
1 

平成18年11月14日 

各      位 

会 社 名  株式会社豆蔵OSホールディングス 
代表者名  代表取締役社長 荻原 紀男 
（コード番号 ３７５６ 東証マザーズ） 
問合せ先  IR担当 
（TEL．０３－５３３９－２１００） 

 

（訂正）平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績の概況（連結・個別）の 
一部訂正について 

 

平成18年8月11日に発表いたしました「平成19年3月期第1四半期財務・業績概況（連結・個別）」に
関して、一部誤りがございましたので下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は以下の下線を

引いた部分となります。 

記 

（訂正内容） 
当該訂正は、株式会社豆蔵単体において株式交換にかかる費用（2,247千円）を営業外費用の「株式
交換関連費用」として保守的に費用計上しておりましたものを平成 18年 9月 1日の株式交換後に関係
会社株式の取得原価へ計上するため、仮払金として流動資産の「その他」に含める訂正をしたもので

す。その結果、同額、経常利益が改善した他、税額計算に影響を与え、外形標準課税額や法人税額等

の税金費用が変更となり、販売費及び一般管理費以下に訂正が生じております。 
 
（訂正箇所） 
平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）1ページ 
＜訂正前＞ 
２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日） 
（１）連結経営成績の進捗状況                      （百万円未満切捨） 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）  

純 利 益       
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年３月期第１四半期 795 (―) 66 (―) 61 (―) 9 (―)

18年３月期第１四半期 ― (―) ― (―) ― (―) ― (―)

(参考)18年３月期 788   58  55   48   

 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 
潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 
19年３月期第１四半期 332 58 332 15 

18年３月期第１四半期 ― ― ― ― 

(参考)18年３月期 1,729 99 1,673 31 
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＜訂正後＞ 
２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日） 
（１）連結経営成績の進捗状況                      （百万円未満切捨） 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）  

純 利 益       
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年３月期第１四半期 795 (―) 66 (―) 63 (―) 10 (―)

18年３月期第１四半期 ― (―) ― (―) ― (―) ― (―)

(参考)18年３月期 788   58  55   48   

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 
19年３月期第１四半期 380 03 368 12 

18年３月期第１四半期 ― ― ― ― 

(参考)18年３月期 1,729 99 1,673 31 

 
平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）1～2ページ 
＜訂正前＞ 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第１四半期におけるわが国経済は、原油の高騰や金利上昇等の不安要素はあるものの、企業収益の

好調を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善、また個人消費の回復などにより、景況感は堅調に推移

しておりました。 
 情報サービス産業におきましては、企業業績の回復と共に緩やかながら情報化投資の拡大が期待され

ている半面、受注競争の激化や顧客の低価格要請等により、収益面では依然として厳しい状況が続いて

おります。 
 このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、前期末に株式会社オープンストリームを

連結子会社化し、また当第1四半期には株式会社チェンジビジョンを連結子会社化いたしました。これ

により、これまでの当社独自のenThologyをベースとした要求開発などのコンサルティングに加え、株

式会社オープンストリームのオープンアーキテクチャに特化したシステム開 

発や株式会社チェンジビジョンが有するシステム可視化ツール「JUDE」の販売といった、幅広いサービ

スの提供が可能となり、グループ企業としての更なる企業価値の向上と、情報化投資および製造分野の

ソフトウェア開発における総合的なソリューションの提供に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期の売上高及び損益は、予想をやや上回るペースで推移し、売上高は 795百万

円、営業利益は 66百万円、経常利益は 61百万円となりました。また、連結子会社の増資による持分

変動に伴い持分変動損を特別損失として21百万円計上しましたので四半期純利益は9百万円となりま

した。 

 

＜訂正後＞ 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第１四半期におけるわが国経済は、原油の高騰や金利上昇等の不安要素はあるものの、企業収益の

好調を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善、また個人消費の回復などにより、景況感は堅調に推移

しておりました。 
 情報サービス産業におきましては、企業業績の回復と共に緩やかながら情報化投資の拡大が期待され

ている半面、受注競争の激化や顧客の低価格要請等により、収益面では依然として厳しい状況が続いて

おります。 
 このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、前期末に株式会社オープンストリームを

連結子会社化し、また当第1四半期には株式会社チェンジビジョンを連結子会社化いたしました。これ

により、これまでの当社独自のenThologyをベースとした要求開発などのコンサルティングに加え、株
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式会社オープンストリームのオープンアーキテクチャに特化したシステム開 

発や株式会社チェンジビジョンが有するシステム可視化ツール「JUDE」の販売といった、幅広いサービ

スの提供が可能となり、グループ企業としての更なる企業価値の向上と、情報化投資および製造分野の

ソフトウェア開発における総合的なソリューションの提供に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期の売上高及び損益は、予想をやや上回るペースで推移し、売上高は795百万円、

営業利益は66百万円、経常利益は63百万円となりました。また、連結子会社の増資による持分変動に

伴い持分変動損を特別損失として21百万円計上しましたので四半期純利益は10百万円となりました。 

 
平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）3ページ 
＜訂正前＞ 
（２）連結財政状態の変動状況                    （百万円未満切捨） 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり 

純 資 産 
 百万円 百万円 ％ 円    銭 

19年３月期第１四半期 2,780 1,861 55.8 66,438 08 

18年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― 

(参考)18年３月期 2,626 1,562 59.4 55,796 56 

 
＜訂正後＞ 
（２）連結財政状態の変動状況                    （百万円未満切捨） 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり 

純 資 産 
 百万円 百万円 ％ 円    銭 

19年３月期第１四半期 2,782 1,862 55.7 55,474 79 

18年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― 

(参考)18年３月期 2,626 1,562 59.4 55,796 56 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）3ページ 
＜訂正前＞ 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
① 当第１四半期末の財政状態 
財政状態につきましては、総資産2,780百万円、負債の部合計918百万円となり、純資産の部合計

は1,861百万円となりました。 
② 当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは、39百万円の収入となりました。これは税金等調整前第１

四半期純利益が39百万円となり、減価償却費29百万円の計上や賞与引当金の増加42百万円といっ

たキャッシュ・フロー増加要因が発生した一方で、減少要因として法人税等の支払い 40百万円や、

売上債権が29百万円増加したことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取

得などにより73百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、連結子会社の増資や新株予約権の行使に係る少数株主から

の払込みが24百万円ありましたが、短期借入金の返済や配当金の支払いなどにより 13百万円の収

入となりました。 
 
＜訂正後＞ 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
① 当第１四半期末の財政状態 
財政状態につきましては、総資産2,782百万円、負債の部合計919百万円となり、純資産の部合計

は1,862百万円となりました。 
③ 当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは、39百万円の収入となりました。これは税金等調整前第１

四半期純利益が42百万円となり、減価償却費29百万円の計上や賞与引当金の増加42百万円といっ

たキャッシュ・フロー増加要因が発生した一方で、減少要因として法人税等の支払い 40百万円や、

売上債権が29百万円増加したことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取

得などにより73百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、連結子会社の増資や新株予約権の行使に係る少数株主から

の払込みが24百万円ありましたが、短期借入金の返済や配当金の支払いなどにより 13百万円の収

入となりました。 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）5ページ 
＜訂正前＞ 
４．四半期連結財務諸表等 

(1) 四半期連結貸借対照表 
 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金 ※１ 759,754   780,383   

２ 売掛金  599,548   554,653   

３ たな卸資産  6,220   5,471   

４ その他  38,871   35,607   

 貸倒引当金  △5,000   △5,000   

流動資産合計   1,399,394 50.3  1,371,115 52.2 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※２ 74,027   74,182   

２ 無形固定資産        

 (1) ソフトウェア  169,232   55,229   

(2) ソフトウェア仮勘定  153,949   102,889   

(3) 連結調整勘定  ―   528,668   

(4) のれん  498,162   ―   

 (5) その他  237   237   

  無形固定資産合計  821,581   687,024   

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  317,015   325,876   

(2) その他  168,388   168,730   

投資その他の資産合計  485,404   494,607   

固定資産合計   1,381,013 49.7  1,255,813 47.8 

資産合計   2,780,407 100.0  2,626,929 100.0 
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＜訂正後＞ 
４．四半期連結財務諸表等 

(2) 四半期連結貸借対照表 
 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金 ※１ 759,754   780,383   

２ 売掛金  599,548   554,653   

３ たな卸資産  6,220   5,471   

４ その他  41,193   35,607   

 貸倒引当金  △5,000   △5,000   

流動資産合計   1,401,716 50.4  1,371,115 52.2 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※２ 74,027   74,182   

２ 無形固定資産        

 (1) ソフトウェア  169,232   55,229   

(2) ソフトウェア仮勘定  153,949   102,889   

(3) 連結調整勘定  ―   528,668   

(4) のれん  498,162   ―   

 (5) その他  237   237   

  無形固定資産合計  821,581   687,024   

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  317,015   325,876   

(2) その他  168,388   168,730   

投資その他の資産合計  485,404   494,607   

固定資産合計   1,381,013 49.6  1,255,813 47.8 

資産合計   2,782,729 100.0  2,626,929 100.0 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）6ページ 
＜訂正前＞ 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金  113,471   97,984   

２ 短期借入金 ※1,3 612,470   618,030   

３ 賞与引当金  42,662   ―   

４ その他  148,816   195,176   

流動負債合計   917,420 33.0  911,190 34.7 

Ⅱ 固定負債        

１ その他  1,461   10,143   

固定負債合計   1,461 0.0  10,143 0.4 

負債合計   918,881 33.0  921,334 35.1 

        

(少数株主持分)        

  少数株主持分   ― ―  143,291 5.5 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   ― ―  772,550 29.4 

Ⅱ 資本剰余金   ― ―  657,110 25.0 

Ⅲ 利益剰余金 ※４  ― ―  118,317 4.5 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  ― ―  14,326 0.5 

資本合計   ― ―  1,562,303 59.4 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  ― ―  2,626,929 100.0 
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＜訂正後＞ 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金  113,471   97,984   

２ 短期借入金 ※1,3 612,470   618,030   

３ 賞与引当金  42,662   ―   

４ その他  149,809   195,176   

流動負債合計   918,413 33.0  911,190 34.7 

Ⅱ 固定負債        

１ その他  1,461   10,143   

固定負債合計   1,461 0.1  10,143 0.4 

負債合計   919,874 33.1  921,334 35.1 

        

(少数株主持分)        

  少数株主持分   ― ―  143,291 5.5 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   ― ―  772,550 29.4 

Ⅱ 資本剰余金   ― ―  657,110 25.0 

Ⅲ 利益剰余金 ※４  ― ―  118,317 4.5 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  ― ―  14,326 0.5 

資本合計   ― ―  1,562,303 59.4 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  ― ―  2,626,929 100.0 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）7ページ 
＜訂正前＞ 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

 １ 資本金   772,550 27.8  ― ― 

 ２ 資本剰余金   657,110 23.6  ― ― 

 ３ 利益剰余金 ※４  120,629 4.4  ― ― 

   株主資本合計   1,550,289 55.8  ― ― 

 Ⅱ 評価・換算差額等        

 １ その他有価証券評価差
額金 

  1,676 0.1  ― ― 

  評価・換算差額等合計   1,676 0.1  ― ― 

 Ⅲ 少数株主持分   309,560 11.1  ― ― 

   純資産合計   1,861,526 67.0  ― ― 

   負債純資産合計   2,780,407 100.0  ― ― 

        

 
＜訂正後＞ 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

 １ 資本金   772,550 27.7  ― ― 

 ２ 資本剰余金   657,110 23.6  ― ― 

 ３ 利益剰余金 ※４  121,958 4.4  ― ― 

   株主資本合計   1,551,618 55.7  ― ― 

 Ⅱ 評価・換算差額等        

 １ その他有価証券評価差
額金 

  1,676 0.1  ― ― 

  評価・換算差額等合計   1,676 0.1  ― ― 

 Ⅲ 少数株主持分   309,560 11.1  ― ― 

   純資産合計   1,862,854 66.9  ― ― 

   負債純資産合計   2,782,729 100.0  ― ― 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）8ページ 
＜訂正前＞ 
(2) 四半期連結損益計算書 

 

  
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   795,089 100.0  788,046 100.0 

Ⅱ 売上原価   514,662 64.7  544,873 69.1 

売上総利益   280,426 35.3  243,173 30.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※  213,667 26.9  184,438 23.4 

営業利益   66,758 8.4  58,734 7.5 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息  33   79   

 ２ 受取配当金  1,853   800   

 ３ その他  874 2,760 0.3 569 1,448 0.2 

Ⅴ 営業外費用        

 １ 支払利息  2,177   109   

 ２ 新株発行費  2,096   5,051   

 ３ 株式交換関連費用  2,247   ―  
 
 

 ４ 持株会社設立関連費用  1,692   ―   

 ５ その他  51 8,264 1.0 1 5,162 0.7 

経常利益   61,254 7.7  55,021 7.0 

Ⅵ 特別利益        

 １ 投資有価証券売却益  ― ― ― 27,500 27,500 3.5 

Ⅶ 特別損失        

 １ 持分変動損  21,271 21,271 2.7 ― ― ― 

税金等調整前第１四半期
(当期)純利益 

  39,983 5.0  82,521 10.5 

法人税、住民税及び 
事業税 

 20,097   32,700   

法人税等調整額  1,349   1,382   

少数株主利益  9,223 30,671 3.8 ― 34,082 4.3 

第１四半期(当期)純利益   9,312 1.2  48,439 6.1 
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＜訂正後＞ 
(2) 四半期連結損益計算書 

 

  
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   795,089 100.0  788,046 100.0 

Ⅱ 売上原価   514,662 64.7  544,873 69.1 

売上総利益   280,426 35.3  243,173 30.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※  213,678 26.9  184,438 23.4 

営業利益   66,747 8.4  58,734 7.5 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息  33   79   

 ２ 受取配当金  1,853   800   

 ３ その他  874 2,760 0.3 569 1,448 0.2 

Ⅴ 営業外費用        

 １ 支払利息  2,177   109   

 ２ 新株発行費  2,096   5,051   

 ３ 持株会社設立関連費用  1,692   ―   

 ４ その他  51 6,017 0.7 1 5,162 0.7 

経常利益   63,490 8.0  55,021 7.0 

Ⅵ 特別利益        

 １ 投資有価証券売却益  ― ― ― 27,500 27,500 3.5 

Ⅶ 特別損失        

 １ 持分変動損  21,271 21,271 2.7 ― ― ― 

税金等調整前第１四半期
(当期)純利益 

  42,219 5.3  82,521 10.5 

法人税、住民税及び 
事業税 

 21,080   32,700   

法人税等調整額  1,274   1,382   

少数株主利益  9,223 31,578 4.0 ― 34,082 4.3 

第１四半期(当期)純利益   10,640 1.3  48,439 6.1 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）10ページ 
＜訂正前＞ 
(4) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 
評価・換算差

額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 
合計 

その他有価
証券評価差

額金 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高
(千円) 

772,550 657,110 118,317 1,547,977 14,326 143,291 1,705,595 

当第１四半期連結会計

期間の変動額 
       

剰余金の配当(千円)   △7,000 △7,000   △7,000 

第１四半期純利益

(千円) 
  9,312 9,312   9,312 

株主資本以外の項目
の当第１四半期連結

会計期間の変動額

(純額)(千円) 

    △12,650 166,269 153,618 

当第１四半期連結会計

期間の変動額合計(千

円) 

― ― 2,312 2,312 △12,650 166,269 155,930 

平成18年６月30日残高
(千円) 

772,550 657,110 120,629 1,550,289 1,676 309,560 1,861,526 

 

 
＜訂正後＞ 
(4) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 
評価・換算差
額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合計 

その他有価

証券評価差
額金 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高
(千円) 

772,550 657,110 118,317 1,547,977 14,326 143,291 1,705,595 

当第１四半期連結会計

期間の変動額 
       

剰余金の配当(千円)   △7,000 △7,000   △7,000 

第１四半期純利益

(千円) 
  10,640 10,640   10,640 

株主資本以外の項目
の当第１四半期連結

会計期間の変動額

(純額)(千円) 

    △12,650 166,269 153,618 

当第１四半期連結会計
期間の変動額合計(千

円) 

― ― 3,640 3,640 △12,650 166,269 157,259 

平成18年６月30日残高
(千円) 

772,550 657,110 121,958 1,551,618 1,676 309,560 1,862,854 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）11ページ 
＜訂正前＞ 
(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の要約 

連結キャッシュ・フロー 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31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 
   

税金等調整前第１四半期(当期)純

利益 
 39,983 82,521 

減価償却費  29,309 37,378 

のれん償却額  6,305 ― 

賞与引当金の増加額  42,662 ― 

受取利息及び受取配当金  △1,886 △879 

支払利息  2,177 109 

新株発行費  2,096 5,051 

株式交換関連費用  2,247 ― 

投資有価証券売却益  ― △27,500 

持分変動損  21,271 ― 

売上債権の増加額  △29,643 △25,988 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △748 5,432 

仕入債務の増減額（減少：△）  14,029 △16,606 

未払金の増減額（減少：△）  △46,939 2,813 

その他資産の減少額  3,091 882 

その他負債の増減額(減少：△)  △3,008 6 

その他  △653 ― 

小計  80,296 63,220 

利息及び配当金の受取額  1,890 879 

利息の支払額  △2,177 △809 

法人税等の支払額  △40,521 △45,791 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 39,487 17,498 
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＜訂正後＞ 
(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の要約 

連結キャッシュ・フロー 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31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 
   

税金等調整前第１四半期(当期)純

利益 
 42,219 82,521 

減価償却費  29,309 37,378 

のれん償却額  6,305 ― 

賞与引当金の増加額  42,662 ― 

受取利息及び受取配当金  △1,886 △879 

支払利息  2,177 109 

新株発行費  2,096 5,051 

投資有価証券売却益  ― △27,500 

持分変動損  21,271 ― 

売上債権の増加額  △29,643 △25,988 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △748 5,432 

仕入債務の増減額（減少：△）  14,029 △16,606 

未払金の増減額（減少：△）  △46,939 2,813 

その他資産の減少額  3,091 882 

その他負債の増減額(減少：△)  △2,997 6 

その他  △653 ― 

小計  80,296 63,220 

利息及び配当金の受取額  1,890 879 

利息の支払額  △2,177 △809 

法人税等の支払額  △40,521 △45,791 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 39,487 17,498 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）15ページ 
＜訂正前＞ 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

 当第１四半期連結会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は1,551,965千円であります。 

― 

 
 
＜訂正後＞ 
 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

 当第１四半期連結会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は1,553,294千円であります。 

― 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（連結）24ページ 
＜訂正前＞ 
(１株当たり情報) 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 66,483.08円

 

１株当たり純資産額 55,796.56円

 
１株当たり第１四半期純利益 322.58円

潜在株式調整後１株当たり 
第１四半期純利益金額 

322.15円

 

１株当たり当期純利益 1,729.99円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

1,673.31円

 
 当社は、平成18年２月20日付で株式１株につき

４株の株式分割を行っております。 

(注)１株当たり第１四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益金額の算定上の

基礎は以下のとおりであります。 

 
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額   

第１四半期(当期)純利益(千円) 9,312 48,439 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益 
(千円) 

9,312 48,439 

普通株式の期中平均株式数(株) 28,000 28,000 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額 
  

 第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― 

 普通株式増加数（株） 

  新株予約権 

 

905 

 

948 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類 
 株主総会の特別決議日 

      平成17年12月22日 

新株予約権の数   475個 

― 
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＜訂正後＞ 
(１株当たり情報) 

 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 55,474.79円

 

１株当たり純資産額 55,796.56円

 
１株当たり第１四半期純利益 380.03円

潜在株式調整後１株当たり 
第１四半期純利益金額 

368.12円

 

１株当たり当期純利益 1,729.99円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

1,673.31円

 
 当社は、平成18年２月20日付で株式１株につき

４株の株式分割を行っております。 

(注)１株当たり第１四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益金額の算定上の

基礎は以下のとおりであります。 

 
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額   

第１四半期(当期)純利益(千円) 10,640 48,439 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益 
(千円) 

10,640 48,439 

普通株式の期中平均株式数(株) 28,000 28,000 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額 
  

 第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― 

 普通株式増加数（株） 

  新株予約権 

 

905 

 

948 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類 
 株主総会の特別決議日 

      平成17年12月22日 

新株予約権の数   475個 

― 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（個別）27ページ 
＜訂正前＞ 
２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日） 
（１）経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年３月期第１四半期 427 (32.3) 53 (―) 49 (―) 27 (―)

18年３月期第１四半期 323 (31.1) △36 (―) △35 (―) △21 (―)

(参考)18年３月期 788  58  55  48   

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

19年３月期第１四半期 989 04 958 05 

18年３月期第１四半期 △3,139 64 ― ― 

(参考)18年３月期 1,729 99 1,673 31 

 
＜訂正後＞ 
２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日） 
（１）経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年３月期第１四半期 427 (32.3) 53 (―) 51 (―) 29 (―)

18年３月期第１四半期 323 (31.1) △36 (―) △35 (―) △21 (―)

(参考)18年３月期 788  58  55  48   

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

19年３月期第１四半期 1,036 49 1,004 02 

18年３月期第１四半期 △3,139 64 ― ― 

(参考)18年３月期 1,729 99 1,673 31 

 
平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（個別）27ページ 
＜訂正前＞ 
（２）財政状態の変動状況                        （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

19年３月期第１四半期 2,286 1,570 68.7 56,083 81 

18年３月期第１四半期 1,591 1,488 93.5 212,656 93 

(参考)18年３月期 2,296 1,562 68.0 55,796 56 

 
＜訂正後＞ 
（２）財政状態の変動状況                        （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 
１株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

19年３月期第１四半期 2,289 1,571 68.7 56,131 26 

18年３月期第１四半期 1,591 1,488 93.5 212,656 93 

(参考)18年３月期 2,296 1,562 68.0 55,796 56 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（個別）29ページ 
＜訂正前＞ 
５．四半期財務諸表等 

(1) 四半期貸借対照表 
 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３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           

１ 現金及び預金 ※１ 626,235   361,276   527,296   

２ 売掛金  246,817   420,429   390,268   

３ たな卸資産  20,399   3,506   884   

４ 繰延税金資産  21,731   ―   5,843   

５ その他  21,412   97,942   20,608   

 貸倒引当金  △5,000   △5,000   △5,000   

流動資産合計   931,596 58.5  878,155 38.4  939,900 40.9 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※２ 54,103   54,434   54,860   

２ 無形固定資産           

 (1) ソフトウェア  68,671   41,444   54,623   

 (2) その他  50,801   ―   73,045   

  無形固定資産合計  119,472   41,444   127,669   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  140,436   314,615   325,876   

(2) 関係会社株式  200,000   842,869   692,869   

(3) 差入保証金  102,478   102,478   102,478   

(4) その他  43,556   53,000   53,342   

投資その他の資産合計  486,471   1,312,963   1,174,566   

固定資産合計   660,048 41.5  1,408,842 61.6  1,357,096 59.1 

資産合計   1,591,644 100.0  2,286,997 100.0  2,296,997 100.0 
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＜訂正後＞ 
５．四半期財務諸表等 

(1) 四半期貸借対照表 
 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３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           

１ 現金及び預金 ※１ 626,235   361,276   527,296   

２ 売掛金  246,817   420,429   390,268   

３ たな卸資産  20,399   3,506   884   

４ 繰延税金資産  21,731   ―   5,843   

５ その他  21,412   100,264   20,608   

 貸倒引当金  △5,000   △5,000   △5,000   

流動資産合計   931,596 58.5  880,477 38.5  939,900 40.9 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※２ 54,103   54,434   54,860   

２ 無形固定資産           

 (1) ソフトウェア  68,671   41,444   54,623   

 (2) その他  50,801   ―   73,045   

  無形固定資産合計  119,472   41,444   127,669   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  140,436   314,615   325,876   

(2) 関係会社株式  200,000   842,869   692,869   

(3) 差入保証金  102,478   102,478   102,478   

(4) その他  43,556   53,000   53,342   

投資その他の資産合計  486,471   1,312,963   1,174,566   

固定資産合計   660,048 41.5  1,408,842 61.5  1,357,096 59.1 

資産合計   1,591,644 100.0  2,289,319 100.0  2,296,997 100.0 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（個別）30ページ 
＜訂正前＞ 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３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           

１ 買掛金  25,902   8,822   19,859   

２ 短期借入金 
※１ 
※３ 

―   600,000   600,000   

３ 未払法人税等  2,553   22,020   36,829   

４ その他  66,430   84,346   67,860   

流動負債合計   94,886 6.0  715,189 31.3  724,549 31.6 

Ⅱ 固定負債           

１ その他  8,160   1,461   10,143   

固定負債合計   8,160 0.5  1,461 0.0  10,143 0.4 

負債合計   103,046 6.5  716,650 31.3  734,693 32.0 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   772,550 48.5  ― ―  772,550 33.6 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  657,110   ―   657,110   

資本剰余金合計   657,110 41.3  ― ―  657,110 28.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 任意積立金     ―      

特別償却準備金 ※４ 1,594   ―   1,594   

２ 第１四半期(当期)未処 
分利益 

 46,305   ―   116,723   

利益剰余金合計   47,900 3.0  ― ―  118,317 5.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  11,038 0.7   ― ―  14,326 0.6 

資本合計   1,488,598 93.5  ― ―  1,562,303 68.0 

負債資本合計   1,591,644 100.0  ― ―  2,296,997 100.0 
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＜訂正後＞ 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３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           

１ 買掛金  25,902   8,822   19,859   

２ 短期借入金 
※１ 
※３ 

―   600,000   600,000   

３ 未払法人税等  2,553   23,013   36,829   

４ その他  66,430   84,346   67,860   

流動負債合計   94,886 6.0  716,182 31.3  724,549 31.6 

Ⅱ 固定負債           

１ その他  8,160   1,461   10,143   

固定負債合計   8,160 0.5  1,461 0.0  10,143 0.4 

負債合計   103,046 6.5  717,644 31.3  734,693 32.0 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   772,550 48.5  ― ―  772,550 33.6 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  657,110   ―   657,110   

資本剰余金合計   657,110 41.3  ― ―  657,110 28.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 任意積立金     ―      

特別償却準備金 ※４ 1,594   ―   1,594   

２ 第１四半期(当期)未処 
分利益 

 46,305   ―   116,723   

利益剰余金合計   47,900 3.0  ― ―  118,317 5.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  11,038 0.7   ― ―  14,326 0.6 

資本合計   1,488,598 93.5  ― ―  1,562,303 68.0 

負債資本合計   1,591,644 100.0  ― ―  2,296,997 100.0 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（個別）31ページ 
＜訂正前＞ 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３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 
(％) 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   ― ―  772,550 33.8  ― ― 

 ２ 資本剰余金            

  (1) 資本準備金  ―   657,110   ―   

    資本剰余金合計   ― ―  657,110 28.7  ― ― 

 ３ 利益剰余金           

  (1) その他利益剰余金           

   特別償却準備金 ※４   ―   1,195   ―   

      繰越利益剰余金  ―   137,814   ―   

    利益剰余金合計   ― ―  139,010 6.1  ― ― 

    株主資本合計   ― ―  1,568,670 68.6  ― ― 

 Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券評価差
額金 

  ― ― 1,676    ― ― 

  評価・換算差額等合計   ― ―  1,676 0.1  ― ― 

   純資産合計   ― ―  1,570,346 68.7  ― ― 

   負債純資産合計   ― ―  2,286,997 100.0  ― ― 
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＜訂正後＞ 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３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 
(％) 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   ― ―  772,550 33.8  ― ― 

 ２ 資本剰余金            

  (1) 資本準備金  ―   657,110   ―   

    資本剰余金合計   ― ―  657,110 28.7  ― ― 

 ３ 利益剰余金           

  (1) その他利益剰余金           

   特別償却準備金 ※４   ―   1,195   ―   

      繰越利益剰余金  ―   139,143   ―   

    利益剰余金合計   ― ―  140,339 6.1  ― ― 

    株主資本合計   ― ―  1,569,999 68.6  ― ― 

 Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券評価差
額金 

  ― ― 1,676    ― ― 

  評価・換算差額等合計   ― ―  1,676 0.1  ― ― 

   純資産合計   ― ―  1,571,675 68.7  ― ― 

   負債純資産合計   ― ―  2,289,319 100.0  ― ― 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（個別）32ページ 
＜訂正前＞ 
(2) 四半期損益計算書 

 

  
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   323,415 100.0  427,892 100.0  788,046 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  253,177 78.3  269,404 63.0  544,873 69.1 

売上総利益   70,238 21.7  158,487 37.0  243,173 30.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  106,833 33.0  105,018 24.5  184,438 23.4 

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △36,595 △11.3  53,469 12.5  58,734 7.5 

Ⅳ 営業外収益   1,015 0.3  2,049 0.5  1,448 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２  58 0.0  6,186 1.5  5,162 0.7 

経常利益又は 
経常損失（△） 

  △35,638 △11.0  49,332 11.5  55,021 7.0 

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ―  ― ―  27,500 3.5 

税引前第１四半期(当
期)純利益又は税引前
第１四半期純損失(△) 

  △35,638 △11.0  49,332 11.5  82,521 10.5 

法人税、住民税及び 
事業税 

 572   19,772   32,700   

法人税等調整額  △14,233 △13,660 △4.2 1,867 21,639 5.0 1,382 34,082 4.3 

第１四半期(当期)純利
益又は第１四半期純損
失(△) 

  △21,977 △6.8  27,693 6.5  48,439 6.2 

前期繰越利益   68,283   ―   68,283  

第１四半期(当期)未処
分利益 

  46,305   ―   116,723  
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＜訂正後＞ 
(2) 四半期損益計算書 

 

  
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   323,415 100.0  427,892 100.0  788,046 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  253,177 78.3  269,404 63.0  544,873 69.1 

売上総利益   70,238 21.7  158,487 37.0  243,173 30.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  106,833 33.0  105,029 24.5  184,438 23.4 

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △36,595 △11.3  53,458 12.5  58,734 7.5 

Ⅳ 営業外収益   1,015 0.3  2,049 0.5  1,448 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２  58 0.0  3,939 0.9  5,162 0.7 

経常利益又は 
経常損失（△） 

  △35,638 △11.0  51,568 12.1  55,021 7.0 

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ―  ― ―  27,500 3.5 

税引前第１四半期(当
期)純利益又は税引前
第１四半期純損失(△) 

  △35,638 △11.0  51,568 12.1  82,521 10.5 

法人税、住民税及び 
事業税 

 572   20,754   32,700   

法人税等調整額  △14,233 △13,660 △4.2 1,792 22,546 5.3 1,382 34,082 4.3 

第１四半期(当期)純利
益又は第１四半期純損
失(△) 

  △21,977 △6.8  29,021 6.8  48,439 6.2 

前期繰越利益   68,283   ―   68,283  

第１四半期(当期)未処
分利益 

  46,305   ―   116,723  

           

 



27 

 
平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（個別）33ページ 
＜訂正前＞ 
(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日）  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 特別償却準

備金 
繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 772,550 657,110 1,594 116,723 118,317 1,547,977 

当第１四半期会計期間の変動額       

特別償却準備金の取崩し 
(千円) 

― ― △398 398 ― ― 

剰余金の配当(千円) ― ― ― △7,000 △7,000 △7,000 

第１四半期純利益(千円) ― ― ― 27,693 27,693 27,693 

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間の変動額(純
額) (千円) 

― ― ― ― ― ― 

当第１四半期会計期間の変動額

合計(千円)  
― ― △398 21,091 20,693 20,693 

平成18年６月30日残高(千円)  772,550 657,110 1,195 137,814 139,010 1,568,670 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 

 

純資産合計 

平成18年３月31日現在(千円)  14,326 1,562,303 

当第１四半期会計期間の変動額   

特別償却準備金の取崩し 
(千円) 

― ― 

剰余金の配当(千円) ― △7,000 

第１四半期純利益(千円) ― 27,693 

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間の変動額(純
額) (千円) 

△12,650 △12,650 

当第１四半期会計期間の変動額

合計(千円)  
△12,650 8,042 

平成18年６月30日残高(千円)  1,676 1,570,346 
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＜訂正後＞ 
(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日）  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 特別償却準

備金 
繰越利益剰
余金 

利益剰余金
合計 

株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 772,550 657,110 1,594 116,723 118,317 1,547,977 

当第１四半期会計期間の変動額       

特別償却準備金の取崩し 
(千円) 

― ― △398 398 ― ― 

剰余金の配当(千円) ― ― ― △7,000 △7,000 △7,000 

第１四半期純利益(千円) ― ― ― 29,021 29,021 29,021 

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間の変動額(純
額) (千円) 

― ― ― ― ― ― 

当第１四半期会計期間の変動額

合計(千円)  
― ― △398 22,420 22,021 22,021 

平成18年６月30日残高(千円)  772,550 657,110 1,195 139,143 140,339 1,569,999 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 

 

純資産合計 

平成18年３月31日現在(千円)  14,326 1,562,303 

当第１四半期会計期間の変動額   

特別償却準備金の取崩し 
(千円) 

― ― 

剰余金の配当(千円) ― △7,000 

第１四半期純利益(千円) ― 29,021 

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間の変動額(純
額) (千円) 

△12,650 △12,650 

当第１四半期会計期間の変動額

合計(千円)  
△12,650 9,371 

平成18年６月30日残高(千円)  1,676 1,571,675 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（個別）37ページ 
＜訂正前＞ 
 

会計処理の変更 
 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期会計期間から、「固

定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は、

ありません。 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から、「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

これによる損益に与える影響は、

ありません。 

― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当第１四半期会計期間から「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありま

せん。 

 従来の「資本の部」の合計に相当す
る金額は1,570,346千円であります。 
 

― 
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＜訂正後＞ 
 

会計処理の変更 
 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期会計期間から、「固

定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は、

ありません。 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から、「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

これによる損益に与える影響は、

ありません。 

― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当第１四半期会計期間から「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありま

せん。 

 従来の「資本の部」の合計に相当す
る金額は1,571,675千円であります。 
 

― 
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（個別）39ページ 
＜訂正前＞ 
(四半期損益計算書関係) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,729千円

無形固定資産 15,358千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,907千円

無形固定資産 14,047千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 7,811千円

無形固定資産 29,566千円
 

※２    ― 

 

※ ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,056千円

株式交換関連

費用 

持株会社設立

関連費用 

2,247千円

1,692千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 5,051千円

 
 

※３    ― ※３    ― ※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券

売却益 
27,500千円

 

 

＜訂正後＞ 
(四半期損益計算書関係) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,729千円

無形固定資産 15,358千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,907千円

無形固定資産 14,047千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 7,811千円

無形固定資産 29,566千円
 

※２    ― 

 

※ ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,056千円

持株会社設立

関連費用 

1,692千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 5,051千円

 

 

※３    ― ※３    ― ※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券

売却益 
27,500千円
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平成 19年 3月期第 1四半期財務・業績概況（個別）43ページ 
＜訂正前＞ 
(１株当たり情報) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 212,656.93円

 

１株当たり純資産額 56,083.81円

 

１株当たり純資産額 55,796.56円

 
１株当たり第１四半期
純損失 

3,139.64円

 

１株当たり第１四半期
純利益 

989.04円

 

１株当たり当期純利益 1,729.99円

 
 潜在株式調整後１株当たり第１四

半期純利益金額については、ストッ

クオプション制度導入に伴う新株予

約権残高がありますが、１株当たり

第１四半期純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

  

 
潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額       958.05円 

 当社は、平成18年２月20日付で株

式１株につき、４株の株式分割を行

っております。 

 なお、当該株式分割が前第１四半

期会計期間期首に行われたと仮定し

た場合の前第１四半期会計期間にお

ける１株当たり情報 

１株当たり純資産額 53,164.23円 

１株当たり第１四半期純
損失 

784.91円 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額         1,673.31円 

 当社は、平成18年２月20日付で株

式１株につき、４株の株式分割を行

っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度

における１株当たり情報 

１株当たり純資産額 54,270.18円 

１株当たり当期純利益金

額 
2,674.47円 

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

2,629.46円 

 
(注)１株当たり第１四半期(当期)純利益又は１株当たり第１四半期純損失(△)の算定上の基礎は以下のとおりであり

ます。 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期(当期)純利益又は第１四半期

純損失（△）(千円) 
△21,977 27,693 48,439 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は第１四半

期純損失（△）(千円) 
△21,977 27,693 48,439 

普通株式の期中平均株式数(株) 7,000 28,000 28,000 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当
期）純利益金額 

   

 第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

 普通株式増加数（株） 

  新株予約権 

 

― 

 

905 

 

948 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり第１四半期(当期)純利益

金額の算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

新株予約権１種類 
株主総会の特別決議日 

   平成15年12月22日 

（新株予約権の数 561個） 

新株予約権１種類 
株主総会の特別決議日 

   平成17年12月22日 

（新株予約権の数 475個） 

― 
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＜訂正後＞ 
(１株当たり情報) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 212,656.93円

 

１株当たり純資産額 56,131.26円

 

１株当たり純資産額 55,796.56円

 
１株当たり第１四半期
純損失 

3,139.64円

 

１株当たり第１四半期
純利益 

1,036.49円

 

１株当たり当期純利益 1,729.99円

 
 潜在株式調整後１株当たり第１四

半期純利益金額については、ストッ

クオプション制度導入に伴う新株予

約権残高がありますが、１株当たり

第１四半期純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

  

 
潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額       1,004.02円 

 当社は、平成18年２月20日付で株

式１株につき、４株の株式分割を行

っております。 

 なお、当該株式分割が前第１四半

期会計期間期首に行われたと仮定し

た場合の前第１四半期会計期間にお

ける１株当たり情報 

１株当たり純資産額 53,164.23円 

１株当たり第１四半期純
損失 

784.91円 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額         1,673.31円 

 当社は、平成18年２月20日付で株

式１株につき、４株の株式分割を行

っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度

における１株当たり情報 

１株当たり純資産額 54,270.18円 

１株当たり当期純利益金

額 
2,674.47円 

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

2,629.46円 

 
(注)１株当たり第１四半期(当期)純利益又は１株当たり第１四半期純損失(△)の算定上の基礎は以下のとおりであり

ます。 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期(当期)純利益又は第１四半期

純損失（△）(千円) 
△21,977 29,021 48,439 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は第１四半

期純損失（△）(千円) 
△21,977 29,021 48,439 

普通株式の期中平均株式数(株) 7,000 28,000 28,000 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当
期）純利益金額 

   

 第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

 普通株式増加数（株） 

  新株予約権 

 

― 

 

905 

 

948 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり第１四半期(当期)純利益

金額の算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

新株予約権１種類 
株主総会の特別決議日 

   平成15年12月22日 

（新株予約権の数 561個） 

新株予約権１種類 
株主総会の特別決議日 

   平成17年12月22日 

（新株予約権の数 475個） 

― 

 

 
 

以  上 


