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平成 18 年 12 月 21 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 デ ュ オ シ ス テ ム ズ 

代表者名 代表取締役社長  宇田川 一則 

     （コード番号：3742 東証マザーズ） 

     問合せ先 コーポレートアドミニストレーション 

        電話（ 0 3 - 3 5 9 1 - 5 1 0 8 ） 

 

 

平成 19 年 3 月期中間決算短信資料の一部訂正等について 

 

 平成 18年 11 月 24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)及び個別中

間財務諸表の概要について、記載内容に表示の追加を行うとともに、一部訂正いたします。 

 

記 
１．表示の追加を行う事項 

 

【平成 19 年 3 月期 中間決算短信（連結）】 

Ｐ20 中間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) 

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

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

当中間連結会計期間から、「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年８月11日 実務対応報告第１号）を適用しておりま

す。 

従来は営業活動によるキャッシュ・フローの内訳と

して表示していた「新株発行費」は、当中間連結会計

期間より「株式交付費」として表示する方法に変更し

ております。 

 
――――― 
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【平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要】 

Ｐ9 会計方針の変更 
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） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至  平成18年３月31日） 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

  当中間会計期間から、「繰延資産の会計処理に関

する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年８月11日 実務対応報告第１号）を適用しており

ます。 

  従来は営業外費用の内訳として表示していた「新

株発行費」は、当中間会計期間より「株式交付費」と

して表示する方法に変更しております。 

 
 

 

Ｐ11 注記事項 (中間株主資本等変動計算書関係) 
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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 30,968 7,015 ― 37,983
 

（変動事由の概要） 
増加数の内訳は、次のとおりであります。 
 株式交換による増加 6,943 株 
 ストックオプションの権利行使による増加 72株 
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２．訂正する事項 

 （訂正箇所には下線を付しております。） 

 

【平成 19 年 3 月期 中間決算短信（連結）】 

 
Ｐ9 中間連結貸借対照表 

(訂正前) 

  
当中間連結会計期間末 
 (平成18年９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  30,841 ― 

２．短期借入金  483,000 200,000 

３．１年内返済予定長期 
借入金 

 140,480 23,200 

４．１年内償還予定社債  73,400 40,000 

５. 賞与引当金  

６．その他  

10,407

79,699

14,925 
 

48,489 

 流動負債合計  817,827 24.6  327,615 20.1

Ⅱ 固定負債           

１．社債  186,600 140,000 

２．長期借入金  260,300 35,200 

３．その他  4,024 ― 

 固定負債合計  450,924 13.6  175,200 10.8

 負債合計  1,268,752 38.2  502,815 30.9

   

（少数株主持分）   

    少数株主持分  ― ―  ― ―
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(訂正後) 

  
当中間連結会計期間末 
 (平成18年９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  30,841 ― 

２．短期借入金  483,000 200,000 

３．１年内返済予定長期 
借入金 

 140,480 23,200 

４．１年内償還予定社債  73,400 40,000 

５. 賞与引当金  

６．その他  

10,407

79,699

14,925 
 

49,489 

 流動負債合計  817,827 24.6  327,615 20.1

Ⅱ 固定負債           

１．社債  186,600 140,000 

２．長期借入金  260,300 35,200 

３．その他  4,024 ― 

 固定負債合計  450,924 13.6  175,200 10.8

 負債合計  1,268,752 38.2  502,815 30.9

   

（少数株主持分）   

    少数株主持分  ― ―  ― ―
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Ｐ18 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） 

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

５ 会計処理基準に関する事項 

(2) 重要な減価償却資産の 

    減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

建物      3～18年 

工具器具備品  4～15年 

(イ)有形固定資産 

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

建物      10～18年 

工具器具備品 4～15年  

 

(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） 

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

５ 会計処理基準に関する事項 

(2) 重要な減価償却資産の 

    減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

建物      3～18年 

工具器具備品  3～15年 

(イ)有形固定資産 

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

建物      10～18年 

工具器具備品 4～15年 

 

P20 中間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 
(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) 

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

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間連結会計期間から「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基準第７号）ならびに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

この結果、本会計基準等適用前においては販売費

及び一般管理費に含まれていた株式交換費用

102,966千円が、「のれん」の額に含まれることとな

ったため、販売費及び一般管理費が102,966千円減少

し、営業損失、経常損失及び税金等調整前中間純損

失がそれぞれ同額減少しております。 

 
――――― 
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(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) 

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

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間連結会計期間から「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基準第７号）並びに「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準適用指針第10号）を適用しております。

この結果、経常損失及び税金等調整前中間純損失

が102,966千円それぞれ減少しております。 

 
 

 
P21 表示方法の変更 
(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) 

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

（中間貸借対照表） 

「差入保証金」は前連結会計年度まで区分掲記し

ておりましたが、当中間連結会計期間末において、

資産の総額の100分の5を下回ったため、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当連結中間会計期間末の「差入保証金」は、

112,445千円であります。 

 

（中間連結損益計算書） 

前連結会計年度において営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「社債保証料」につい

ては、営業外費用の100分の10超となったため、当中

間連結会計期間より区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「社債保証料」は、530千

円であります。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

「未収消費税等及び未払消費税等の増減額」は前

連結会計年度において、営業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し

たが、当中間連結会計期間において金額的重要性が

増したことにより区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の「未収消費税等及び未払

消費税等の増減額」は、12,263千円であります。 

 

 

(訂正後) 

  削除 



  
 

 - 7 -

P25 注記事項  (有価証券関係) 
(訂正前) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券 

  ① 株式 

  ② その他 

 

2,948 

99,319 

 

― 

― 

合計 102,267 ― 

２ 時価評価されていない有価証券 

区分 
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券 

  ① 非上場株式 

  ② 投資事業組合出資金 

 

96,930 

6,060 

 

61,730 

6,060 

合計 102,990 67,790 

（2）子会社株式及び関連会社株式 

   関連会社株式 

 

13,693 

 

15,617 

合計 13,693 15,617 

 

(訂正後) 

当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額（千円） 

その他有価証券    

  ① 株式 2,047 2,948 900 

  ② その他 99,311 99,319 8 

計 101,358 102,267 908 
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２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 中間連結貸借対照表計上額 (千円) 

その他有価証券  

  ① 非上場株式  96,930 

  ② 投資事業組合出資金   6,060 

計 102,990 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額 (千円) 

その他有価証券  

  ① 非上場株式  61,730 

  ② 投資事業組合出資金   6,060 

計  67,790 

 
P26 注記事項  (デリバティブ取引関係) 
(訂正前) 

  当中間連結会計期間末（平成 18年 9 月 30 日） 

デリバティブ取引の契約等、時価及び評価損益 
対象物 
の種類 

取引の 
種類 

契約額等 
(千円) 

契約額等のうち 
1年超 (千円) 

時 価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金 利 スワップ 
取 引 200,000 200,000 195,975 △4,024

合 計 200,000 200,000 195,975 △4,024

 

 

(訂正後) 
  当中間連結会計期間末（平成 18年 9 月 30 日） 

デリバティブ取引の契約等、時価及び評価損益 

対象物 
の種類 

取引の 
種類 

契約額等 
(千円) 

契約額等のうち 
1年超 (千円) 

時 価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金 利 
スワップ 
取 引 

200,000 200,000 △4,024 △4,024

合 計 200,000 200,000 △4,024 △4,024

 (注) 時価の算定方法 

    時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
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【平成 19 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要】 
P8 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
(訂正前) 

項目 
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） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至  平成18年３月31日） 

２ 固定資産の減価

償却の方法 

(1)  有形固定資産 

定率法によっております。なお、主
な耐用年数は、以下のとおりでありま
す。 
建物      10～18年 
工具器具備品  4～15年 

(1)  有形固定資産 

同左 
 
 
 

 

 

(訂正後) 

項目 
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） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至  平成18年３月31日） 

２ 固定資産の減価

償却の方法 

(1)  有形固定資産 

定率法によっております。なお、主な

耐用年数は、以下のとおりであります。

建物       8～18年 

工具器具備品  3～15年 

(1)  有形固定資産 

定率法によっております。なお、主な

耐用年数は、以下のとおりであります。

建物      10～18年 

工具器具備品   4～15年 

 
P9 会計方針の変更 
(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） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至  平成18年３月31日） 

（企業結合に係る会計） 

当中間会計期間から「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第７号）ならびに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しております。 

この結果、本会計基準等適用前においては販売費及

び一般管理費に含まれていた株式交換費用102,966千

円が、関係会社株式の取得原価に含めることとしたた

め、販売費及び一般管理費が102,966千円減少し、営業

損失、経常損失及び税引前中間純損失がそれぞれ同額

減少しております。 
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(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） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至  平成18年３月31日） 

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間会計期間から「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しております。 

この結果、経常損失及び税引前中間純損失が102,966

千円それぞれ減少しております。 

 
 

 
P10 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） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至  平成18年３月31日） 

（貸借対照表関係） 

  「関係会社株式」は前事業年度まで、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間会計期間末において、資産の総額の100分の5

を超えたため区分掲記しました。 

なお、前事業年度末の「関係会社株式」は35,617

千円であります。 

 

  「差入保証金」は前事業年度まで、区分掲記して

おりましたが、当中間会計期間末において、資産の

総額の100分の5を下回ったため、投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当中間会計期間末の「差入保証金」は79,893

千円であります。 

 

 
(訂正後) 

削除 
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P11 注記事項 (中間損益計算書関係) 
(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） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
 至  平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息           2,402千円 
業務受託手数料    1,800千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息         128千円 
保険解約返戻金      197千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの  
支払利息         1,083千円 
社債利息        640千円 
社債保証料       985千円 

 
 
 
※３  
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息         652千円 
社債利息         228千円 
新株発行費       1,797千円 
コミットメントフィー   434千円 
社債保証料        530千円 
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 
関係会社株式評価損    34,382千円 
 

４ 減価償却実施額   
有形固定資産       2,875千円 
無形固定資産        387千円 

４ 減価償却実施額 
有形固定資産       1,715千円 
無形固定資産          350千円 
 

 
(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） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
 至  平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息           2,402千円 
業務受託手数料    1,800千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息         128千円 
保険解約返戻金      197千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの  
支払利息         1,083千円 
社債利息        640千円 
社債保証料       985千円 
株式交付費       470千円 

 
 
※３  
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息         652千円 
社債利息         228千円 
新株発行費       1,797千円 
コミットメントフィー   434千円 
社債保証料        530千円 
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 
関係会社株式評価損    34,382千円 
 

４ 減価償却実施額   
有形固定資産       2,875千円 
無形固定資産        387千円 

４ 減価償却実施額 
有形固定資産       1,715千円 
無形固定資産          350千円 
 

 
 


