
   

  

 平成 18 年 ９ 月 29 日 

各 位 

会社名 株式会社クインランド 

代表者名 代表取締役社長 岩田 昌之 

（コード番号 2732 大阪証券取引所 ｢ヘラクレス市場｣） 

問合せ先責任者 取締役執行役員CFO経理財務部長 小林 勝彦

（Tel  078－858－5730） 

 

（訂正）平成18年６月期 個別財務諸表の概要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 個別財務諸表の概要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) 貸借対照表及び損益計算書の表示方法の変更(訂正箇所：(1)・(2)・(3)) 

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。 

 

 

(2)  集計データの見直し(訂正箇所：(4)・(5)・(6)) 

 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。 

 

 

(3) １株当たり情報(訂正箇所：(7)) 

 記載事項に漏れがあったため、訂正することにいたしました。 

 なお、この訂正は１株当たり当期純損失に変動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) 62ページの「①【貸借対照表】」 

（訂正前） 

  
前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（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 ソフトウェア  4,250  265,181 

２ 電話加入権  366  341 

無形固定資産合計  4,616 0.0  265,522 0.8

(3）投資その他の資産    

１ 投資有価証券 ※３ 1,342,977  2,723,784 

２ 関係会社株式 ※３ 13,817,898  9,829,965 

３ 関係会社社債  300,100  100,100 

４ 出資金  4,346  7,209 

５ 関係会社出資金  500  290,133 

６ 長期貸付金  149,014  97,134 

７ 株主、役員又は従業
員に対する長期貸付
金 

 1,146  1,798 

８ 関係会社長期貸付金  5,073,447  3,648,733 

９ 破産更生債権等  283,923  154,462 

10 長期前払費用  14,076  177,967 

11 繰延税金資産  236,128  － 

12 敷金・保証金  100,339  213,102 

13 保険積立金  249,638  494,179 

14 長期性預金 ※３ －  700,000 

15 その他  3,900  8,400 

貸倒引当金  △216,234  △45,103 

投資その他の資産合計  21,361,200 76.1  18,401,869 56.2

固定資産合計  21,374,742 76.1  18,719,753 57.1

資産合計  28,084,061 100.0  32,768,098 100.0

    



   

  

（訂正後） 

  
前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（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 ソフトウェア  4,250  265,181 

２ 電話加入権  366  341 

無形固定資産合計  4,616 0.0  265,522 0.8

(3）投資その他の資産    

１ 投資有価証券 ※３ 1,342,977  2,723,784 

２ 関係会社株式 ※３ 13,817,898  9,829,965 

３ 関係会社社債  300,100  100,100 

４ 出資金  4,346  7,209 

５ 関係会社出資金  500  － 

６ 関係会社有限責任事
業組合出資持分 

 －  290,133 

７ 長期貸付金  149,014  97,134 

８ 株主、役員又は従業
員に対する長期貸付
金 

 1,146  1,798 

９ 関係会社長期貸付金  5,073,447  3,648,733 

10 破産更生債権等  283,923  154,462 

11 長期前払費用  14,076  177,967 

12 繰延税金資産  236,128  － 

13 敷金・保証金  100,339  213,102 

14 保険積立金  249,638  494,179 

15 長期性預金 ※３ －  700,000 

16 その他  3,900  8,400 

貸倒引当金  △216,234  △45,103 

投資その他の資産合計  21,361,200 76.1  18,401,869 56.2

固定資産合計  21,374,742 76.1  18,719,753 57.1

資産合計  28,084,061 100.0  32,768,098 100.0

    

 



   

  

(2) 65ページの「①【損益計算書】」 

（訂正前） 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（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 ※２ 83,281 225,006 

２ 受取配当金  497 3,155 

３ 受取手数料  9,354 30,000 

４ 投資有価証券売却益  47,833 211 

５ 雑収入 ※２ 1,821 142,787 2.2 16,933 275,307 11.8

 

（訂正後） 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（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 ※２ 83,281 225,006 

２ 受取配当金  497 3,155 

３ 受取手数料  9,354 30,000 

４ 投資有価証券売却益  47,833 － 

５ 雑収入 ※２ 1,821 142,787 2.2 17,144 275,307 11.8

 

(3)76ページの「表示方法の変更」 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

────── 

 

 

（損益計算書） 

１．前事業年度まで営業外費用の「雑損失」に含め

て表示しておりました「投資事業組合運用損」は、営

業外費用の総額の100の10を超えたため区分掲記して

おります。 

なお、前事業年度における「投資事業組合運用損」

の金額は7,989千円であります。 

 

 



   

  

（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

────── 

 

 

（損益計算書） 

１．前事業年度まで営業外費用の「雑損失」に含め

て表示しておりました「投資事業組合運用損」は、営

業外費用の総額の100の10を超えたため区分掲記して

おります。 

なお、前事業年度における「投資事業組合運用損」

の金額は7,989千円であります。 

 

───── ２. 前事業年度まで区分掲記しておりました「投

資有価証券売却益」（当事業年度は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。 

 

(4)78ページの「注記事項 貸借対照表関係 ３担保資産」 

（訂正前） 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

※３ 担保資産 ※３ 担保資産 

担保に供している資産は次のとおりであります。

 定期預金     1,000,000千円 

担保に対応する債務は次のとおりであります。 

 保証債務     2,341,008千円 

担保に供している資産は次のとおりであります。

 定期預金          1,550,000千円 

 関係会社株式         708,048千円 

 長期性預金          700,000千円 

 投資有価証券         400,000千円 

   計          3,358,048千円 

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         4,151,102千円 

 一年以内償還予定社債     770,000千円 

 社債             830,000千円 

  長期借入金          99,800千円 

 保証債務          1,101,306千円 

 



   

  

（訂正後） 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

※３ 担保資産 ※３ 担保資産 

担保に供している資産は次のとおりであります。

 定期預金     1,000,000千円 

担保に対応する債務は次のとおりであります。 

 保証債務     2,341,008千円 

担保に供している資産は次のとおりであります。

 定期預金          1,550,000千円 

 関係会社株式        1,251,763千円 

 長期性預金          700,000千円 

 投資有価証券         400,000千円 

   計          3,901,763千円 

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         4,951,102千円 

 一年以内返済予定長期借入金  233,600千円 

 一年以内償還予定社債     770,000千円 

 長期借入金          241,100千円 

  社債             830,000千円 

 保証債務          1,090,642千円 

   計           8,116,444千円 

 

(5)81ページの｢注記事項 損益計算書関係｣ 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（省略）  

    
受取利息 55,302千円

 

  

  
関係会社への売上高 1,695,193千円

受取利息 129,754千円

雑収入 30,000千円

  
  

 

（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（省略）  

    
受取利息 55,302千円

 

  

    
関係会社への売上高 1,698,155千円

受取利息 138,307千円

雑収入 30,000千円

   

 



   

  

(6)82ページの「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」 

（訂正前） 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

１ 繰延税金資産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（流動） 

未払事業税否認 11,446千円

貸倒引当金超過額 8,095千円

未払費用 1,004千円

たな卸資産 4,704千円

繰延税金資産（流動）合計 25,250千円

 

繰延税金資産（固定） 

貸倒引当金超過額 87,575千円

投資有価証券評価損否認 12,840千円

保険積立金評価損否認 2,416千円

子会社株式 124,958千円

投資事業組合運用損否認 3,235千円

自己株式 63千円

その他有価証券評価差額金 5,038千円

繰延税金資産（固定）合計 236,128千円
  

 
繰延税金資産（流動） 

未払事業税否認 33,373千円

貸倒引当金超過額 62,742千円

たな卸資産 94,787千円

その他 3,541千円

評価性引当金 △194,445 千円

繰延税金資産（流動）合計 －千円

 

繰延税金資産（固定） 

貸倒引当金超過額 18,266千円

ソフトウェア 453,332千円

長期前払費用 68,910千円

減価償却超過額 28,666千円

子会社株式 1,325,253 千円

投資事業組合運用損否認 40,603千円

投資有価証券 641,662千円

その他 5,063千円

繰越欠損金 275,745千円

評価性引当金 △2,857,504千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

 

繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 △12,898千円

繰延税金負債合計 △12,898千円
  

 



   

  

(訂正後) 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

１ 繰延税金資産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（流動） 

未払事業税否認 11,446千円

貸倒引当金超過額 8,095千円

未払費用 1,004千円

たな卸資産 4,704千円

繰延税金資産（流動）合計 25,250千円

 

繰延税金資産（固定） 

貸倒引当金超過額 87,575千円

投資有価証券評価損否認 12,840千円

保険積立金評価損否認 2,416千円

子会社株式 124,958千円

投資事業組合運用損否認 3,235千円

自己株式 63千円

その他有価証券評価差額金 5,038千円

繰延税金資産（固定）合計 236,128千円
  

 
繰延税金資産（流動） 

未払事業税否認 33,373千円

貸倒引当金超過額 62,742千円

たな卸資産 94,787千円

その他 3,541千円

評価性引当金 △194,445 千円

繰延税金資産（流動）合計 －千円

 

繰延税金資産（固定） 

貸倒引当金超過額 18,266千円

ソフトウェア 453,332千円

長期前払費用 68,910千円

減価償却超過額 28,666千円

子会社株式 1,325,253 千円

投資事業組合運用損否認 40,603千円

投資有価証券 641,662千円

その他 5,063千円

繰越欠損金 144,970千円

評価性引当金 △2,726,729千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

 

繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 △12,898千円

繰延税金負債合計 △12,898千円
  

 

 



   

  

(7)83ページの「１株当たり情報」 

(訂正前) 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり当期純損失   

当期純損失（△） △31,108千円 △5,964,895千円 

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損失（△） △61,108千円 △5,964,895千円 

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 － － 

（うち新株予約権） － － 

（うち新株予約権付社債）  － 

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 2,874個） 

普通株式 2,874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 980個） 

普通株式 980株 

第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債(額面金額5,800,000

千円) 

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 

 

 



   

  

(訂正後) 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり当期純損失   

当期純損失（△） △31,108千円 △5,964,895千円 

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損失（△） △61,108千円 △5,964,895千円 

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 － － 

（うち新株予約権） － － 

（うち新株予約権付社債）  － 

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 2,874個） 

普通株式 2,874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 980個） 

普通株式 980株 

第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債(額面金額5,800,000

千円) 

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） 

 


