による収 
  入 

 2,363,775 4,102,082 

20 営業譲渡による収入  － 586,031 

21 営業譲受けによる支出  △118,216 △482,443 

22 敷金・保証金の差入による
支出 

 △285,764 △766,425 

23 敷金・保証金の返還による
収入 

 72,514 903,204 



 

24 長期前払費用の取得による
支出 

 △75,617 △662,303 

25 保険積立金の積立による支
出 

 △76,335 △339,093 

26 その他  260,229 △250,213 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △6,490,694 △11,434,675 



   

  

  
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ 
シュ・フロー 

   

１ 短期借入金純増減額  3,457,551 5,109,091 

２ 長期借入れによる収入  2,500,000 9,974,803 

３ 長期借入金の返済によ 
る支出 

 △1,214,347 △8,445,962 

４ 社債の発行による収入  2,340,100 2,111,829 

５ 社債の償還による支出  △1,007,260 △1,764,000 

６ リース債権流動化による収
入 

 1,640,000 － 

７ リース債権流動化による支
出 

 △448,725 △3,834,235 

８ 新株予約権付社債の発 
行による収入 

 9,930,430 988,377 

９ 株式の発行による収入  54,888 8,283 

10 少数株主に対する株式発行
による収入 

 － 462,250 

11 自己株式の取得による 
支出 

 △1,214,286 △546 

12 配当金の支払額  △89,464 △101,844 

13 その他  △4,237 △68,007 

財務活動によるキャッシ 
ュ・フロー 

 15,944,650 4,440,038 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
係る換算差額 

 △4 △6,283 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額 

 7,598,110 △3,684,029 

Ⅵ 連結子会社増加に伴う 
現金及び現金同等物の増加
額 

 53,465 － 

Ⅶ 連結子会社減少に伴う 
  現金及び現金同等物の 
  減少額 

 － △31,680 

Ⅷ 現金及び現金同等物期 
首残高 

 1,719,212 9,370,792 

Ⅸ 現金及び現金同等物期 
末残高 

 9,370,792 5,655,082 

    

 

 



   

  

(6)30ページの「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項」 

（修正前） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

 連結子会社９社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

る退職給付債務の見込額に基づき、計

上しております。 

会計基準変更時差異（419,858千円）

については15年による均等額を費用処

理する方針を採用しております。 

連結子会社７社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

る退職給付債務の見込額に基づき、計

上しております。 

会計基準変更時差異（380,497千円）

については15年による均等額を費用処

理する方針を採用しております。 

 

（修正後） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

 連結子会社９社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

る退職給付債務の見込額に基づき、計

上しております。 

会計基準変更時差異（419,858千円）

については15年による均等額を費用処

理する方針を採用しております。 

連結子会社７社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

る退職給付債務の見込額に基づき、計

上しております。 

会計基準変更時差異（419,858千円）

については15年による均等額を費用処

理する方針を採用しております。 

 

(7)32ページの「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ６連結調整勘定の償却に関する事項」 

（修正前） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、効果の発現が見込ま

れる期間（５年又は20年）で均等償却を

行っております。ただし、効果の発現が

見込まれなくなったものに関しては、未

償却残高を一括して償却しております。

──── 

７ のれんの償却に関する事

項 

──── のれんは、効果の発現が見込まれる期

間（５年又は20年）で均等償却を行って

おります。ただし、効果の発現が見込ま

れなくなったものに関しては、未償却残

高を一括して償却してります。 

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度中

に確定した利益処分に基づいて作成して

おります。 

──── 



   

  

９ 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、随時引き出し可能な預金及

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

する短期投資としております。 

同左 

 

（修正後） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、効果の発現が見込ま

れる期間（５年又は20年）で均等償却を

行っております。ただし、効果の発現が

見込まれなくなったものに関しては、未

償却残高を一括して償却しております。

連結調整勘定は、効果の発現が見込ま

れる期間（５年又は20年）で均等償却を

行っております。ただし、効果の発現が

見込まれなくなったものに関しては、未

償却残高を一括して償却しております。

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度中

に確定した利益処分に基づいて作成して

おります。 

──── 

８ 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、随時引き出し可能な預金及

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

する短期投資としております。 

同左 

 

(8)34ページの「表示方法の変更」 

（訂正前） 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（省略）  

 （連結損益計算書） 

──── 1 「ロイヤリティ」は、当連結会計年度において、金

額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めてお

ります。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「ロイヤリティ」は831千円であります。 

 



   

  

（訂正後） 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 （連結損益計算書） 

──── 1 「ロイヤリティ」は、当連結会計年度において、金

額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めてお

ります。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「ロイヤリティ」は831千円であります。 

──── ２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資

有価証券売却益」（当連結会計年度は211千円）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「雑収入」に含めて表示することにいたし

ました。 

 

(9)36ページの「注記事項 連結貸借対照表関係 ２担保に提供している資産 」 

（訂正前） 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

※２ 担保に提供している資産 ※２ 担保に提供している資産 
 

定期預金 1,086,362千円

たな卸資産 344,030千円

建物及び構築物 1,339,776千円

土地 3,911,076千円

投資有価証券 87,823千円

敷金・保証金 50,000千円

その他 11,230千円

計 6,830,300千円
  

 
定期預金 1,722,569千円

建物及び構築物 961,070千円

土地 2,685,748千円

投資有価証券 401,975千円

関係会社株式 708,048千円

その他 700,000千円

計 7,179,413千円
  

担保に対応する債務は次のとおりであります。 担保に対応する債務は次のとおりであります。 
 

短期借入金 5,222,298千円

１年以内返済予定長期借入金 1,001,653千円

長期借入金 2,535,840千円

計 8,759,791千円
  

 
買掛金 50,000千円

短期借入金 6,561,102千円

１年以内返済予定長期借入金 403,419千円

社債 1,600,000千円

長期借入金 854,839千円

保証債務 1,101,306千円

計 10,570,666千円
  



   

  

（訂正後） 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

※２ 担保に提供している資産 ※２ 担保に提供している資産 
 

定期預金 1,086,362千円

たな卸資産 344,030千円

建物及び構築物 1,339,776千円

土地 3,911,076千円

投資有価証券 87,823千円

敷金・保証金 50,000千円

その他 11,230千円

計 6,830,300千円
  

 
定期預金 

たな卸資産 

1,722,569千円

197,628千円

建物及び構築物 961,070千円

土地 2,488,120千円

投資有価証券 401,975千円

その他 700,000千円

計 6,471,364千円
  

担保に対応する債務は次のとおりであります。 担保に対応する債務は次のとおりであります。 
 

短期借入金 5,222,298千円

１年以内返済予定長期借入金 1,001,653千円

長期借入金 2,535,840千円

計 8,759,791千円
  

 
短期借入金 8,361,102千円

１年以内返済予定長期借入金 637,019千円

１年以内償還予定社債 770,000千円

長期借入金 

社債 

996,139千円

830,000千円

その他 140,642千円

計 11,734,903千円
  

 



   

  

(10)37～38ページの「連結貸借対照表関係 ６当座貸越契約及び貸出コミットメント 」 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

 ６ 当座貸越契約及び貸出コミットメント  ６ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 

当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入

未実行残高は、次のとおりであります。 

当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入

未実行残高は、次のとおりであります。 
 

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 

15,780,000千円

借入実行残高 11,380,000千円

差引額 4,400,000千円
  

 
当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 

16,205,042千円

借入実行残高 15,193,307千円

差引額 1,011,735千円
  

(注) 上記のうち平成17年２月14日に締結したシンジ

ケートローン契約(借入枠3,000,000千円、借入実行

額－千円)には、下記の財務制限条項がついており、

下記の条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基

づくエージェントの借入人に対する通知により、契

約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ち

に借入金及び利息を支払うことになっております。 

(１)各決算期末及び中間決算期末における単体及び連

結貸借対照表上の資本の部の金額が、直前の決算期

末、中間決算期末又は平成16年６月期末における当該

単体及び連結の貸借対照表上の資本の部の金額のいず

れか大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持するこ

と。 

(２)各決算期及び中間決算期における単体及び連結の

営業損益及び経常損益に関して、それぞれ２半期連続

して損失を計上しないこと。 

(３)各決算期及び中間決算期における単体及び連結の

貸借対照表における有利子負債の合計金額から現預金

の合計金額を差し引いた金額を資本の部の金額で除し

た数値を3.0以下にそれぞれ維持すること。 

(注) 上記のうち下記の契約について、財務制限条項が

ついており、内容は以下のとおりであります。 

 

（1）平成17年２月14日に締結したシンジケートローン契

約（借入枠3,000,000千円、借入実行額2,700,000千

円）には、下記の財務制限条項がついており、下記

の条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づく

エージェントの借入人に対する通知により、契約上

の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに借

入金及び利息を支払うことになっております。 

 

①各決算期末及び中間決算期末における単体及び連

結貸借対照表上の資本の部の金額が、直前の決算期

末、中間決算期末又は平成16年６月期末における当

該単体及び連結の貸借対照表上の資本の部の金額の

いずれか大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持

すること。 

②各決算期及び中間決算期における単体及び連結の

営業損益及び経常損益に関して、それぞれ２半期連

続して損失を計上しないこと。 

③各決算期及び中間決算期における単体及び連結の

貸借対照表における有利子負債の合計金額から現預

金の合計金額を差し引いた金額を資本の部の金額で

除した数値を2.5以下にそれぞれ維持すること。 

 （2）平成17年９月14日に締結した相対型コミットメント

ライン契約（借入枠500,000千円、借入実行額－千

円）には、下記の財務制限条項がついており、下記

の条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失し、

直ちに借入金及び利息を支払うことになっておりま

す。 

①各決算期の末日における連結及び単体の貸借対照  

表における純資産額を、前年比75％以上に維持する

こと。 

②各決算期の末日における連結及び単体の損益計算

書に示される経常損益が平成16年６月期以降の決算

期につき、２期連続して損失とならないようにする

こと。 

 



   

  

 

  

（3）平成17年11月25日に締結したコミットメントライ

ン契約（借入枠300,000千円、借入実行額300,000千

円）には、下記の財務制限条項がついており、下記

の条項に抵触した場合にはその後の新規取引の停

止、極度額の減額又は契約の解除がなされる場合に

は期限の利益を喪失し、直ちに借入金及び利息を支

払うことになっております。 

① 各決算期の末日おける連結の貸借対照表におけ

る資本の部の金額が、前年同期比90％以下とな

らないこと。 

② 各決算期及び中間決算期における単体及び連結

の営業損益及び経常利益に関して、それぞれ２

半期連続して損失を計上しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）平成18年１月25日に締結したシンジケートローン

契約（借入枠2,300,000千円、借入実行額 

2,300,000千円）には、下記の財務制限条項がつい

ており、下記の条項に抵触した場合、多数貸付人の

請求に基づくエージェントの借入人に対する通知に

より、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、直ちに借入金及び利息を支払うことになってお

ります。 

① 各決算期末及び中間決算期末における単体及

び連結貸借対照表上の資本の部の金額が、直

前の決算期末、中間決算期末又は平成17年６

月期末における当該単体及び連結の貸借対照

表上の資本の部の金額のいずれか大きい方の

75％の金額以上にそれぞれ維持すること。 

② 各決算期及び中間決算期における単体及び連

結の営業損益及び経常損益に関して、それぞ

れ２半期連続して損失を計上しないこと。 

③ 各決算期及び中間決算期における単体及び連

結の貸借対照表における有利子負債の合計金

額から現預金の合計金額を差し引いた金額を

資本の部の金額で除した数値を2.5以下にそれ

ぞれ維持すること。 



   

  

（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

 ６ 当座貸越契約及び貸出コミットメント  ６ 当座貸越契約及び貸出コミットメント 

当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入

未実行残高は、次のとおりであります。 

当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入

未実行残高は、次のとおりであります。 
 

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 

15,780,000千円

借入実行残高 11,380,000千円

差引額 4,400,000千円
  

 
当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 

16,205,042千円

借入実行残高 15,193,307千円

差引額 1,011,735千円
  

(注) 上記のうち平成17年２月14日に締結したシンジ

ケートローン契約(借入枠3,000,000千円、借入実行

額－千円)には、下記の財務制限条項がついており、

下記の条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基

づくエージェントの借入人に対する通知により、契

約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ち

に借入金及び利息を支払うことになっております。 

(１)各決算期末及び中間決算期末における単体及び連

結貸借対照表上の資本の部の金額が、直前の決算期

末、中間決算期末又は平成16年６月期末における当該

単体及び連結の貸借対照表上の資本の部の金額のいず

れか大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持するこ

と。 

(２)各決算期及び中間決算期における単体及び連結の

営業損益及び経常損益に関して、それぞれ２半期連続

して損失を計上しないこと。 

(３)各決算期及び中間決算期における単体及び連結の

貸借対照表における有利子負債の合計金額から現預金

の合計金額を差し引いた金額を資本の部の金額で除し

た数値を3.0以下にそれぞれ維持すること。 

(注) 上記のうち下記の契約について、財務制限条項が

ついており、内容は以下のとおりであります。 

 

（１）平成17年９月14日に締結した相対型コミットメン

トライン契約（借入枠500,000千円、借入実行額

500,000千円）には、下記の財務制限条項がついて

おり、下記の条項に抵触した場合には、期限の利益

を喪失し、直ちに借入金及び利息を支払うことに

なっております。 

  ①各決算期の末日における連結及び単体の貸借対照

  表における純資産額を、前年比75％以上に維持する

こと。 

  ②各決算期の末日における連結及び単体の損益計算

書に示される経常損益が平成16年６月期以降の決算

期につき、２期連続して損失とならないようにする

こと。 

（２）平成17年11月25日に締結したコミットメントライ

ン契約（借入枠300,000千円、借入実行額300,000千

円）には、下記の財務制限条項がついており、下記

の条項に抵触した場合にはその後の新規取引の停

止、極度額の減額又は契約の解除がなされる場合に

は期限の利益を喪失し、直ちに借入金及び利息を支

払うことになっております。 

①各決算期の末日おける連結の貸借対照表における

資本の部の金額が、前年同期比90％以下とならない

こと。 

②各決算期及び中間決算期における単体及び連結の

営業損益及び経常損益に関して、それぞれ２半期連

続して損失を計上しないこと。 



   

  

 

 （３）平成18年１月25日に締結したシンジケートローン

契約（借入枠2,300,000千円、借入実行額 

2,300,000千円）には、下記の財務制限条項がつい

ており、下記の条項に抵触した場合、多数貸付人の

請求に基づくエージェントの借入人に対する通知に

より、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、直ちに借入金及び利息を支払うことになってお

ります。 

①各決算期末及び中間決算期末における単体及び

連結貸借対照表上の資本の部の金額が、直前の決

算期末、中間決算期末又は平成17年６月期末にお

ける当該単体及び連結の貸借対照表上の資本の部

の金額のいずれか大きい方の75％の金額以上にそ

れぞれ維持すること。 

②各決算期及び中間決算期における単体及び連結

の営業損益及び経常損益に関して、それぞれ２半

期連続して損失を計上しないこと。 

③各決算期及び中間決算期における単体及び連結

の貸借対照表における有利子負債の合計金額から

現預金の合計金額を差し引いた金額を資本の部の

金額で除した数値を2.5以下にそれぞれ維持するこ

と。 

 （４）平成18年２月10日に締結したシンジケートローン

契約（借入枠2,700,000千円、借入実行額2,700,000

千円）には、下記の財務制限条項がついており、下

記の条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づ

くエージェントの借入人に対する通知により、契約

上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに

借入金及び利息を支払うことになっております。 

①各決算期末及び中間決算期末における単体及び連

結貸借対照表上の資本の部の金額が、直前の決算期

末、中間決算期末又は平成17年６月期末における当

該単体及び連結の貸借対照表上の資本の部の金額の

いずれか大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持

すること。 

②各決算期及び中間決算期における単体及び連結の

営業損益及び経常損益に関して、それぞれ２半期連

続して損失を計上しないこと。 

③各決算期及び中間決算期における単体及び連結の

貸借対照表における有利子負債の合計金額から現預

金の合計金額を差し引いた金額を資本の部の金額で

除した数値を2.5以下にそれぞれ維持すること。 

 



   

  

(11)44ページの「有価証券関係」 

（訂正前） 

２ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

売却額（千円） 1,318,069 1,276,394 
売却益の合計額（千円） 47,833 99,526 
売却損の合計額（千円） － 18,915 

 

(訂正後) 

２ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

売却額（千円） 1,318,069 1,276,602 
売却益の合計額（千円） 47,833 99,533 
売却損の合計額（千円） － 17,132 

 

(12)48ページの「１繰延税金資産負債の発生の主な原因別の内訳」 

(訂正前） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30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 

未払事業税否認 97,329千円

繰越欠損金 1,176,559千円

賞与引当金 41,803千円

未払費用 10,669千円

たな卸資産 13,739千円

貸倒引当金超過額 134,409千円

退職給付引当金 34,957千円

子会社株式 66,783千円

投資有価証券評価損否認 12,150千円

土地 173,937千円

その他有価証券評価差額金 13,120千円

固定資産等未実現利益 61,909千円

その他 1,059千円

小計 1,838,429千円

評価性引当額 △877,672千円

繰延税金資産合計 960,757千円

 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △1,268千円

土地 △938,322千円

 繰延税金負債合計 △939,591千円

 

繰延税金資産の純額 21,165千円
  

 
繰延税金資産 

未払事業税否認 54,577千円

繰越欠損金 2,571,716千円

賞与引当金 33,729千円

たな卸資産 101,143千円

貸倒引当金超過額 97,540千円

退職給付引当金 31,643千円

投資有価証券評価損否認 641,662千円

ソフトウェア 453,332千円

長期前払費用 68,910千円

投資事業組合運用損 6,753千円

減価償却超過額 73,813千円

固定資産等未実現利益 84,945千円

その他 16,920千円

小計 4,236,690千円

評価性引当額 △3,650,966千円

繰延税金資産合計 585,723千円

 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △18,757千円

土地 △416,365千円

その他 △216千円

 繰延税金負債合計 △435,340千円

 

繰延税金資産の純額 149,298千円
  

 



   

  

（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年６月30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 

未払事業税否認 97,329千円

繰越欠損金 1,176,559千円

賞与引当金 41,803千円

未払費用 10,669千円

たな卸資産 13,739千円

貸倒引当金超過額 134,409千円

退職給付引当金 34,957千円

子会社株式 66,783千円

投資有価証券評価損否認 12,150千円

土地 173,937千円

その他有価証券評価差額金 13,120千円

固定資産等未実現利益 61,909千円

その他 1,059千円

小計 1,838,429千円

評価性引当額 △877,672千円

繰延税金資産合計 960,757千円

 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △1,268千円

土地 △938,322千円

 繰延税金負債合計 △939,591千円

 

繰延税金資産の純額 21,165千円
  

 
繰延税金資産 

未払事業税否認 54,577千円

繰越欠損金 2,440,941千円

賞与引当金 33,729千円

たな卸資産 101,143千円

貸倒引当金超過額 97,540千円

退職給付引当金 31,643千円

投資有価証券評価損否認 641,662千円

ソフトウェア 453,332千円

長期前払費用 68,910千円

投資事業組合運用損 6,753千円

減価償却超過額 73,813千円

固定資産等未実現利益 84,945千円

その他 16,920千円

小計 4,105,915千円

評価性引当額 △3,520,191千円

繰延税金資産合計 585,723千円

 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △18,757千円

土地 △416,365千円

その他 △216千円

 繰延税金負債合計 △435,340千円

 

繰延税金資産の純額 150,383千円
  

 



   

  

(13)51ページの「セグメント情報」 

（訂正前） 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 
ＤＭＥＳ事業 

（千円） 
ＴＣＬＡ事業

（千円） 
住宅関連事業
（千円） 

娯楽事業 
（千円） 

金融事業 
（千円） 

ネット広告事業
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 4,805,552 37,537,261 4,983,187 37,428,554 3,154,479 2,384,720

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

573,875 108,560 12,333 19,471 

計 5,379,428 37,645,821 4,983,187 37,440,887 3,173,950 2,384,720

営業費用 4,813,736 38,707,472 4,866,865 37,011,524 3,057,226 1,228,702

営業利益又は営業損失（△） 565,691 △1,061,651 116,321 429,363 116,724 1,156,018

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的
支出 

  

資産 3,038,800 22,006,135 2,752,976 9,484,770 10,528,077 636,249

減価償却費 236,130 752,527 78,057 126,903 1,460,281 187,504

資本的支出 1,020,667 2,867,751 397,648 564,879 1,856,150 315,066

 

 
その他事業 
（千円） 

計(千円) 
消去又は全社

（千円） 
連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 626,846 90,920,602 － 90,920,602

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 714,240 △714,240 －

計 626,846 91,634,843 △714,240 90,920,602

営業費用 729,949 90,415,476 101,421 90,516,898

営業利益又は営業損失（△） △103,102 1,219,366 △815,662 403,704

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的
支出 

 

資産 1,180,132 49,627,143 3,098,064 52,725,208

減価償却費 16,077 2,857,481 24,450 2,881,932

資本的支出 32,187 7,054,350 73,220 7,127,571

 



   

  

 

（訂正後） 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 
ＤＭＥＳ事業 

（千円） 
ＴＣＬＡ事業

（千円） 
住宅関連事業
（千円） 

娯楽事業 
（千円） 

金融事業 
（千円） 

ネット広告事業
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 4,805,552 37,537,261 4,983,187 37,428,554 3,154,479 2,384,720

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

573,875 108,560 － 12,333 19,471 －

計 5,379,428 37,645,821 4,983,187 37,440,887 3,173,950 2,384,720

営業費用 4,813,736 38,707,472 4,866,865 37,011,524 3,057,226 1,228,702

営業利益又は営業損失（△） 565,691 △1,061,651 116,321 429,363 116,724 1,156,018

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的
支出 

  

資産 3,038,800 16,462,450 2,734,052 9,475,444 10,528,077 636,249

減価償却費 236,130 752,527 78,057 126,903 1,460,281 187,504

資本的支出 1,020,667 2,867,751 397,648 564,879 1,856,150 315,066

 

 
その他事業 
（千円） 

計(千円) 
消去又は全社

（千円） 
連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 626,846 90,920,602 － 90,920,602

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 714,240 △714,240 －

計 626,846 91,634,843 △714,240 90,920,602

営業費用 729,949 90,415,476 101,421 90,516,898

営業利益又は営業損失（△） △103,102 1,219,366 △815,662 403,704

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的
支出 

 

資産 479,564 43,354,640 9,370,568 52,725,208

減価償却費 16,077 2,857,481 24,450 2,881,932

資本的支出 32,187 7,054,350 73,220 7,127,571

 



   

  

（14）55ページの「１株当たり情報」 

（訂正前） 

（１株当たり情報） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 67,997円25銭 43,489円63銭 

１株当たり当期純利益 4,104円68銭 △52,594円76銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

4,002円62銭 －円－銭 

 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであり

ます。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益 561,507千円 △8,487,321千円 

普通株主に帰属しない金額 30,000千円 －千円 

（うち利益処分による役員賞与金） （30,000千円） （   －千円）

普通株式に係る当期純利益 531,507千円 △8,487,321千円 

期中平均株式数 129,488株 161,372株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数 3,302株 －株 

（うち新株予約権） （1,290株） （  －株） 

  （うち新株予約権付社債） （2,012株） （  －株） 

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９月22日定時株主総会

決議ストックオプション（新株

予約権 2,876個） 

普通株式 2,876株 

なお、潜在株式調整後１株当た

り純利益については、１株当た

り純損失であるため、記載して

おりません。 

 



   

  

 

(訂正後) 

（１株当たり情報） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 67,997円25銭 43,489円63銭 

１株当たり当期純利益 4,104円68銭 △52,594円76銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

4,002円62銭 －円－銭 

    ─ 

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当た
り当期純損失であるため記載して
おりません。 

 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであり

ます。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益 561,507千円 △8,487,321千円 

普通株主に帰属しない金額 30,000千円 －千円 

（うち利益処分による役員賞与金） （30,000千円） （   －千円）

普通株式に係る当期純利益 531,507千円 △8,487,321千円 

期中平均株式数 129,488株 161,372株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数 3,302株 －株 

（うち新株予約権） （1,290株） （  －株） 

  （うち新株予約権付社債） （2,012株） （  －株） 

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９月22日定時株主総会

決議ストックオプション（新株

予約権 2,876個） 

普通株式 2,876株 

平成14年９月26日定時株主総会

決議ストックオプション（新株

予約権 860個） 

普通株式 860株 

平成16年９月22日定時株主総会

決議ストックオプション（新株

予約権 2,489個） 

普通株式 2,489株 

平成17年９月29日定時株主総会

決議ストックオプション（新株

予約権 4,990個） 

普通株式 4,990株 

 

 

 

以上 

本件に関するお問い合わせ先 

０１２０－６１６－１７７ 

（経理統括本部 IRチーム 専用フリーダイヤル） 

 


