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「平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）」の追加開示及び一部訂正 

ならびに「平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

平成 18 年 11 月 15 日に発表いたしました「平成 19年３月期 中間決算短信（連結）」につきまして追加

開示及び一部訂正、ならびに「平成 19年３月期 個別中間財務諸表の概要」につきまして一部訂正がござ

いますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．追加開示及び訂正の理由 

平成 18 年９月 1日の株式の新規取得に伴い㈱メディア・テクニカルが子会社となったため、当中間連

結会計期間より中間連結財務諸表を作成しております。なお、みなし取得日を同社の決算日（平成 18

年８月 31 日）としているため、当中間連結会計期間は貸借対照表のみを連結対象としております。 

「平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）」においては、「中間財務諸表のうち中間連結貸借対照表の

みが連結対象となるため、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書については作成していない」としておりましたが、半期報告書（自平成 18年４月１日 

至平成 18 年９月 30 日）につきましては、連結財務諸表本来の趣旨に基づき、すべての中間財務諸表を

連結ベースで作成することといたしました。これに伴い中間決算短信等の追加開示ならびに一部文言等

の訂正をさせていただくものです。 

 

２．追加・訂正箇所 

追加・訂正箇所は    線で示しております。 
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平成 19 年３月期 中間決算短信（連結） 

 

＜１ページ＞ 

１．平成 18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 

(1）連結経営成績 

（訂正前） 

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年９月中間期   － －   － －   － －

17 年９月中間期 － － － － － －

18 年３月期 －   －   －   

 

  中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭

18 年９月中間期   － －   －   －   －   －

17 年９月中間期 － － － － － －

18 年３月期 －   － － － －

（注）①みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間貸借対照表のみが連結対象となるため、平成 18 年９月中間期は記載しており

ません。 

②平成 19 年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成 17年９月中間期及び平成 18年３月期は記載しておりません。 

 

（訂正後） 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年９月中間期 7,609 －  456 －  447 －

17 年９月中間期 － － － － － －

18 年３月期 －   －   －   

 

  中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭

18 年９月中間期  267 －   51   76   47   84

17 年９月中間期 － － － － － －

18 年３月期 －   － － － －

（注）①平成 19年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成 17年９月中間期及び平成 18年３月期は記載しておりません。 
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＜１ページ＞ 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

  
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９月中間期   －   －   －   －

17 年９月中間期 － － － －

18 年３月期 － － － －

（注）①みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間貸借対照表のみが連結対象となるため、平成 18 年９月中間期は記載しており

ません。 

②平成 19 年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成 17年９月中間期及び平成 18年３月期は記載しておりません。 

 

（訂正後） 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  
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９月中間期  311 △790  268 1,827

17 年９月中間期 － － － －

18 年３月期 － － － －

（注）①平成 19年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成 17年９月中間期及び平成 18年３月期は記載しておりません。 
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平成 19 年３月期 中間決算短信（連結） 添付資料 

 

＜４ページ＞ 

３．経営成績及び財政状態 

（訂正前） 

当社の連結子会社は平成 18 年９月１日に株式取得し当中間連結会計期間より子会社となりましたので、みなし取得

日を平成 18 年８月 31 日としております。したがいまして、当中間連結会計期間は貸借対照表のみ連結しており、「(1) 

経営成績」及び「(2) 財政状態」につきましては、提出会社（当社）のみで記載しております。 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間は中間連結財務諸表の作成初年度であるため、前中間連結会計期間との対比は行っておりませ

ん。 

 

 

 

＜４～５ページ＞ 

(1) 経営成績 

（訂正前） 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、企業業績の好調さを背景にした設備投資の堅調な動きや雇用環境の改善、

個人消費の伸張が見られるなど、緩やかな拡大を続けておりますが、原油価格の高騰や国際情勢等の不安材料を抱え、

先行き不透明な状況も出ています。 

 このような状況のもと当社グループは、平成 20 年度に売上高 200 億円を達成すべく中期経営計画「ビジョン 200」

を策定し鋭意展開中であります。 

 販売事業におきましては、音響機器販売事業部門でデジタル・ミキシング・コンソールを放送局やコンテンツ制作

会社に販売したことに加え、映像製品の開発・製造・販売事業部門で当社が独自に開発した次世代LEDスーパー・プロ

セッサを組み込んだ新発売の自社製LEDディスプレイ・システム「ChromaLED」を海外の複数のレンタル会社や米国内

の著名商業施設向けに納入いたしました。 

 サービス事業におきましては、コンサート案件ならびに景気好況による企業の販促イベント案件等が堅調に推移し、

愛知万博案件が含まれていた前年同期の売上高を上回ることができました。 

 なお、前中間会計期間において、経営資源の有効活用を図るため東京都港区白金の事業所跡地を売却し、449 百万円

の特別利益を計上しております。 

 これらの結果、販売、サービス両事業ともに好調であったことから、売上高 7,609 百万円（前年同期比 10.0％増）、

営業利益 456 百万円（前年同期比 18.1％増）、経常利益 447 百万円（前年同期比 22.6％増）、中間純利益 267 百万円（前

年同期比 40.9％減）となりました。 

［販売事業］ 

 音響機器販売事業部門は、・・・（※省略）・・・ 

 これらの結果、販売事業の売上高は4,235 百万円（前年同期比 10.6％増）となりました。 

［サービス事業］ 

 コンサート音響事業部門は、・・・（※省略）・・・ 

 これらの結果、サービス事業の売上高は3,373 百万円（前年同期比 9.3％増）となりました。 
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（訂正後） 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の好調さを背景にした設備投資の堅調な動きや雇用環境の改

善、個人消費の伸張が見られるなど、緩やかな拡大を続けておりますが、原油価格の高騰や国際情勢等の不安材料を

抱え、先行き不透明な状況も出ています。 

 このような状況のもと当社グループは、平成 20 年度に売上高 200 億円を達成すべく中期経営計画「ビジョン 200」

を策定し鋭意展開中であります。 

 販売事業におきましては、音響機器販売事業部門でデジタル・ミキシング・コンソールを放送局やコンテンツ制作

会社に販売したことに加え、映像製品の開発・製造・販売事業部門で当社グループが独自に開発した次世代LEDスーパ

ー・プロセッサを組み込んだ新発売の自社製LEDディスプレイ・システム「ChromaLED」を海外の複数のレンタル会社

や米国内の著名商業施設向けに納入いたしました。 

 サービス事業におきましては、コンサート案件ならびに景気好況による企業の販促イベント案件等が堅調に推移し、

愛知万博案件が含まれていた前年同期の売上高を上回ることができました。 

 これらの結果、販売、サービス両事業ともに好調であったことから、売上高 7,609 百万円、営業利益 456 百万円、

経常利益 447 百万円、中間純利益 267 百万円となりました。 

［販売事業］ 

 音響機器販売事業部門は、・・・（※省略）・・・ 

 これらの結果、販売事業の売上高は4,235 百万円となりました。 

［サービス事業］ 

 コンサート音響事業部門は、・・・（※省略）・・・ 

 これらの結果、サービス事業の売上高は3,373 百万円となりました。 
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＜５～６ページ＞ 

(2) 財政状態 

（訂正前） 

① 財政状態と流動性分析 

※省略 

② キャッシュ・フロー分析 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、1,677 百万円（前年同期比 19.3％

増）となりました。 

当中間会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそ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） 

営業活動の結果得られた資金は、311 百万円（前年同期比 32.0％減）となりました。 

資金の主な増加要因としては、仕入債務の増加 633 百万円、税引前中間純利益451 百万円及び減価償却費 286 百万円

の計上であります。また、主な減少要因としては、売上債権の増加 698 百万円、たな卸資産の増加 274 百万円及びそ

の他流動資産の増加 143 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、940 百万円（前年同期は 892 百万円の収入）となりました。 

 これは主に、子会社設置に伴う株式の取得による支出 542 百万円、有形固定資産の取得による支出 494 百万円によ

るものであります。また、主な増加要因としては、有形固定資産の売却による収入 114 百万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） 

財務活動の結果得られた資金は、268 百万円（前年同期は 914 百万円の支出）となりました。 

 資金の主な増加要因としては、短期借入金の増加 400 百万円（純額）及び長期借入れによる収入 500 百万円であり

ます。また、主な減少要因としては、長期借入金の返済による支出 480 百万円及び配当金の支払 177 百万円でありま

す。 

（キャッシュ・フロー指標の推移） 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） － 29.6 35.0 49.4 44.0

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 111.5 72.0

債務償還年数（年） －  － 3.7 1.9 4.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） －  － 45.4 32.8 41.4

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数（自己株式控除後）により算出し

ております。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

※平成 17 年３月期中間は、中間財務諸表を作成していないため記載しておりません。

※平成 17 年３月期期末及び平成 18 年３月期中間の時価ベースの自己資本比率につきましては、当社株式は非上場・

未登録であったため記載しておりません。 

※平成 17 年３月期期末につきましては、連結財務諸表を作成しているため、債務償還年数及びインタレスト・カバレ

ッジ・レシオの指標の記載を省略しております。 
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（訂正後） 

※財政状態と流動性分析の項目は削除 

① キャッシュ・フロー分析 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、1,827 百万円となりました。 

当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそ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） 

営業活動の結果得られた資金は、311 百万円となりました。 

 資金の主な増加要因としては、仕入債務の増加 633 百万円、税金等調整前中間純利益451 百万円及び減価償却費 286

百万円の計上であります。また、主な減少要因としては、売上債権の増加 698 百万円、たな卸資産の増加 274 百万円

及びその他流動資産の増加 143 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、790 百万円となりました。 

 これは主に、新規連結子会社株式取得に伴う純支出 392 百万円、有形固定資産の取得による支出 494 百万円であり

ます。また、主な増加要因としては、有形固定資産の売却による収入 114 百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、268 百万円となりました。 

資金の主な増加要因としては、短期借入金の増加 400 百万円（純額）及び長期借入れによる収入 500 百万円であり

ます。また、主な減少要因としては、長期借入金の返済による支出 480 百万円及び配当金の支払 177 百万円でありま

す。 

（キャッシュ・フロー指標の推移） 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） － 29.6  －  － 43.1

時価ベースの自己資本比率（％） － － －  － 70.6

債務償還年数（年） － 5.8  －  － 4.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 12.2  －  － 41.4

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数（自己株式控除後）により算出し

ております。 

※営業キャッシュ・フローは、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。 

※平成 17 年３月期中間、平成 18 年３月期中間及び平成 18 年３月期期末は、中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作

成していないため記載しておりません。

※平成 17 年３月期期末の時価ベースの自己資本比率につきましては、当社株式は非上場・未登録であったため記載し

ておりません。 



8 

 

＜８ページ＞ 

(4) 事業等のリスク 

⑥ 近の経営成績について 

（訂正前） 

回次 第 44 期中間

決算年月 平成 18 年９月

連結経営指標   

売上高 （千円）   －

経常利益 （千円）   －

中間（当期）純利益又は当期純損失（△） （千円）   －

提出会社の経営指標   

売上高 （千円） 7,609,292

経常利益 （千円） 447,248

中間（当期）純利益又は当期純損失（△） （千円） 267,015

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） （千円） －

（注）※省略 

 当社グループの 近２連結会計年度並びに当社の 近４事業年度における経営成績の推移は、・・・（※省略） 

 

（訂正後） 

回次 第 44 期中間

決算年月 平成 18 年９月

連結経営指標   

売上高 （千円） 7,609,292

経常利益 （千円） 447,248

中間（当期）純利益又は当期純損失（△） （千円） 267,015

提出会社の経営指標   

売上高 （千円） 7,609,292

経常利益 （千円） 447,248

中間（当期）純利益又は当期純損失（△） （千円） 267,015

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） （千円） －

（注）※省略 

 当社グループの 近３連結会計年度並びに当社の 近４事業年度における経営成績の推移は、・・・（※省略） 
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４．中間連結財務諸表等 

(2）中間連結損益計算書 

（訂正前） 

当中間連結会計期間は、みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間財務諸表のうち中間貸借対照表のみが

連結対象であるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。 

 

（訂正後） 

※文章削除、以下新規追加 
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当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

        

Ⅰ 売上高    7,609,292 100.0 

Ⅱ 売上原価    5,364,659 70.5 

売上総利益    2,244,632 29.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,788,336 23.5 

営業利益    456,296 6.0 

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息   36    

２ 受取配当金   2,024    

３ 仕入割引   11,493    

４ 保険金収入   4,646    

５ 受取損害賠償金   2,855    

６ その他   4,733 25,790 0.3 

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息   15,934    

２ 為替差損   4,866    

３ 支払手数料   10,964    

４ その他   3,073 34,838 0.5 

経常利益    447,248 5.8 

Ⅵ 特別利益       

１ 固定資産売却益 ※２ 2,315    

２ 貸倒引当金戻入益   4,973 7,288 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産除却損 ※３ 2,929 2,929 0.0 

税金等調整前中間純利益    451,607 5.9 

法人税、住民税及び事業税   187,503    

法人税等調整額   △2,911 184,591 2.4 

中間純利益    267,015 3.5 
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(3）中間連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

当中間連結会計期間は、みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間財務諸表のうち中間貸借対照表のみが

連結対象であるため、中間連結株主資本等計算書は作成しておりません。 

 

（訂正後） 

※文章削除、以下新規追加 
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当中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高 

（千円） 1,572,709 1,925,823 1,460,562 △193 4,958,901

中間連結会計期間中の変動額 

 新株の発行 13,280 13,280    26,560

 剰余金の配当（注）   △180,246   △180,246

 役員賞与（注）   △34,700   △34,700

 中間純利益   267,015   267,015

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）       

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 13,280 13,280 52,069 － 78,629

平成 18 年９月 30 日残高 

（千円） 1,585,989 1,939,103 1,512,631 △193 5,037,531

 

  評価・換算差額等 

  

その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算

差額等合計

新株予約権 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（千円） 45,398 － 45,398 42,900 5,047,200

中間連結会計期間中の変動額 

 新株の発行      26,560

 剰余金の配当（注）      △180,246

 役員賞与（注）      △34,700

 中間純利益      267,015

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） △7,529 △5,930 △13,459 － △13,459

中間連結会計期間中の変動額 

合計            （千円） △7,529 △5,930 △13,459 － 65,169

平成 18 年９月 30 日残高 

（千円） 37,869 △5,930 31,938 42,900 5,112,370

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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＜13 ページ＞ 

(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

当中間連結会計期間は、みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間財務諸表のうち中間貸借対照表のみが

連結対象であるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

（訂正後） 

※文章削除、以下新規追加 
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当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間純利益   451,607 

減価償却費   286,335 

無形固定資産償却費   20,573 

退職給付引当金の増加額   35,964 

貸倒引当金の減少額   △4,973 

賞与引当金の増加額   62,562 

役員賞与引当金の増加額   17,952 

受取利息及び受取配当金   △2,061 

支払利息   15,934 

為替差益   △490 

為替予約評価差損   1,580 

固定資産売却益   △2,315 

固定資産除却損   2,929 

売上債権の増加額   △698,971 

たな卸資産の増加額   △274,985 

その他流動資産の増加額   △143,067 

仕入債務の増加額   633,902 

その他流動負債の減少額   △37,145 

役員賞与の支払額   △34,700 

その他   1,056 

小計   331,689 

利息及び配当金の受取額   2,061 

利息の支払額   △15,057 

役員退職金の支払額   △576 

法人税等の支払額   △6,740 

営業活動によるキャッシュ・フロー   311,376 
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当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出   △248 

新規連結子会社株式取得に伴う純支出 ※２ △392,833 

有形固定資産の取得による支出  △494,015 

有形固定資産の売却による収入   114,015 

無形固定資産の取得による支出   △9,144 

その他   △8,581 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △790,807 

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額   400,000 

長期借入れによる収入   500,000 

長期借入金の返済による支出   △480,500 

株式の発行による収入   26,560 

配当金の支払額   △177,516 

財務活動によるキャッシュ・フロー   268,543 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   490 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △210,397 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,037,568 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 1,827,170 
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＜16 ページ＞ 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

    至 平成 18 年９月 30 日） 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲 

当中間連結会計期間は、貸借対照表のみが連結対象となるため、中間連結キャッ

シュ・フロー計算書は作成しておりません。 

 

（訂正後） 

項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

    至 平成 18 年９月 30 日） 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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

短期投資からなっております。 
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注記事項 

（中間連結損益計算書関係） 

（訂正前） 

当中間連結会計期間は、みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間財務諸表のうち中間貸借対照表のみ

が連結対象であるため、中間連結損益計算書関係の記載はしておりません。 

 

（訂正後） 

※文章削除、以下新規追加 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

※１ 

 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。 

  給与  588,992 千円 

  
賞与引当金

繰入額  
174,763 千円 

  
役員賞与引

当金繰入額  
17,952 千円 

  
退職給付費

用 
49,972 千円 

※２ 固定資産売却益の内訳 

  
機械装置及

び運搬具 
2,231 千円 

 その他 83 千円 

    計 2,315 千円 

※３ 固定資産除却損の内訳 

  
建物及び構

築物 
1,490 千円 

  
機械装置及

び運搬具 
1,277 千円 

  その他 161 千円 
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    計 2,929 千円 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

（訂正前） 

当中間連結会計期間は、みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間財務諸表のうち中間貸借対照表のみ

が連結対象であるため、中間連結株主資本等変動計算書関係の記載はしておりません。 

 

（訂正後） 

※文章削除、以下新規追加 
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当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
前連結会計年度末株

式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式      

   普通株式 （注） 5,149,940 41,500 － 5,191,440

合計 5,149,940 41,500 － 5,191,440

 自己株式      

   普通株式  50 － － 50

合計 50 － － 50

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 41,500 株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 41,500 株 

であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 前連結会計年

度末 

当中間連結会

計期間増加

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

当中間連結会計

期間末残高 

（千円） 

平成 16 年９月 15 日取締役会決議 

（第２回新株予約権） 
普通株式 220,000 － － 220,000 42,900

提出会社 

ストック・オプションとしての 

新株予約権 
－ － 

合計 － 42,900

 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成 18 年 6月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 180,246 35.00 平成18年３月31日 平成 18 年６月 29 日

（注）普通配当 30 円と上場記念配当５円で 35 円配当となっております。 

 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成 18 年 11 月 15 日 

取締役会 
普通株式 77,870 利益剰余金 15.00 平成18年9月30日 平成 18年 12月 14 日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（訂正前） 

当中間連結会計期間は、みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間財務諸表のうち中間貸借対照表のみ

が連結対象であるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書関係の記載はしておりません。 

 

（訂正後） 

※文章削除、以下新規追加 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

   至 平成 18 年９月 30 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 18 年９月 30 日現在）   

  現金及び預金 2,055,713 千円   

   計 2,055,713 千円   

  預入期間が 3 ヶ月を超え

る定期預金 
△228,542 千円   

  現金及び現金同等物 1,827,170 千円   

     

※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㈱メディア・テクニカルを連

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

に新規連結子会社株式の取得価額と新規連結子会社取得

に伴う純支出との関係は次のとおりであります。 

  流動資産 607,423 千円   

  固定資産 167,374 千円   

  流動負債 △150,265 千円   

  固定負債 △34,450 千円   

  評価・換算差額等 △45 千円   

  負ののれん △47,883 千円   

  新規連結子会社株式の取

得価額 
542,153 千円   

  新規取得連結子会社   

  現金及び現金同等物 
△149,320 千円

  

  差引：新規連結子会社取

得に伴う純支出 
392,833 千円   
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① リース取引 

（訂正前） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

   

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  

 
 当中間連結会計期間は、中間連結損益計算書を作成していない

ため、記載を省略しております。  

      

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

     

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

 支払リース料 129,078 千円   

 減価償却費相当額 121,246 千円   

 支払利息相当額 7,939 千円   
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⑤ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

（訂正前） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 当中間連結会計期間は、みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間財務諸表のうち中間貸借対照表のみ

が連結対象であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

※文章削除、以下新規追加 

  
販売事業 

（千円） 

サービス事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

  売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 4,235,777 3,373,514 7,609,292 － 7,609,292

(2) 

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
41,719 257,053 298,773 (298,773) －

   計 4,277,496 3,630,568 7,908,065 (298,773) 7,609,292

  営業費用 4,150,961 3,129,162 7,280,124 (127,128) 7,152,995

  営業利益 126,535 501,405 627,941 (171,644) 456,296

（注）１．事業区分の方法 

事業は、事業形態の類似性等を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

販売事業   業務用音響機器の販売及びメンテナンス、映像製品の開発・製造・販売及びメンテナンス等 

サービス事業 コンサート及びイベント用音響、映像機材のレンタル、運用又はオペレーション等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 171,644 千円であり、その主なも

のは、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

（訂正前） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間は、みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間財務諸表のうち中間貸借対照表のみ

が連結対象であるため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 
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＜21 ページ＞ 

ｃ．海外売上高 

（訂正前） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

当中間連結会計期間は、みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間財務諸表のうち中間貸借対照表のみ

が連結対象であるため、海外売上高は記載しておりません。 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

※文章削除、以下新規追加 

  北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 601,291 380,148 24,340 1,005,779

Ⅱ 連結売上高（千円）  7,609,292

Ⅲ 

 

連結売上高に占める海外売上高 

の割合（％） 
7.9 5 0.3 13.2

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米………米国 

(2）欧州………イギリス、フランス、スウェーデン、ドイツ、ベルギー 

(3）アジア……韓国 

３．海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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＜21 ページ＞ 

（１株当たり情報） 

（訂正前） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

１株当たり純資産額 976.52 円  

なお、１株当たり中間純利益金額、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、

中間連結損益計算書を作成していないため記載しておりません。 

     

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年９月 30 日） 

１株当たり純資産額 976.52 円 

１株当たり 

中間純利益金額 
51.76 円 

潜在株式調整後 

１株当たり 

中間純利益金額 

47.84 円 

    

（注）１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

※以下新規追加 

  

当中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

 至 平成 18 年９月 30 日) 

１株当たり中間純利益金額   

 中間純利益（千円） 267,015   

 普通株主に帰属しない金額（千円） －   

 （うち利益処分による役員賞与金） (－ ) 

 普通株式に係る中間純利益（千円） 267,015   

 期中平均株式数（千株） 5,159   

    

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額 
  

 中間純利益調整額（千円） －   

 普通株式増加数（千株） 422   

 （うち新株予約権） (422 ) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

     

 

 

 



24 

 

＜22 ページ＞ 

５．生産、受注及び販売の状況 

（訂正前） 

当中間連結会計期間は、みなし取得日を平成 18 年８月 31 日としており、中間財務諸表のうち貸借対照表のみが連

結対象となるため、当社の状況を記載しております。 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間は中間連結財務諸表の作成初年度であるため、前中間連結会計期間との対比は行っておりませ

ん。 

 

 

 

＜22 ページ＞ 

(1) 生産実績 

（訂正前） 

当中間会計期間の生産実績を事業形態別ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業形態別名称 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

    至 平成 18 年９月 30 日） 

前年同期比（％） 

販売事業   （千円） 335,149  44.0 

（注）※省略 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

    至 平成 18 年９月 30 日） 

販売事業   （千円） 335,149  

（注）※省略 
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＜22 ページ＞ 

(2) 受注状況 

（訂正前） 

当中間会計期間の受注状況を事業形態別ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業形態別名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

販売事業 367,020 45.2 7,230 1.6 

（注）※省略 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円） 

販売事業 367,020 7,230 

（注）※省略 

 

 

 

＜22 ページ＞ 

(3) 商品仕入実績 

（訂正前） 

当中間会計期間の商品仕入実績を事業形態別ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業形態別名称 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

    至 平成 18 年９月 30 日） 

前年同期比（％） 

販売事業    （千円） 1,960,151 109.4 

サービス事業  （千円） 1,141 7.8 

  合計    （千円） 1,961,292 108.5 

（注）※省略 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

    至 平成 18 年９月 30 日） 

販売事業    （千円） 1,960,151 

サービス事業  （千円） 1,141 

  合計    （千円） 1,961,292 

（注）※省略 
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＜22 ページ＞ 

(4) 販売実績 

（訂正前） 

当中間会計期間の販売実績を事業形態別ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業形態別名称 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年４月 １日 

    至 平成 18 年９月 30 日） 

前年同期比（％） 

販売事業    （千円） 4,235,777 110.6 

サービス事業  （千円） 3,373,514 109.3 

  合計    （千円） 7,609,292 110.0 

（注）※省略 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

     至 平成 18 年９月 30 日） 

販売事業    （千円） 4,235,777 

サービス事業  （千円） 3,373,514 

  合計    （千円） 7,609,292 

（注）※省略 
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平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要 

 

＜23 ページ＞ 

１．平成 18 年９月中間期の業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 

(3）キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  
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９月中間期  311 △940  268 1,677

17 年９月中間期 457 892 △914 1,406

18 年３月期 1,273 399 △604 2,037

 

（訂正後） 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

  
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９月中間期   －   －   －   －

17 年９月中間期 457 892 △914 1,406

18 年３月期 1,273 399 △604 2,037

（注）①平成 18 年９月中間期は、中間連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フローの状況については記載しておりません。 



28 

 

平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要 添付資料 

 

＜30～31 ページ＞ 

６．個別中間財務諸表等 

(4）中間キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

※表省略 

（訂正後） 

※以下の文章を追加、表より当中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）と対前中間期比の項

目を削除 

当中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）については、中間連結財務諸表を作成しているた

め、中間キャッシュ・フロー計算書は記載しておりません。 

 

 

 

＜34 ページ＞ 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

7 中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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

い短期投資からなっております。

同   左 同   左 

 

（訂正後） 

7 中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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

い短期投資からなっております。

                手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、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

い短期投資からなっております。
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＜36 ページ＞ 

表示方法の変更 

（訂正前） 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

     至 平成 18 年９月 30 日） 

(中間貸借対照表) 

１．前中間会計期間まで区分掲記しておりました「土地」

（当中間会計期間末残高は 404,627 千円）は、当中間

会計期間末において金額的重要性が乏しくなったた

め、有形固定資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

２．前中間会計期間まで区分掲記しておりました「繰延

税金資産」（当中間会計期間末残高は 201,864 千円）は、

当中間会計期間末において金額的重要性が乏しくなっ

たため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示

しております。 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

前中間会計期間まで区分掲記しておりました投資活動

によるキャッシュ・フローの「保険積立金の取崩による

収入」（当中間会計期間末残高は 1,712 千円）は、当中間

会計期間末において金額的重要性が乏しくなったため、

投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示しております。 

 

（訂正後） 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 

     至 平成 18 年９月 30 日） 

(中間貸借対照表) 

１．前中間会計期間まで区分掲記しておりました「土地」

（当中間会計期間末残高は 404,627 千円）は、当中間

会計期間末において金額的重要性が乏しくなったた

め、有形固定資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

２．前中間会計期間まで区分掲記しておりました「繰延

税金資産」（当中間会計期間末残高は 201,864 千円）は、

当中間会計期間末において金額的重要性が乏しくなっ

たため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示

しております。 

※中間キャッシュ・フロー計算書の項目を削除 
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＜40 ページ＞ 

注記事項 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

（訂正前） 

当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

発行済株式      

  普通株式 （注） 5,149,940 41,500   － 5,191,440 

合計 5,149,940 41,500   － 5,191,440 

自己株式      

  普通株式  50 － － 50 

合計 50 － － 50 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 41,500 株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 41,500 株

であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

※省略 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

※省略 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 

※省略 

 

（訂正後） 

当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

自己株式      

  普通株式  50 － － 50 

合計 50 － － 50 

 

※以下の各項目を全て削除 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 
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＜41 ページ＞ 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

（訂正前） 

※表省略 

 

（訂正後） 

※以下の文章を追加、表より当中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）の項目を削除 

当中間会計期間につきましては、中間連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー計算書関係の注記に

つきましては、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております 

 

 

 

＜45 ページ＞ 

④ 持分法損益等 

当中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

（訂正前） 

該当事項はありません。 

 

（訂正後） 

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため持分法損益等に関する注記については、記載し

ておりません。 

 

 

 


