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平成 19 年 1 月 16 日 
各    位 

会 社 名       軽 貨 急 配 株 式 会 社 
代 表 者 名       代表取締役社長 西原  賢 
（コ ード番 号       ：９３７４  大証第２部） 

問 合 せ 先       専務取締役 谷中 譲 
Ｔ Ｅ Ｌ ０６－６９０７－５３８９ 

 
特別損失額の追加計上及び平成 19 年 3 月期中間決算短信（個別・連結）の訂正に関するお知らせ 

 
  
 当社が平成 18 年 9 月 25 日に発表いたしました特別損失額 60 億円を、半期報告書制作途中で訂正することにな

り、47 億円を追加計上を行い特別損益額が 107 億円になりました。これに伴い、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（個別・連結）を修正いたしますので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 
 

記 
1. 特別損失額追加計上の理由 

平成 18 年 12 月 26 日に当社監査役会にて霞が関監査法人を一時会計監査人に選任し、平成 18 年 9 月中

間期（第 20 期）半期報告書の作成作業を行ってまいりましたが、その作成過程で以下の修正を行いまし

た。修正事項及び修正理由は以下の通りであります。 
① 自社回収で比較的労力を要さない長期未収債権（平成 18 年 9 月 30 日現在：残存額 60 億円）に対

して貸倒引当金繰入額 3,009 百万円を一括計上いたしました。 
② 軽トラック購入にあたり、オーナーオペレーターのオートローン組み込みにより発生した信販会社

の保有する割賦債権残高に対して債務保証損失引当金繰入額 848 百万円を計上いたしました。 
③ 期中に買収した子会社、軽貨急配マーケットサービス㈱及び軽貨エクスプレス㈱ののれんについて

実質価額が著しく低下したため、回収可能額がないものと評価し、907 百万円を一括償却いたしま

した。 
④ 税務上の繰越欠損金が多額に存在するため、繰延税金資産の一部1,036百万円を取崩し致しました。 
 
以上により、平成 18 年 9 月 25 日に開示した特別損失額 60 億円に、新たに 47 億円を追加計上いたしました。 
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2. 訂正箇所及び追加箇所 
（連結） 

訂正 1 ページ 1.（1） 連結経営成績 
訂正 1 ページ 1.（2） 連結財政状態 
訂正 1 ページ 2. 19 年 3 月期の連結業績予想 
訂正 5 ページ 2.（2） 利益配分に関する基本方針 
訂正 6 ページ 3.（1）① 当中間期（18 年 9 月中間期の概要） 
訂正 7 ページ 3.（2） 財政状態 
   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
   （キャッシュ・フロー指標のトレンド） 
訂正 9 ページ～ 4（1）① 【中間連結貸借対照表】 
 11 ページ   
訂正 12 ページ 4（1）② 【中間連結損益計算書】 
訂正 14 ページ 4（1）④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 
訂正 15 ページ 4（1）⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
 16 ページ   
追加   （継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 
訂正 17 ページ～ 3. 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 21 ページ   
訂正 22 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の変更 
 23 ページ   
訂正 24 ページ  表示方法の変更 
訂正 26 ページ  注記事項（中間連結貸借対照表関係） 
訂正 27 ページ  （中間連結損益計算書関係） 
訂正 28 ページ  （中間連結株主資本等変動計算書関係） 
訂正 29 ページ  （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
訂正 30 ページ  （有価証券関係）（当中間連結会計期間） 
  1 時価ある有価証券 
訂正 34 ページ  （1 株当たり情報） 

 
（個別） 

訂正 37 ページ 1.（1） 経営成績 
訂正 37 ページ 1.（2） 財政状態 
訂正 37 ページ 2.（2） 配当状況 
訂正 38 ページ～ 2（1）① 【中間貸借対照表】 
 40 ページ   
訂正 41 ページ 2（1）② 【中間損益計算書】 
訂正 42 ページ～ 2（1）③ 【中間株主資本等変動計算書】 
 43 ページ   
追加   （継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 
訂正 45 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 
 46 ページ   
訂正 47 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の変更 
訂正 50 ページ  注記事項（中間貸借対象表関係） 
訂正 51 ページ  （中間損益計算書関係） 
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 



－ 3 － 

3. 平成 19 年 3 月期中間決算短信（連結）訂正内容 
 
１ページ 
（訂正前） 
1．18 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          （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 22,198 （   16.3） 351 （ △70.5） 319 （ △70.5） 
17 年 9 月中間期 19,089 （  △3.8） 1,192 （  390.7） 1,083 （  677.2） 
18 年 3 月 期 39,995 （   2.1） 2,347 （  128.3） 1,885 （  187.2） 

 
 

中間(当期)純利益又は中間純損失(△) １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 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 △6,227 （   －  ） △75  12   －  － 
17 年 9 月中間期 578 （   －  ） 9  36   8  13 
18 年 3 月 期 1,314 （   －  ） 19  01 16  41 

 

（注）1.持分法投資損益 18 年 9 月中間期 －百万円   17 年 9 月中間期 －百万円   18 年 3 月期 －百万円 
2.期中平均株式数(連結) 18 年 9 月中間期  82,905,599 株  17 年 9 月中間期 61,796,724 株  18 年 3 月期 67,577,553 株 
3.会計処理の方法の変更   無 
4.18 年 9 月中間期の潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、1 株当たり中間純損失であるため記載しており
ません。 

5.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
（2）連結財政状態 
 

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 
18 年 9 月中間期 29,859 7,388 24.8 66  01 
17 年 9 月中間期 24,138 7,697 31.9 107  15 
18 年 3 月 期 28,293 9,052 32.0 118  28 

（注）1.期末発行済株式数(連結) 18 年 9 月中間期 111,638,020 株 17 年 9 月中間期 71,840,930 株 18 年 3 月期 76,283,820 株 
2.17 年 9 月中間期及び 18 年 3 月期の純資産､自己資本比率､1 株当たり純資産欄には､従来の株主資本、株主資本比率、1
株当たり株主資本を記載しております。 
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（訂正後） 
1．18 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          （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 22,198 （   16.3） 351 （ △70.5） 319 （ △70.5） 
17 年 9 月中間期 19,089 （  △3.8） 1,192 （  390.7） 1,083 （  677.2） 
18 年 3 月 期 39,995 （   2.1） 2,347 （  128.3） 1,885 （  187.2） 

 
 

中間(当期)純利益又は中間純損失(△) １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 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 △12,029 （   －  ） △145  10   －  － 
17 年 9 月中間期 578 （   －  ） 9  36   8  13 
18 年 3 月 期 1,314 （   －  ） 19  01 16  41 

 

（注）1.持分法投資損益 18 年 9 月中間期 －百万円   17 年 9 月中間期 －百万円   18 年 3 月期 －百万円 
2.期中平均株式数(連結) 18 年 9 月中間期  82,905,599 株  17 年 9 月中間期 61,796,724 株  18 年 3 月期 67,577,553 株 
3.会計処理の方法の変更   有（会計基準の変更に伴う会計処理の変更） 
4.18 年 9 月中間期の潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、1 株当たり中間純損失であるため記載しており
ません。 

5.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
（2）連結財政状態 
 

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 
18 年 9 月中間期 24,764 1,586 6.3 △12  84 
17 年 9 月中間期 24,138 7,697 31.9 107  15 
18 年 3 月 期 28,293 9,052 32.0 118  28 

（注）1.期末発行済株式数(連結) 18 年 9 月中間期 111,638,020 株 17 年 9 月中間期 71,840,930 株 18 年 3 月期 76,283,820 株 
2.17 年 9 月中間期及び 18 年 3 月期の純資産､自己資本比率､1 株当たり純資産欄には､従来の株主資本、株主資本比率、1
株当たり株主資本を記載しております。 

 
１ページ 
（訂正前） 
2．19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

 
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 
通 期       45,331 1,900 △4,948 

（参考）1 株当たり予想当期純利益（連結） △44 円 32 銭   
 
（訂正後） 
2．19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

 
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 
通 期       45,649 1,591 △11,258 

（参考）1 株当たり予想当期純利益（連結） △55 円 72 銭   
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５ページ 
(訂正前) 

平成 19 年 3 月期 中間決算短信（連結）の添付資料 
2.経営方針 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分に関する基本方針は、経営環境や連結業績さらに財務体質の強化にも十分配慮しながら、安定配

当を維持していくことを基本としております。 

なお、当期の配当金につきましては、未定であります。 
 

 

(訂正後) 

平成 19 年 3 月期 中間決算短信（連結）の添付資料 
2.経営方針 

(2)利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分に関する基本方針は、経営環境や連結業績さらに財務体質の強化にも十分配慮しながら、安定配

当を維持していくことを基本としております。 

なお、当期の配当金につきましては、無配であります。 

 

 
６ページ 

（訂正前） 

3．経営成績及び財政状態 

 (1) 経営成績 
①当中間期(18 年 9 月中間期の概要) 
 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向や金利上昇懸念などの不安定な要素はあるものの、企業収

益が堅調に推移し、雇用状況の改善により個人消費が持ち直すなど、景気は回復基調で推移しております。 

トラック運送業界におきましても、製造業の景気回復基調が鮮明になったことを受け荷動きは改善してきたものの、依

然高騰基調にある燃料価格のコスト増や改正道路交通法への対応などがマイナス材料となっており、業界の景況感は厳し

さが続いております。 

このような状況の下、「事業構造改革」を推進し、「フォワーディング事業」、「ロジスティクス事業」を柱に、運送事業

に経営資源を集中した成長拡大に拍車をかけております。 

これらの結果、運送事業（貨物運送受託業務）の売上高は 18,528 百万円（前年同期比 24.5％増）となりましたが、開

発事業（委託事業主開発業務等）の売上高は 3,670 百万円（前年同期比 12.8％減）となり、全体の売上高は 22,198 百万

円（前年同期比 16.3％増）となりました。 

利益面におきましては、開発事業の一層の与信強化に加え、子会社の軽貨急配マーケットサービス㈱の営業損失等に

より、営業利益は 351 百万円（前年同期比 70.5％減）、経常利益は 319 百万円（前年同期比 70.5％減）、長期未収債権の

譲渡による特別損失の計上により、中間純損失は△6,227 百万円（前年同期 578 百万円）となりました。 
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（訂正後） 

3．経営成績及び財政状態 

 (1) 経営成績 
①当中間期(18 年 9 月中間期の概要) 
 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向や金利上昇懸念などの不安定な要素はあるものの、企業収

益が堅調に推移し、雇用状況の改善により個人消費が持ち直すなど、景気は回復基調で推移しております。 

 

トラック運送業界におきましても、製造業の景気回復基調が鮮明になったことを受け荷動きは改善してきたものの、依

然高騰基調にある燃料価格のコスト増や改正道路交通法への対応などがマイナス材料となっており、業界の景況感は厳し

さが続いております。 

このような状況の下、「事業構造改革」を推進し、「フォワーディング事業」、「ロジスティクス事業」を柱に、運送事業

に経営資源を集中した成長拡大に拍車をかけております。 

これらの結果、運送事業（貨物運送受託業務）の売上高は 18,528 百万円（前年同期比 24.5％増）となりましたが、開

発事業（委託事業主開発業務等）の売上高は 3,670 百万円（前年同期比 12.8％減）となり、全体の売上高は 22,198 百万

円（前年同期比 16.3％増）となりました。 

利益面におきましては、開発事業の一層の与信強化に加え、子会社の軽貨急配マーケットサービス㈱の営業損失等に

より、営業利益は 351 百万円（前年同期比 70.5％減）、経常利益は 319 百万円（前年同期比 70.5％減）、長期未収債権の

譲渡による特別損失の計上、残存する長期未収債権の引当金の追加計上、信販会社の保有する割賦債権残高に対する債務

保証損失引当金の計上及び当中間連結会計期間に取得した子会社 2 社の業績低迷によるのれんの一括償却等により、中

間純損失は 12,029 百万円（前年同期 578 百万円の利益）となりました。 
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７ページ 

（訂正前） 

3．経営成績及び財政状態 

 (2) 財政状態 
（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は、長期未収債権等の譲渡による特別損失の計上等により前中間連結会計期間と比して 6,696

百万円減少いたしました。また、前連結会計年度に実施いたしました長期未収債権の流動化による優先受益権の償還 814

百万円、連結子会社軽貨ファイナンス・リースのファクタリング事業の展開による営業債権の増加及び当中間期に新たに

買収した連結子会社の赤字等により、当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ

2,276 百万円減少し、△1,848 百万円になりました。 

 

（訂正後） 

3．経営成績及び財政状態 

 (2) 財政状態 
（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は、長期未収債権等の譲渡による特別損失の計上等により前中間連結会計期間と比して

11,462 百万円減少し、10,383 百万円の中間純損失となりました。また、前連結会計年度に実施いたしました長期未収債

権の流動化による優先受益権の償還、連結子会社軽貨ファイナンス・リースのファクタリング事業の展開による営業債権

の増加及び当中間期に新たに買収した連結子会社の赤字等により、当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシ

ュ・フローは前年同期に比べ 2,276 百万円減少し、△1,848 百万円になりました。 

７ページ 

（訂正前） 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ 2,666 百万円増加し 567 百万円

となりました。これは、種類株式及び転換社債の発行 5,141 百万円がありましたが、第 2 回無担保転換社債型新株予約

権付社債の繰上償還等による社債の償還による支出 4,371 百万円等によるものであります。 

 

（訂正後） 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ 2,666 百万円増加し 567 百万円

となりました。これは、種類株式及び転換社債型新株予約権付社債の発行 5,141 百万円がありましたが、第 2 回無担保

転換社債型新株予約権付社債の繰上償還等による社債の償還による支出 4,371 百万円等によるものであります。 
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７ページ 

（訂正前） 

3．経営成績及び財政状態 

(2) 財政状態 
 （キャッシュ・フロー指標のトレンド） 

過去 3 年間の財政指標は次のとおりであります。 
指 標 平成 16 年 9 月期中 平成 17 年 3 月期 平成 17 年 9 月期中 平成 18 年 3 月期 平成 18 年 9 月期中 

自 己 資 本 比 率 （％） 23.8 28.7 31.9 32.0 24.8 
時価ベースの自己資本比率 （％） 22.5 31.2 54.2 51.5 19.4 
債 務 償 還 年 数 （年） － － 14 10.1 － 
インタレスト・カバレッジ・レシオ  － － 7.8 859.3 － 

 
（注）1．上記各指標は、次の算式で計算しております。 

自己資本比率 自己資本／総資産 
時価ベース自己資本比率 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(中間期については年換算(×2)した額) 
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  

2．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
3．平成 16 年 9 月期中、平成 17 年 3 月期及び平成 18 年 9 月期中において、営業キャッシュ・フローがマイナ

スになっておりますので、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
4．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
5．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの数値を使

用しております。有利子負債は、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すべて

の負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用し

ております。 
 

（訂正後） 

3．経営成績及び財政状態 

(3) 財政状態 
 （キャッシュ・フロー指標のトレンド） 

過去 3 年間の財政指標は次のとおりであります。 
指 標 平成 16 年 9 月期中 平成 17 年 3 月期 平成 17 年 9 月期中 平成 18 年 3 月期 平成 18 年 9 月期中 

自 己 資 本 比 率 （％） 23.8 28.7 31.9 32.0 6.3 
時価ベースの自己資本比率 （％） 22.5 31.2 54.2 51.5 23.4 
債 務 償 還 年 数 （年） － － 14 10.1 － 
インタレスト・カバレッジ・レシオ  － － 7.8 859.3 － 

 
（注）1．上記各指標は、次の算式で計算しております。 

自己資本比率 自己資本／総資産 
時価ベース自己資本比率 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(中間期については年換算(×2)した額) 
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  

2．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
3．平成 16 年 9 月期中、平成 17 年 3 月期及び平成 18 年 9 月期中において、営業キャッシュ・フローがマイナ

スになっておりますので、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
4．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
5．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの数値を使

用しております。有利子負債は、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すべて

の負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用し

ております。 
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９ページ 
（訂正前） 
４ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金 ※２  3,636 4,755  6,641

受取手形及び売掛金   2,710 4,079  3,242

割賦売掛金   3,474 1,785  3,392

譲渡対象債権   ― 6,789  ―

たな卸資産   147 52  61

繰延税金資産   146 10  87

その他   1,567 1,226  1,549

貸倒引当金   △130 △995  △215

流動資産合計   11,552 47.9 17,704 59.3  14,759 52.2

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産 ※１   

建物及び構築物 ※２ 342 458 330 

機械装置 
及び運搬具  145 293 118 

土地 ※２ 623 645 623 

その他  118 1,229 155 1,553 113 1,184

無形固定資産    

のれん  ― 1,024 ― 

その他  133 133 297 1,322 135 135

投資その他の資産    

長期未収入金  3,328 2,076 2,840 

破産・更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 3,512 1,066 1,487 

繰延税金資産  2,813 2,408 2,850 

差入保証金 ※２ 1,262 1,497 1,253 

劣後信託受益権  3,332 2,344 4,723 

その他 ※２ 924 1,380 907 

貸倒引当金  △3,950 11,222 △1,494 9,278 △1,849 12,213

固定資産合計   12,586 52.1 12,155 40.7  13,534 47.8

資産合計   24,138 100.0 29,859 100.0  28,293 100.0
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（訂正後） 
４ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金 ※２  3,636 4,755  6,641

受取手形及び売掛金   2,710 4,079  3,242

割賦売掛金   3,474 273  3,392

譲渡対象債権   ― 6,789  ―

たな卸資産   147 52  61

繰延税金資産   146 1,375  87

その他   1,567 909  1,549

貸倒引当金   △130 △995  △215

流動資産合計   11,552 47.9 17,240 69.6  14,759 52.2

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産 ※１   

建物及び構築物 ※２ 342 458 330 

機械装置 
及び運搬具  145 293 118 

土地 ※２ 623 645 623 

その他  118 1,229 155 1,553 113 1,184

無形固定資産  133 133 415 415 135 135

投資その他の資産    

長期未収入金  3,328 984 2,840 

破産・更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 3,512 3,846 1,487 

繰延税金資産  2,813 6 2,850 

差入保証金 ※２ 1,262 1,497 1,253 

劣後信託受益権  3,332 2,344 4,723 

その他 ※２ 924 1,380 907 

貸倒引当金  △3,950 11,222 △4,504 5,555 △1,849 12,213

固定資産合計   12,586 52.1 7,524 30.4  13,534 47.8

資産合計   24,138 100.0 24,764 100.0  28,293 100.0
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１０ページ 
（訂正前） 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

支払手形及び買掛金   283 855  461

短期借入金 ※２  3,126 3,702  1,550

一年以内償還予定の 
社債   640 693  793

一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２  2,960 2,967  2,813

委託事業主等 
未払金 

  1,910 1,972  2,194

未払法人税等   57 85  125

賞与引当金   110 ―  119

割賦前受利息   1,076 853  1,270

債権譲渡損失引当金   ― 5,979  ―

その他   891 1,347  929

流動負債合計   11,057 45.8 18,458 61.8  10,258 36.3

Ⅱ 固定負債    

社債   1,075 934  5,356

長期借入金 ※２  3,839 2,495  3,163

退職給付引当金   92 100  72

役員退職慰労引当金   349 345  
367

その他   26 136  23

固定負債合計   5,382 22.3 4,011 13.5  8,982 31.7

負債合計   16,440 68.1 22,470 75.3  19,240 68.0

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   3,763 15.6 ― ―  4,165 14.7

Ⅱ 資本剰余金   3,687 15.3 ― ―  4,086 14.5

Ⅲ 利益剰余金   386 1.6 ― ―  943 3.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   ― ― ― ―  △1 △0.0

Ⅴ 自己株式   △140 △0.6 ― ―  △140 △0.5

資本合計   7,697 31.9 ― ―  9,052 32.0

負債、少数株主持分 
及び資本合計   24,138 100.0 ― ―  28,293 100.0
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（訂正後） 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

支払手形及び買掛金   283 855  461

短期借入金 ※２  3,126 3,702  1,550

一年以内償還予定の 
社債 

  640 693  793

一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２  2,960 2,967  2,813

委託事業主等 
未払金 

  1,910 1,832  2,194

未払法人税等   57 85  125

賞与引当金   110 ―  119

割賦前受利息   1,076 853  1,270

債権譲渡損失引当金   ― 5,979  ―

その他   891 1,347  929

流動負債合計   11,057 45.8 18,318 74.0  10,258 36.3

Ⅱ 固定負債    

社債   1,075 934  5,356

長期借入金 ※２  3,839 2,495  3,163

退職給付引当金   92 100  72

役員退職慰労引当金   349 345  
367

債務保証損失引当金   ― ― 848 ― ―

その他   26 136  23

固定負債合計   5,382 22.3 4,859 19.6  8,982 31.7

負債合計   16,440 68.1 23,178 93.6  19,240 68.0

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   3,763 15.6 ― ―  4,165 14.7

Ⅱ 資本剰余金   3,687 15.3 ― ―  4,086 14.5

Ⅲ 利益剰余金   386 1.6 ― ―  943 3.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   ― ― ― ―  △1 △0.0

Ⅴ 自己株式   △140 △0.6 ― ―  △140 △0.5

資本合計   7,697 31.9 ― ―  9,052 32.0

負債、少数株主持分 
及び資本合計   24,138 100.0 ― ―  28,293 100.0
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１１ページ 
（訂正前） 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

資本金   ― 6,815 22.8  ―

資本剰余金   ― 6,735 22.6  ―

利益剰余金   ― △6,040 △20.2  ―

自己株式   ― △140 △0.5  ―

株主資本合計   ― 7,370 24.7  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券 
評価差額金 

  ― △1 △0.0  ―

繰延ヘッジ損益   ― ― ―  ―

土地再評価差額金   ― ― ―  ―

為替換算調整勘定   ― ― ―  ―

評価・換算差額等合計   ― △1 △0.0  ―

Ⅲ 新株予約権   ― ― ―  ―

Ⅳ 少数株主持分   ― 19 0.1  ―

純資産合計   ― 7,388 24.7  ―

負債及び純資産合計   ― ― 29,859 100.0  ― ―

           

 

（訂正後） 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

資本金   ― 6,815 27.5  ―

資本剰余金   ― 6,735 27.2  ―

利益剰余金   ― △11,842 △47.8  ―

自己株式   ― △140 △0.6  ―

株主資本合計   ― 1,568 6.3  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券 
評価差額金 

  ― △1 △0.0  ―

評価・換算差額等合計   ― △1 △0.0  ―

Ⅲ 少数株主持分   ― 19 0.1  ―

純資産合計   ― 1,586 6.4  ―

負債・純資産合計   ― ― 24,764 100.0  ― ―
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１２ページ 
（訂正前） 

② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   19,089 100.0 22,198 100.0  39,995 100.0

Ⅱ 売上原価   13,553 71.0 16,872 76.0  28,506 71.3

売上総利益   5,536 29.0 5,326 24.0  11,489 28.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    
広告宣伝費  753 838 1,659 

貸倒引当金繰入額  268 271 442 

退職給付引当金繰入額  64 34 66 

報酬・給与・手当  1,540 1,827 3,369 

賞与引当金繰入額  99 ― 108 

福利厚生費  180 260 395 

旅費交通費  163 200 339 

賃借料  471 486 932 

減価償却費  51 60 109 

のれんの償却額  ― 107 ― 

その他  751 4,343 22.8 887 4,974 22.4 1,718 9,141 22.8

営業利益   1,192 6.2 351 1.6  2,347 5.9

Ⅳ 営業外収益    

受取手数料  36 20 75 

損害金収入  30 6 95 

金利スワップ収入  ― 16 ― 

受取キャンセル料  9 ― ― 

その他  32 110 0.6 94 137 0.6 82 253 0.6

Ⅴ 営業外費用    
支払利息  59 63 109 

支払手数料  118 59 442 

その他  41 219 1.1 46 169 0.8 163 716 1.8

経常利益   1,083 5.7 319 1.4  1,885 4.7

Ⅵ 特別利益    
固定資産売却益 ※１ 0 9 2 

貸倒引当金戻入益  ― 20 36 

賞与引当金戻入益  1 2 ― 

退職給付引当金戻入益  8 0 7 

役員退職慰労引当金戻入益  ― 9 ― 

その他  1 11 0.1 0 42 0.2 2 48 0.1

Ⅶ 特別損失    
固定資産除却損 ※２ 0 0 1 

固定資産売却損 ※３ 0 0 0 

リース解約損  14 ― ― 

債権譲渡損失引当金繰入額  ― 5,979 ― 

その他  ― 15 0.1 ― 5,979 26.9 14 16 0.0

税金等調整前中間(当期) 
純利益又は税金等調整前
中間純損失(△) 

  1,079 5.7 △5,617 △25.3  1,917 4.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 47 51 125 

法人税等調整額  453 500 2.7 520 571 2.6 476 602 1.5

少数株主利益   ― ― 38 0.2  ― ―

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)   578 3.0 △6,227 △28.1  1,314 3.3

    

 

 

 

 



－ 15 － 

（訂正後） 

② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   19,089 100.0 22,198 100.0  39,995 100.0

Ⅱ 売上原価   13,553 71.0 16,872 76.0  28,506 71.3

売上総利益   5,536 29.0 5,326 24.0  11,489 28.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    
広告宣伝費  753 838 1,659 

貸倒引当金繰入額  268 271 442 

退職給付引当金繰入額  64 34 66 

報酬・給与・手当  1,540 1,827 3,369 

賞与引当金繰入額  99 ― 108 

福利厚生費  180 260 395 

旅費交通費  163 200 339 

賃借料  471 486 932 

減価償却費  51 60 109 

のれんの償却額  ― 114 ― 

その他  751 4,343 22.8 881 4,974 22.4 1,718 9,141 22.8

営業利益   1,192 6.2 351 1.6  2,347 5.9

Ⅳ 営業外収益    

受取手数料  36 20 75 

損害金収入  30 6 95 

金利スワップ収入  ― 16 ― 

受取キャンセル料  9 ― ― 

その他  32 110 0.6 94 137 0.6 82 253 0.6

Ⅴ 営業外費用    
支払利息  59 63 109 

支払手数料  118 59 442 

その他  41 219 1.1 46 169 0.8 163 716 1.8

経常利益   1,083 5.7 319 1.4  1,885 4.7

Ⅵ 特別利益    
固定資産売却益 ※１ 0 9 2 

貸倒引当金戻入益  ― 20 36 

賞与引当金戻入益  1 2 ― 

退職給付引当金戻入益  8 0 7 

役員退職慰労引当金戻入益  ― 9 ― 

その他  1 11 0.1 0 42 0.2 2 48 0.1

Ⅶ 特別損失    
固定資産除却損 ※２ 0 0 1 

固定資産売却損 ※３ 0 0 0 

リース解約損  14 ― ― 

債権譲渡損失引当金繰入額  ― 5,979 ― 

貸倒引当金繰入額  ― 3,009 ― 

債務保証損失引当金繰入額  ― 848 ― 

のれんの償却額 ※4 ― 907 ― 

その他  ― 15 0.1 ― 10,744 48.4 14 16 0.0

税金等調整前中間(当期) 
純利益又は税金等調整前
中間純損失(△) 

  1,079 5.7 △10,383 △46.8  1,917 4.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 47 51 125 

法人税等調整額  453 500 2.7 1,556 1,607 7.2 476 602 1.5

少数株主利益   ― ― 38 0.2  ― ―

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)   578 3.0 △12,029 △54.2  1,314 3.3
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１４ページ 

（訂正前） 

④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

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(百万円) 4,165 4,086 943 △140 9,054

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 

（転換社債の株式への転換） 
2,150 2,149  4,300

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
500 500  1,000

 剰余金の配当 △343  △343

 役員賞与の支給 △29  △29

 中間純損失 △6,227  △6,227

 新規連結に伴う利益剰余金の減少 △383  △383

 自己株式の取得 △0 △0

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
2,650 2,649 △6,983 △0 △1,683

平成18年９月30日残高(百万円) 6,815 6,735 △6,040 △140 7,370

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算
差額等合計

新株予約権
少数株主
持分 

純資産合計

平成18年３月31日残高(百万円) △1 △1 ― ― 9,052

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 

（転換社債の株式への転換） 
 4,300

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
 1,000

 剰余金の配当  △343

 役員賞与の支給  △29

 中間純損失  △6,227

 新規連結に伴う利益剰余金の減少  △383

 自己株式の取得  △0

 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) 

0 0 19 19

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

0 0 ― 19 △1,663

平成18年９月30日残高(百万円) △1 △1 ― 19 7,388
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（訂正後） 

④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

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(百万円) 4,165 4,086 943 △140 9,054

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 

（転換社債型新株予約権付社債の株式への転換）
2,150 2,149  4,300

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
500 500  1,000

 剰余金の配当 △343  △343

 役員賞与 △29  △29

 中間純損失 △12,029  △12,029

 新規連結に伴う利益剰余金の減少 △383  △383

 自己株式の取得 △0 △0

 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 

(百万円) 
2,650 2,649 △12,786 △0 △7,486

平成18年９月30日残高(百万円) 6,815 6,735 △11,842 △140 1,568

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算
差額等合計

少数株主
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) △1 △1 ― 9,052

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 

（転換社債型新株予約権付社債の株式への転換）
 4,300

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
 1,000

 剰余金の配当  △343

 役員賞与  △29

 中間純損失  △12,029

 新規連結に伴う利益剰余金の減少  △383

 自己株式の取得  △0

 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) 

0 0 19 20

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

0 0 19 △7,465

平成18年９月30日残高(百万円) △1 △1 19 1,586
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１５ページ 

（訂正前） 

⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

税金等調整前中間(当期)
純利益又は税金等調整前 
中間純損失(△) 

 1,079 △5,617 1,917

減価償却費  73 122 153

貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

 118 183 △1,898

債権譲渡損失引当金の 
増減額(減少：△) 

 ― 5,979 ―

賞与引当金の増減額 
(減少：△) 

 △2 △119 5

退職給付引当金の増減額 
(減少：△) 

 12 7 △7

役員退職慰労引当金の 
増減額(減少：△) 

 18 △21 35

受取利息及び受取配当金  △5 △10 △5

支払利息  59 84 109

売上債権の増減額 
(増加：△) 

 △130 △216 △553

割賦債権の増減額 
(増加：△) 

 △351 1,612 △269

譲渡対象債権の増減額 
(増加：△) 

 ― △6,789 ―

たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

 15 16 101

長期未収入金の増減額 
(増加：△) 

 △841 1,349 △353

破産更生債権等の増減額 
(増加：△) 

 △113 640 1,911

劣後信託受益権の増減額 
(増加：△) 

 447 2,378 △943

仕入債務の増減額 
(減少：△) 

 130 △192 591

未払消費税等の増減額 
(減少：△) 

 119 △91 166

その他資産・負債の 
増減額 

 △97 △1,031 112

その他  10 85 35

小計  542 △1,632 1,111

利息及び配当金の受取額  4 10 5

利息の支払額  △54 △87 △109

法人税等の支払額  △64 △139 △69

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 427 △1,848 937



－ 19 － 

 
（訂正後） 

⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

税金等調整前中間(当期)
純利益又は税金等調整前 
中間純損失(△) 

 1,079 △10,383 1,917

減価償却費  73 122 153

のれんの償却額  ― 1,022 ―

貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

 118 3,192 △1,898

債権譲渡損失引当金の 
増減額(減少：△) 

 ― 5,979 ―

債務保証損失引当金の 
増減額(減少：△) 

 ― 848 ―

賞与引当金の増減額 
(減少：△) 

 △2 △119 5

退職給付引当金の増減額 
(減少：△) 

 12 7 △7

役員退職慰労引当金の 
増減額(減少：△) 

 18 △21 35

受取利息及び受取配当金  △5 △10 △5

支払利息  59 84 109

売上債権の増減額 
(増加：△) 

 △130 △40 △553

割賦債権の増減額 
(増加：△) 

 △351 3,124 △269

譲渡対象債権の増減額 
(増加：△) 

 ― △6,789 ―

たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

 15 16 101

長期未収入金の増減額 
(増加：△) 

 △841 2,440 △353

破産更生債権等の増減額 
(増加：△) 

 △113 △2,139 1,911

劣後信託受益権の増減額 
(増加：△) 

 447 2,378 △943

仕入債務の増減額 
(減少：△) 

 130 △332 591

未払消費税等の増減額 
(減少：△) 

 119 △91 166

その他資産・負債の 
増減額 

 △97 △891 112

その他  10 △29 35

小計  542 △1,632 1,111

利息及び配当金の受取額  4 10 5

利息の支払額  △54 △87 △109

法人税等の支払額  △64 △139 △69

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 427 △1,848 937
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１６ページ 

（訂正前） 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

定期預金の 
預入による支出 

 △138 △633 △276

定期預金の 
払出による収入 

 60 703 560

有形固定資産の 
取得による支出 

 △68 △108 △101

有形固定資産の 
売却による収入 

 7 13 10

投資有価証券の 
取得による支出 

 ― △300 △99

投資有価証券の 
売却による収入 

 103 98 103

貸付けよる支出  △0 ― △0

貸付金の回収による収入  1 1 2

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出 

 ― △131 ―

その他  △17 △76 △26

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △52 △433 171

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

短期借入金純増減額 
(減少:△) 

 △775 1,830 △2,351

長期借入れによる収入  200 ― 850

長期借入金の 
返済による支出 

 △1,471 △1,705 △2,943

社債の発行による収入  288 4,146 5,743

社債の償還による支出  △215 △4,371 △460

株式の発行による収入  ― 994 ―

自己株式の取得による 
支出 

 △0 △0 △0

配当金の支払額  △126 △337 △303

少数株主からの払込によ
る収入 

 ― 10 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,099 567 533

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 △0 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額(減少：△) 

 △1,724 △1,714 1,642

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 3,792 5,434 3,792

Ⅶ 連結追加に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

 ― 76 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 2,067 3,796 5,434
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（訂正後） 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

定期預金の 
預入による支出 

 △138 △633 △276

定期預金の 
払出による収入 

 60 703 560

有形固定資産の 
取得による支出 

 △68 △108 △101

有形固定資産の 
売却による収入 

 7 13 10

投資有価証券の 
取得による支出 

 ― △300 △99

投資有価証券の 
売却による収入 

 103 98 103

貸付けよる支出  △0 ― △0

貸付金の回収による収入  1 1 2

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出 

 ― △131 ―

その他  △17 △76 △26

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △52 △433 171

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

短期借入金純増減額 
(減少:△) 

 △775 1,830 △2,351

長期借入れによる収入  200 ― 850

長期借入金の 
返済による支出 

 △1,471 △1,705 △2,943

社債の発行による収入  288 4,146 5,743

社債の償還による支出  △215 △4,371 △460

株式の発行による収入  ― 994 ―

自己株式の取得による 
支出 

 △0 △0 △0

配当金の支払額  △126 △337 △303

少数株主からの払込によ
る収入 

 ― 10 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,099 567 533

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 △0 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額(減少：△) 

 △1,724 △1,714 1,642

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 3,792 5,434 3,792

Ⅶ 連結追加に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

 ― 76 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※1 2,067 3,796 5,434
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（追加） 

中間連結財務諸表上の「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  当社グループは、当中間連結会計期
間において12,029百万円の中間純損失
を計上しており、営業活動によるキャ
ッシュ・フローは1,848百万円のマイナ
スとなっております。 
このような巨額損失を計上した経緯
は、以下のとおりであります。 
 ①長期未収債権および割賦売掛金の

債権譲渡契約締結による債権譲渡損
失引当金5,979百万円を計上。 

 ②残存する同債権に対して貸倒引当
金3,009百万円を一括計上。 

 ③信販会社、リース会社の保有する
割賦債権残高、リース債権残高に対
して債務保証損失引当金848百万円
を計上。 

 ④子会社ののれん907百万円を一括
償却。 

 ⑤繰延税金資産に対する評価性引当
金の計上に伴い、1,036百万円の取崩
し。 

  
 中間純損失の計上により、金融機関
とのコミットメントライン設定契約
書、リボルビング・クレジット・ファ
シリティ契約書及び金銭消費貸借契約
証書の一部に規定されている財務制限
条項、借入人の確約条項に抵触するこ
ととなりました。 
財務制限条項、借入人の確約条項の

抵触により、2,830百万円(平成18年12
月末残高は2,724百万円)については、
本貸付人等から請求があったときは、
ただちに返済する必要があります。ま
た、2,743百万円(平成18年12月末残高
は2,531百万円)については、財務制限
条項に抵触することが判明した日から
30営業日以内に本貸付人等との間で猶
予の合意がなされなかった場合で、そ
の後本貸付人等から請求があったとき
は、直ちに債務を返済する必要があり
ます。 
平成18年9月30日現在、対象となる契

約残高は以下のとおりであります。 
平成17年3月31日調印コミット
メントライン設定契約書 

貸出人5者 481百万円

平成15年6月30日調印コミット
メントライン設定契約書 

貸出人3者 450百万円

平成15年12月26日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人8者 1,062百万円

平成15年3月18日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人9者 750百万円

平成18年3月31日締結リボル
ビング・クレジット・ファシ
リティ契約書 

貸付人7者 2,100百万円

平成15年9月30日締結金銭消
費貸借契約証書 

貸付人5者 396百万円

平成15年3月27日締結金銭消
費貸借契約証書 

貸付人5者 334百万円

  5,573百万円
 

――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  こうした状況から、当社グループに

は当中間連結会計期間末において、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております(「継続企業の前提に関

する開示について(日本公認会計士協

会監査委員会報告第74号)」参照)。 

 このような状況を解消すべく当社は

「添付資料２.経営方針（６）会社の対

処すべき課題 ３．経営成績及び財政

状態」にも記載のとおり、前々事業年

度から事業構造改革を推進しており、

運送事業においては専属型事業への集

中、開発事業においては、当社保証の

オート・ローンの取組みを一切停止し、

長期未収債権問題の解消を図ってきて

おります。当中間連結会計期間におけ

る上記の一括処理等により、当社の財

務内容を改善するとともに、今後は、

営業キャッシュ・フローの早期改善を

図ってまいります。また、自己資本比

率が6.3％と毀損していることからも、

上記施策による事業収益の改善に加

え、エクイティ・ファイナンス及び発

行可能株式総数の拡大のための株主総

会を開催し、定款変更承認決議を前提

とした更なるエクイティ・ファイナン

スによる資本増強も視野に入れた財務

体質の改善・強化を図る計画を確実に

進めてまいります。 

 当社は、上記の諸策が計画どおり進

展しない場合には、当社の経営に重大

な影響を与える可能性がありますの

で、上記計画を確実に達成するよう役

員・社員一丸となって努力しておりま

す。また、財務制限条項等に抵触する

事実を踏まえた上で、貸出人、貸付人

との継続的な取引の確保、維持を前提

に交渉を進めており、一定の理解を得、

期限の利益を喪失しないものと確信し

ております。 

 中間連結財務諸表は、継続企業を前
提として作成されており、このような
重要な疑義の影響を中間連結財務諸表
には反映しておりません。 
 

――― 
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１８ページ 

（訂正前） 

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 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

 連結子会社の中間決算日

と中間連結決算日とは一致

しております。 

 連結子会社の中間決算日

が中間連結決算日と相違し

ているものは次のとおりで

あります。 

会社名   中間決算日

軽貨エクス 6月30日 

プレス㈱ 

プラスパサ 6月30日 

ービス㈱ 

直方ショッ 11月30日 

ピングサー 

ス㈱ 

 

上記3社に付きましては、

中間連結決算日に実施した

仮決算に基づく中間財務諸

表を使用して中間連結財務

諸表を作成しております。

 連結子会社の事業年度末

日と連結決算日とは一致し

ております。 

 

 

 

 

 

 

（訂正後） 

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 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

 連結子会社の中間決算日

と中間連結決算日とは一致

しております。 

 連結子会社の中間決算日

が中間連結決算日と相違し

ているものは次のとおりで

あります。 

会社名   中間決算日

軽貨エクス 7月31日 

プレス㈱ 

プラスパサ 7月31日 

ービス㈱ 

直方ショッ 11月30日 

ピングサー 

ス㈱ 

 

上記3社に付きましては、

中間連結決算日に実施した

仮決算に基づく中間財務諸

表を使用して中間連結財務

諸表を作成しております。

 連結子会社の事業年度末

日と連結決算日とは一致し

ております。 
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１９ページ 

（訂正前） 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   定率法 

   ただし、平成10年４

月１日以降取得した建

物(建物附属設備を除

く)については、定額法

によっております。な

お、主な耐用年数は以

下のとおりです。 

建物及び 

構築物 10～50年

運搬具 ４～６年

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

   自社利用のソフトウ

ェアについては、社内

における見込利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっておりま

す。 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を勘案し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与に充てるた

め、将来の支給見込額

のうち当中間連結会計

期間の負担額を計上し

ております。 

 ② 賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与に充てるた

め、将来の支給見込額

のうち当中間連結会計

期間の負担額を計上し

ております。ただし、

平成18年度冬季賞与に

ついては支給しないこ

ととなったため、賞与

引当金を計上しており

ません。 

 ② 賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与に充てるた

め、将来の支給見込額

のうち当期の負担額を

計上しております。 

 

 

 

 



－ 26 － 

（訂正後） 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   定率法 

   ただし、平成10年４

月１日以降取得した建

物(建物附属設備を除

く)については、定額法

によっております。な

お、主な耐用年数は以

下のとおりです。 

建物及び 

構築物 10～50年

運搬具 ４～６年

 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

   自社利用のソフトウ

ェアについては、社内

における見込利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっておりま

す。 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

同左 

 (3)繰延資産の処理方法 

社債発行費及び新株発

行費 

支出時に全額費用とし

て処理しております。 

(3)繰延資産の処理方法 

社債発行費及び株式交

付費 

同左 

 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より

「繰延資産の会計処理に関

する当面の取扱い」（実務

対応報告第19号 平成18年

8月11日）を適用しておりま

す。 

 前中間連結会計期間にお

いて営業外費用の「その他」

に含めていた「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 

処理する方法に変更してお

ります。 

(3)繰延資産の処理方法 

社債発行費及び新株発

行費 

同左 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を勘案し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ② 賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与に充てるた

め、将来の支給見込額

のうち当中間連結会計

期間の負担額を計上し

ております。 

 ② 賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与に充てるた

め、将来の支給見込額

のうち当中間連結会計

期間の負担額を計上し

ております。ただし、

平成18年度冬季賞与に

ついては支給しないこ

ととなったため、賞与

引当金を計上しており

ません。 

 ② 賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与に充てるた

め、将来の支給見込額

のうち当期の負担額を

計上しております。 
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２０ページ 

（訂正前） 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当中間連

結会計期間末における

退職給付債務及び年金

資産の額に基づき、必

要と認められる額を計

上しております。 

 ③ 退職給付引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

   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

付債務及び年金資産の

額に基づき、必要と認

められる額を計上して

おります。 

  ④ 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰

労金支給に備えるた

め、内規に基づく中間

連結会計期間末要支給

額を計上しておりま

す。 

 ④ 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰

労金支給に備えるた

め、内規に基づく中間

会計期間末要支給額を

計上しております。 

なお、当社は平成18

年8月25日開催の取締

役会において、平成19

年6月開催予定の定時

株主総会終結のときを

もって役員退職慰労金

制度を廃止し、在任中

の役員に対し、当社所

定の基準に基づきこれ

までの在任期間に係る

退職慰労金を退任時に

支給することを決議い

たしました。従いまし

て、当中間会計期間末

日以降役員退職慰労引

当金は新たに発生して

おらず、当中間会計期

間末日における役員退

職慰労引当金残高は、

当該決議以前から在任

している役員に対する

支給予定額でありま

す。 

 ④ 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰

労金支給に備えるた

め、内規に基づく期末

要支給額を計上してお

ります。 

 (4) 重要なリース取引の処

理方法 

  転リース取引及びリー

ス物件の所有権が借主に

移転すると認められるも

の以外のファイナンス・

リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理に

よっております。 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満

たしている金利スワッ

プ取引について、特例

処理を採用しておりま

す。 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 
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（訂正後） 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当中間連

結会計期間末における

退職給付債務及び年金

資産の額に基づき、必

要と認められる額を計

上しております。 

 ③ 退職給付引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

   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

付債務及び年金資産の

額に基づき、必要と認

められる額を計上して

おります。 

  ④ 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰

労金支給に備えるた

め、内規に基づく中間

連結会計期間末要支給

額を計上しておりま

す。 

 ④ 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰

労金支給に備えるた

め、内規に基づく中間

連結会計期間末要支給

額を計上しておりま

す。 

なお、当社は平成18

年8月25日開催の取締

役会において、平成19

年6月開催予定の定時

株主総会終結のときを

もって役員退職慰労金

制度を廃止し、在任中

の役員に対し、当社所

定の基準に基づきこれ

までの在任期間に係る

退職慰労金を退任時に

支給することを決議い

たしました。従いまし

て、当中間連結会計期

間末日以降役員退職慰

労引当金は新たに発生

しておらず、当中間連

結会計期間末日におけ

る役員退職慰労引当金

残高は、当該決議以前

から在任している役員

に対する支給予定額で

あります。 

 ⑤債権譲渡損失引当金 
債権の譲渡による損失
に備えるため、譲渡予
定債権については、既
に計上している貸倒引
当金並びに譲渡予定価
額を控除した損失見込
額を計上しておりま
す。 

⑥債務保証損失引当金 
保証履行による損失に
備えるため、信販会社
及び、リース会社の保
有する委託事業主に対
する割賦債権残高、リ
ース債権残高に対して
保証履行の発生率並び
に貸倒実績率により将
来の保証履行による回
収不能見込額を計上し
ております。 

 ④ 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰

労金支給に備えるた

め、内規に基づく期末

要支給額を計上してお

ります。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (5) 重要なリース取引の処

理方法 

  転リース取引及びリー

ス物件の所有権が借主に

移転すると認められるも

の以外のファイナンス・

リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理に

よっております。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満

たしている金利スワッ

プ取引について、特例

処理を採用しておりま

す。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 
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２１ページ 

（訂正前） 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   ヘッジ手段 

    デリバティブ取引

(金利スワップ取

引) 

   ヘッジ対象 

    変動金利支払いの

借入金 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

   ヘッジ対象の範囲内

で借入金の金利変動リ

スクをヘッジする手段

として金利スワップ取

引を利用することとし

ております。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

   金利スワップの特例

処理の要件に該当する

ため、その判定をもっ

て有効性の判定に代え

ております。 

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

同左 

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

同左 

 (6) 収益の計上基準 

  連結会社は割賦販売を

行っており、収益の計上

基準は、販売基準を採用

しておりますが、連結会

社が割賦により販売した

利息部分の収益について

は「割賦前受利息」とし

て、繰延べております。

  なお、実現した割賦利

息につきましては、売上

高に計上しております。

(6) 収益の計上基準 

同左 

(6) 収益の計上基準 

同左 

 (7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 

  消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 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。 

同左 同左 
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（訂正後） 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   ヘッジ手段 

    デリバティブ取引

(金利スワップ取

引) 

   ヘッジ対象 

    変動金利支払いの

借入金 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

   ヘッジ対象の範囲内

で借入金の金利変動リ

スクをヘッジする手段

として金利スワップ取

引を利用することとし

ております。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

   金利スワップの特例

処理の要件に該当する

ため、その判定をもっ

て有効性の判定に代え

ております。 

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

同左 

 ④ ヘッジの有効性評価

の方法 

同左 

 (7) 収益の計上基準 

  連結会社は割賦販売を

行っており、収益の計上

基準は、販売基準を採用

しておりますが、連結会

社が割賦により販売した

利息部分の収益について

は「割賦前受利息」とし

て、繰延べております。

  なお、実現した割賦利

息につきましては、売上

高に計上しております。

(7) 収益の計上基準 

同左 

(7) 収益の計上基準 

同左 

 (8) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によってお

ります。 

(8) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

(8) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 

  消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 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。 

同左 同左 
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２２ページ 
（訂正前） 
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 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４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) 

 当中間連結会計期間より、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

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日)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) 

 当連結会計年度より、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

準適用指針第６号 平成15年10月31

日)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) 

当中間連結会計期間より、「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。 

 これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は7,369百万円であり

ます。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の「純資産の

部」については、中間連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

 

 (投資事業組合に対する支配力基準

及び影響力基準の適用に関する実務

上の取扱い) 

 当中間連結会計期間より、「投資

事業組合に対する支配力基準及び影

響力基準の適用に関する実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

18年9月8日 実務対応報告第20号）

を適用しております。この変更によ

り、従来の方法によった場合と比べ、

営業利益が323百万円、経常利益が

323百万円それぞれ増加し、税金等調

整前中間純損失が400百万円減少し

ております。またこれにより、新規

連結に併う利益剰余金の減少が、383

百万円となっております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は（セグメント情報）に記載して

おります。 
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（訂正後） 

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 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４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) 

 当中間連結会計期間より、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

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日)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) 

 当連結会計年度より、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

準適用指針第６号 平成15年10月31

日)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) 

当中間連結会計期間より、「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。 

 これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は1,567百万円であり

ます。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の「純資産の

部」については、中間連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

――― 

――― (投資事業組合に対する支配力基準

及び影響力基準の適用に関する実務

上の取扱い) 

 当中間連結会計期間より、「投資

事業組合に対する支配力基準及び影

響力基準の適用に関する実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成

18年9月8日 実務対応報告第20号）

を適用しております。この変更によ

り、従来の方法によった場合と比べ、

営業利益が323百万円、経常利益が

323百万円それぞれ増加し、税金等調

整前中間純損失が400百万円減少し

ております。またこれにより、新規

連結に併う利益剰余金の減少が、383

百万円となっております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は（セグメント情報）に記載して

おります。 

――― 
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２６ページ 

 （訂正前） 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

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) 

 ３ 保証債務 

   当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務に対して次

のとおり債務保証を行っており

ます。 

㈱クオーク      200百万円 

日本カーソ 

リューショ 

ンズ㈱          135百万円 

オリックス 

自動車㈱          1百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

㈱アプラス      279百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     23百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 

ＧＥコンシュ 
ーマー・ファ 
イナンス㈱        0百万円 

アコム㈱         91百万円 

九州 

日本信販㈱       30百万円 

計              851百万円 

 

 ３ 保証債務 

   当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務に対して次

のとおり債務保証を行っており

ます。 

㈱クオーク       200百万円

日本カーソ 

リューションズ  62百万円

㈱セントラル 

ファイナンス      15百万円

㈱アプラス       345百万円

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱       7百万円

三洋電機 

クレジット㈱      60百万円

ＧＥコンシュ 
ーマー・ファ 
イナンス㈱         0百万円

アコム㈱          91百万円

九州 

日本信販㈱        56百万円

新生セールス 
ファイナンス 

㈱                 3百万円

新洋信販㈱        14百万円

計               858百万円

 

 ３ 保証債務 

   当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務に対して次

のとおり債務保証を行っており

ます。 

㈱クオーク      200百万円 

日本カーソリ 
ューションズ 

㈱              100百万円 

オリックス 

自動車㈱          0百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

㈱アプラス      325百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     14百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 
ＧＥコンシュ 
ーマー・ファ 

イナンス㈱        0百万円 

アコム㈱         91百万円 

九州 

日本信販㈱       39百万円 
新生セールス 
ファイナンス 

㈱                3百万円 

計              865百万円 

   なお、日本カーソリューショ

ンズ㈱は、平成17年10月１日付

でＮＴＴオートリース㈱とセン

チュリー・オート・リース㈱が

合併したことにより商号変更し

たものであります。 

 ４ 当社及び連結子会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行７行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に

基づく当中間連結会計期間末の

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         3,850百万円 

借入実行残高   2,626百万円 

差引額         1,223百万円 

 

 ４ 当社及び連結子会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に

基づく当中間連結会計期間末の

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         3,620百万円

借入実行残高   3,489百万円

差引額           130百万円

 

 ４ 当社及び連結子会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に

基づく当連結会計年度末の借入

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         3,620百万円

借入実行残高   1,000百万円

差引額         2,620百万円
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 （訂正後） 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

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) 

 ３ 保証債務 

   当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務に対して次

のとおり債務保証を行っており

ます。 

㈱クオーク      200百万円 

日本カーソ 

リューショ 

ンズ㈱          135百万円 

オリックス 

自動車㈱          1百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

㈱アプラス      279百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     23百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 

ＧＥコンシュ 
ーマー・ファ 
イナンス㈱        0百万円 

アコム㈱         91百万円 

九州 

日本信販㈱       30百万円 

計              851百万円 

 

 ３ 保証債務 

①割賦債務 

   当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務に対して次

のとおり債務保証を行っており

ます。 

㈱クオーク       200百万円

日本カーソ 

リューショ 

ンズ㈱            62百万円

㈱セントラル 

ファイナンス      15百万円

㈱アプラス       345百万円

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱       7百万円

三洋電機 

クレジット㈱      60百万円

ＧＥコンシュ 
ーマー・ファ 
イナンス㈱         0百万円

アコム㈱          91百万円

九州 

日本信販㈱        56百万円

新生セールス 
ファイナンス 

㈱                 3百万円

新洋信販㈱        14百万円

計               858百万円

 

 

 

 

 

 

 

②リース債務 

当社委託事業主の、㈱船井財
産トータルサポートからのリー
ス債務に対して次のとおり債務
保証を行っております。 
㈱船井財産 
トータルサポ 
―ト           1,292百万円

なお、㈱船井財産トータルサ
ポートは、平成18年11月1日付で
クォンタムジャンプジャパン㈱
に商号変更しております。 

 ３ 保証債務 

   当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務に対して次

のとおり債務保証を行っており

ます。 

㈱クオーク      200百万円 

日本カーソ 
リューショ 
ンズ㈱          100百万円 
オリックス 

自動車㈱          0百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

㈱アプラス      325百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     14百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 
ＧＥコンシュ 
ーマー・ファ 

イナンス㈱        0百万円 

アコム㈱         91百万円 

九州 

日本信販㈱       39百万円 
新生セールス 
ファイナンス 

㈱                3百万円 

計              865百万円 

   なお、日本カーソリューショ

ンズ㈱は、平成17年10月１日付

でＮＴＴオートリース㈱とセン

チュリー・オート・リース㈱が

合併したことにより商号変更し

たものであります。 
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

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) 

４ 当社及び連結子会社は、運転資

金の効率的な調達を行うため取

引銀行７行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結

しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借

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3,850百万円 

借入実行残高    2,626百万円 

差引額         1,223百万円 

 ４ 当社及び連結子会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に

基づく当中間連結会計期間末の

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3,620百万円

借入実行残高    3,489百万円

差引額            130百万円

 
当社グループは、「継続企業

の前提に重要な疑義を抱かせる
事象又は状況」に記載のとおり、
当中間連結会計期間において、
コミットメントライン設定契約
等に付されている財務制限条項
等に抵触することになりまし
た。詳細については、同注記に
記載していることから、ここで
の記載は省略しております。 

 

 ４ 当社及び連結子会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行10行と当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に

基づく当連結会計年度末の借入

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3,620百万円

借入実行残高    1,000百万円

差引額         2,620百万円
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２７ページ 

 （訂正前） 

(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円
 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

9百万円
 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

2百万円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

1百万円
 

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円

有形固定資産 
の「その他」 

0百万円
 

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円

 
 

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円

有形固定資産 
の「その他」 

0百万円

計 0百万円 
 

 （訂正後） 

(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円
 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

9百万円
 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

2百万円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

1百万円
 

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円

有形固定資産 
の「その他」 

0百万円
 

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円

 

※４ 減損損失 

      当社グループは、当中間連結

会計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計

上しております。 

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

－ － のれん 907

      連結子会社を単位とする資産
グループにかかる「のれん」に
ついて、実質価額が著しく低下
したため、回収可能価額がない
ものとして評価し、当該減少額
を減損損失（のれんの償却額）
として特別損失に計上いたしま
した。 

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円

有形固定資産 
の「その他」 

0百万円

計 0百万円 
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２８ページ 

 （訂正前） 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

４ 配当に関する事項 

(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翌中間連結会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

 

 （訂正後） 

４ 配当に関する事項 

(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後となるもの 

該当事項はありません。 
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２９ページ 

（訂正前） 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

現金及び 

預金勘定         3,636百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 

定期預金       △1,568百万円 

現金及び 

現金同等物       2,067百万円 
  

 

 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 

現金及び 

預金勘定          4,755百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 

定期預金          △958百万円 

現金及び 

現金同等物        3,796百万円 
  

 

 １ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

現金及び 

預金勘定          6,641百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 

定期預金        △1,206百万円 

現金及び 

現金同等物        5,434百万円 
  

 

   
 

２ 重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行 
使による資本金 
増加額            2,150 百万円 
新株予約権の行 
使による資本準 
備金増加額        2,149 百万円 
新株予約権の行 
使による新株予 
約権付社債減少額  4,300 百万円 

 

 ２ 重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行 
使による資本金 
増加額             401 百万円 
新株予約権の行 
使による資本準 
備金増加額         398 百万円 
新株予約権の行 
使による新株予 
約権付社債減少額   800 百万円   

  

 
 （訂正後） 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

現金及び 

預金勘定         3,636百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 

定期預金       △1,568百万円 

現金及び 

現金同等物       2,067百万円 
  

 

※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 

現金及び 

預金勘定          4,755百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 

定期預金          △958百万円 

現金及び 

現金同等物        3,796百万円 
  

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

現金及び 

預金勘定          6,641百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 

定期預金        △1,206百万円 

現金及び 

現金同等物        5,434百万円 
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３０ページ 

 （訂正前） 

(有価証券関係) 

(当中間連結会計期間) 

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日現在) 

その他有価証券 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

株式 ― ― ―

その他 300 297 △2

計 300 297 △2

 

 （訂正後） 

(有価証券関係) 

(当中間連結会計期間) 

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日現在) 

その他有価証券 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

株式 ― ― ―

債券 300 297 △2

計 300 297 △2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 42 － 

３４ページ 

（訂正前）  

 (１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額     107.15円 

 
１株当たり純資産額      66.19円 

 
１株当たり純資産額     118.28円 

 
１株当たり中間純利益     9.36円 

 
１株当たり中間純損失  △75.12円 

 
１株当たり当期純利益    19.01円 

 
潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益     8.13円 

(注)当社は、平成17年８月19日付で
株式１株につき５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１株
当たり情報については、それぞ
れ以下のとおりとなります。 

前中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 
144.95円 

１株当たり純資産額 
83.99円 

１株当たり中間 
純損失金額 

25.28円 

１株当たり当期 
純損失金額 

84.91円 
潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

― 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

― 
潜在株式調整後１株
当たり中間純利益に
ついては、１株当た
り中間純損失である
ため記載しておりま
せん。 

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。 

  

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益       ―円 

(注)潜在株式調整後1㈱当たり当期

純利益については、1株当たり中

間純損失であるため記載してお

りません。 
 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益    16.41円 

(注)当社は、平成17年８月19日付で
株式１株につき５株の割合で株
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連
結会計年度における１株当たり
情報については、以下のとおり
となります。 
１株当たり 
純資産額 

83円99銭

１株当たり 
当期純損失 

84円91銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

―円―銭

  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)算定上の基礎 

１株当たり中間(当期)純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益または中間
純損失(△) 

578百万円 △6,227百万円 1,314百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円 29百万円 29百万円

普通株式に係る中間(当期) 
純利益または中間純損失(△) 

578百万円 △6,257百万円 1,284百万円

普通株式の期中平均株式数 61,796,724株 82,905,598株 67,577,553株

中間(当期)純利益調整額 ―百万円 ―百万円 ―百万円

普通株式増加数 9,341,823株 35,355,520株 10,723,229株

(うち新株予約権) (―株) (19,716,785株) (6,039,521株)

(うち優先株式) (9,341,823株) (15,638,735株) (4,683,708株)

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

――― ――― 平成17年６月29日開催
の第18期定時株主総会
で決議したストックオ
プションとしての新株
予約権  
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（訂正後）  

 (１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額     107.15円 

 
１株当たり純資産額    △12.84円 

 
１株当たり純資産額      118.28円

 
１株当たり中間純利益     9.36円 

 
１株当たり中間純損失 △145.10円 

 
１株当たり当期純利益     19.01円

 
潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益     8.13円 

(注)当社は、平成17年８月19日付で
株式１株につき５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１株
当たり情報については、それぞ
れ以下のとおりとなります。 

前中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 
144.95円 

１株当たり純資産額 
83.99円 

１株当たり中間 
純損失金額 

25.28円 

１株当たり当期 
純損失金額 

84.91円 
潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

― 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

― 
潜在株式調整後１株
当たり中間純利益に
ついては、１株当た
り中間純損失である
ため記載しておりま
せん。 

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。 

  

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益       ―円 

(注)潜在株式調整後1㈱当たり当期

純利益については、1株当たり中

間純損失であるため記載してお

りません。 
 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益     16.41円

(注)当社は、平成17年８月19日付で
株式１株につき５株の割合で株
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連
結会計年度における１株当たり
情報については、以下のとおり
となります。 
１株当たり 
純資産額 

83円99銭

１株当たり 
当期純損失 

84円91銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

―円―銭

  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 １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

純資産の部の合計額 ―百万円 1,586百万円 ―百万円

純資産の部の合計額から控除
する金額 
（うち少数株主持分） 
（うちⅤ種種類株式の発行金額） 
（うちⅥ種類株式の発行金額） 

―百万円
(―百万円)
(―百万円)
(―百万円)

3,019百万円
(19百万円)

(2,000百万円)
(1,000百万円)

―百万円
(―百万円)
(―百万円)
(―百万円)

普通株式に係る中間期末の純
資産額 

―百万円 △1,432百万円 ―百万円

1株当たり純資産額の算定に
用いられた中間期末の普通株
式の数 

―株 111,638,020株 ―株
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２ 1株当たり中間(当期)純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益または中間
純損失(△) 

578百万円 △12,029百万円 1,314百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円 29百万円

（うち利益処分による役員賞
与金） 

(―百万円) (―百万円) (29百万円)

普通株式に係る中間(当期) 
純利益または中間純損失(△) 

578百万円 △12,029百万円 1,284百万円

普通株式の期中平均株式数 61,796,724株 82,905,599株 67,577,553株

中間(当期)純利益調整額 ―百万円 ―百万円 ―百万円

普通株式増加数 9,341,823株 35,355,520株 10,723,229株

(うち新株予約権) (―株) (19,716,785株) (6,039,521株)

(うち優先株式) (9,341,823株) (15,638,735株) (4,683,708株)

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

――― Ⅴ種優先株式（発行価
額2,000百万円）Ⅵ種優
先株式（発行価額1,000
百万円） 
平成17年6月29日開催
の第18期定時株主総会
で決議したストックオ
プションとしての新株
予約権 

平成17年６月29日開催
の第18期定時株主総会
で決議したストックオ
プションとしての新株
予約権 
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平成 19 年 3 月期中間決算短信（個別）訂正内容 
３７ページ 
（訂正前） 
1．18 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） 

（1）経営成績            （注）表示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 19,320 （    9.9） 695 （△37.7） 651 （△35.6） 
17 年 9 月中間期 17,581 （    2.7） 1,116 （130.9） 1,010 （ 173.6） 
18 年 ３ 月 期 37,877 （   11.5） 2,560 （106.8） 2,101 （ 144.5） 

 
 中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 1 株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 
 百万円   ％ 円  銭 
18 年 9 月中間期 △5,959 （    －  ） △71 88 
17 年 9 月中間期 607 （    －  ） 9 83 
18 年 ３ 月 期 1,629 （    －  ） 23 68 

 

（注）1.期中平均株式数  18 年 9 月中間期 82,905,599 株  17 年 9 月中間期 61,796,724 株  18 年 3 月期 67,577,553 株 
2.会計処理の方法の変更   有・◯無 
3.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

（2）財政状態 
 

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 
18 年 9 月中間期 31,467 8,428 26.8    75 50 
17 年 9 月中間期 22,035 8,785 39.9    122 28 
18 年 ３ 月 期 28,422 9,460 33.3    123 63 

（注） 1.期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 111,638,020 株 17 年 9 月中間期 71,840,930 株 18 年 3 月期 76,283,820 株 
 2.期末自己株式数 18 年 9 月中間期 618,972 株 17 年 9 月中間期 617,600 株 18 年 3 月期 617,652 株 
 3.17 年 9 月中間期及び 18 年 3 月期の純資産、自己資本比率、1 株当たり純資産には、従来の株主資本、株主資本比率、1 株当たり株主資本を

記載しております。  
（訂正後） 

1．18 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） 

（1）経営成績            （注）表示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 19,320 （    9.9） 695 （△37.7） 651 （△35.6） 
17 年 9 月中間期 17,581 （    2.7） 1,116 （130.9） 1,010 （ 173.6） 
18 年 ３ 月 期 37,877 （   11.5） 2,560 （106.8） 2,101 （ 144.5） 

 
 中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 1 株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 
 百万円   ％ 円  銭 
18 年 9 月中間期 △12,001 （    －  ） △144 77 
17 年 9 月中間期 607 （    －  ） 9 83 
18 年 ３ 月 期 1,629 （    －  ） 23 68 

 

（注）1.期中平均株式数  18 年 9 月中間期 82,905,599 株  17 年 9 月中間期 61,796,724 株  18 年 3 月期 67,577,553 株 
2.会計処理の方法の変更   有（会計基準の変更に伴う会計処理の変更） 
3.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

（2）財政状態 
 

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 
18 年 9 月中間期 26,133 2,386 9.1    △5 50 
17 年 9 月中間期 22,035 8,785 39.9    122 28 
18 年 ３ 月 期 28,422 9,460 33.3    123 63 

（注） 1.期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 111,638,020 株 17 年 9 月中間期 71,840,930 株 18 年 3 月期 76,283,820 株 
 2.期末自己株式数 18 年 9 月中間期 618,972 株 17 年 9 月中間期 617,600 株 18 年 3 月期 617,652 株 
 3.17 年 9 月中間期及び 18 年 3 月期の純資産、自己資本比率、1 株当たり純資産には、従来の株主資本、株主資本比率、1 株当たり株主資本を

記載しております。 
 



－ 46 － 

３７ページ 
（訂正前） 
2．19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

   
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

    
 

 百万円 百万円 百万円   
通 期       38,520 1,551 △5,166   

（参考） 1 株当たり予想当期純利益（通期） △46 円  27 銭 
（2）配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金(円) 
 中間期末 期末 年間 
18 年 3 月期 2.50 4.50 7.00 
19 年 3 月期(実績) ― ― 
19 年 3 月期(予想) ― 未定 未定 

（注）19 年 3 月期の配当予想につきましては、確定次第後日ご報告いたします。 

 
（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。 
 
（訂正後） 
2．19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

   
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

    
 

 百万円 百万円 百万円   
通 期       39,216 1,602 △11,480   

（参考） 1 株当たり予想当期純利益（通期） △56 円  82 銭 
3．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金(円) 
 中間期末 期末 年間 
18 年 3 月期 2.50 4.50 7.00 
19 年 3 月期(実績) ― ― 
19 年 3 月期(予想) ― ― ― 

 
（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。 
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３８ページ 
（訂正前） 

２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金  2,890 3,690 6,050 

受取手形  0 1 0 

売掛金  2,432 2,623 2,969 

割賦売掛金  943 2,338 3,392 

譲渡対象債権  ― 6,789 ― 

たな卸資産  98 15 22 

未収入金  1,489 1,154 505 

立替金  410 1,300 403 

繰延税金資産  52 9 56 

関係会社短期貸付金  ― 2,949 959 

その他  1,206 455 625 

貸倒引当金  △19 △957 △211 

流動資産合計   9,505 43.1 20,370 64.7  14,775 52.0

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産 ※１   

建物 ※２ 252 238 246 

土地 ※２ 416 416 416 

その他  178 172 163 

計  847 827 826 

無形固定資産  117 130 113 

投資その他の資産    

長期貸付金  1,278 346 316 

長期未収入金  3,029 2,480 3,103 

破産・更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 2,884 812 1,469 

繰延税金資産  1,821 2,401 2,768 

差入保証金 ※２ 1,169 1,317 1,157 

劣後信託受益権  3,332 2,344 4,723 

その他 ※２ 1,321 1,863 1,064 

貸倒引当金  △3,271 △1,426 △1,895 

計  11,565 10,139 12,707 

固定資産合計   12,530 56.9 11,096 35.3  13,647 48.0

資産合計   22,035 100.0 31,467 100.0  28,422 100.0
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（訂正後） 

２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金  2,890 3,690 6,050 

受取手形  0 1 0 

売掛金  2,432 2,623 2,969 

割賦売掛金  943 826 3,392 

譲渡対象債権  ― 6,789 ― 

たな卸資産  98 15 22 

未収入金  1,489 978 505 

立替金  410 1,300 403 

繰延税金資産  52 1,374 56 

関係会社短期貸付金  ― 2,949 959 

その他  1,206 314 625 

貸倒引当金  △19 △957 △211 

流動資産合計   9,505 43.1 19,907 76.2  14,775 52.0

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産 ※１   

建物 ※２ 252 238 246 

土地 ※２ 416 416 416 

その他  178 172 163 

計  847 827 826 

無形固定資産  117 130 113 

投資その他の資産    

長期貸付金  1,278 346 316 

長期未収入金  3,029 1,388 3,103 

破産・更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 2,884 3,592 1,469 

繰延税金資産  1,821 ― 2,768 

差入保証金 ※２ 1,169 1,317 1,157 

劣後信託受益権  3,332 2,344 4,723 

その他 ※２ 1,321 1,643 1,064 

貸倒引当金  △3,271 △5,364 △1,895 

計  11,565 5,267 12,707 

固定資産合計   12,530 56.9 6,225 23.8  13,647 48.0

資産合計   22,035 100.0 26,133 100.0  28,422 100.0
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３９ページ 
（訂正前） 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

買掛金  126 209 302 

短期借入金 ※２ 2,900 3,963 1,500 

一年以内償還予定の 
社債  640 693 793 

一年以内返済予定の 
長期借入金 

 1,875 2,389 2,743 

委託事業主等 

未払金 
 2,083 2,267 2,311 

未払法人税等  44 62 102 

未払金  348 2,804 379 

賞与引当金  97 ― 106 

債権譲渡損失引当金  ― 5,979 ― 

その他  1,143 1,390 1,863 

流動負債合計   9,257 42.0 19,759 62.8  10,103 35.5

Ⅱ 固定負債    

社債  1,075 934 5,356 

長期借入金  2,521 1,966 3,110 

退職給付引当金  40 32 21 

役員退職慰労引当金  348 345 367 

その他  7 0 1 

固定負債合計   3,992 18.1 3,279 10.4  8,857 31.2

負債合計   13,250 60.1 23,038 73.2  18,961 66.7

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   3,763 17.1 ― ―  4,165 14.7

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  3,687 ― 4,086 

資本剰余金合計   3,687 16.7 ― ―  4,086 14.4

Ⅲ 利益剰余金    

利益準備金  48 ― 48 

任意積立金  500 ― 700 

中間(当期) 
未処分利益  918 ― 595 

利益剰余金合計   1,466 6.7 ― ―  1,344 4.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― ― ―  △1 △0.0

Ⅴ 自己株式   △132 △0.6 ― ―  △132 △0.5

資本合計   8,785 39.9 ― ―  9,460 33.3

負債・資本合計   22,035 100.0 ― ―  28,422 100.0

    



－ 50 － 

 
（訂正後） 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

買掛金  126 209 302 

短期借入金 ※２ 2,900 3,963 1,500 

一年以内償還予定の 
社債  640 693 793 

一年以内返済予定の 
長期借入金 

 1,875 2,389 2,743 

委託事業主等 

未払金 
 2,083 2,127 2,311 

未払法人税等  44 62 102 

未払金  348 2,804 379 

賞与引当金  97 ― 106 

債権譲渡損失引当金  ― 5,979 ― 

その他  1,143 1,390 1,863 

流動負債合計   9,257 42.0 19,619 75.1  10,103 35.5

Ⅱ 固定負債    

社債  1,075 934 5,356 

長期借入金  2,521 1,966 3,110 

退職給付引当金  40 32 21 

役員退職慰労引当金  348 345 367 

債務保証損失引当金  ― 848 ― 

その他  7 0 1 

固定負債合計   3,992 18.1 4,127 15.8  8,857 31.2

負債合計   13,250 60.1 23,746 90.9  18,961 66.7

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   3,763 17.1 ― ―  4,165 14.7

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  3,687 ― 4,086 

資本剰余金合計   3,687 16.7 ― ―  4,086 14.4

Ⅲ 利益剰余金    

利益準備金  48 ― 48 

任意積立金  500 ― 700 

中間(当期) 
未処分利益 

 918 ― 595 

利益剰余金合計   1,466 6.7 ― ―  1,344 4.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― ― ―  △1 △0.0

Ⅴ 自己株式   △132 △0.6 ― ―  △132 △0.5

資本合計   8,785 39.9 ― ―  9,460 33.3

負債・資本合計   22,035 100.0 ― ―  28,422 100.0

    

 
 



－ 51 － 

４０ページ 
（訂正前） 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９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   ― ― 6,815 21.7  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 6,735 ― 

(2) その他資本剰余金  ― ― ― 

資本剰余金合計   ― ― 6,735 21.4  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 48 ― 

別途積立金  ― 700 ― 

繰越利益剰余金  ― △5,736 ― 

利益剰余金合計   ― ― △4,987 △15.9  ― ―

４ 自己株式   ― ― △133 △0.4  ― ―

株主資本合計   ― ― 8,430 26.8  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― △1 △0.0  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― △1 △0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 8,428 26.8  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 31,467 100.0  ― ―
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（訂正後） 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 6,815 26.1  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 6,735 ― 

資本剰余金合計   ― ― 6,735 25.8  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 48 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 700 ― 

繰越利益剰余金  ― △11,779 ― 

利益剰余金合計   ― ― △11,030 △42.2  ― ―

４ 自己株式   ― ― △133 △0.5  ― ―

株主資本合計   ― ― 2,387 9.1  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― △1 △0.0  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― △1 △0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 2,386 9.1  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 26,133 100.0  ― ―
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４１ページ 

（訂正前） 

② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   17,581 100.0 19,320 100.0  37,877 100.0

Ⅱ 売上原価   11,917 67.8 13,683 70.8  25,831 68.2

売上総利益   5,664 32.2 5,636 29.2  12,046 31.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,547 25.8 4,941 25.6  9,486 25.0

営業利益   1,116 6.4 695 3.6  2,560 6.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  103 0.6 97 0.5  244 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  209 1.2 141 0.7  702 1.9

経常利益   1,010 5.8 651 3.4  2,101 5.5

Ⅵ 特別利益 ※４  58 0.3 9 0.0  87 0.3

Ⅶ 特別損失 ※５  0 0.0 6,172 31.9  2 0.0

税引前中間(当期) 
純利益又は中間 
純損失(△) 

  1,068 6.1 △5,512 △28.5  2,187 5.8

法人税、住民税 
及び事業税  37 33 98 

法人税等調整額  424 461 2.6 413 446 2.3 459 557 1.5

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)   607 3.5 △5,959 △30.8  1,629 4.3

前期繰越利益   310  310

合併引継未処理損失   ―  1,165

中間配当額   ―  179

中間(当期) 
未処分利益   918  595
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（訂正後） 

② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   17,581 100.0 19,320 100.0  37,877 100.0

Ⅱ 売上原価   11,917 67.8 13,683 70.8  25,831 68.2

売上総利益   5,664 32.2 5,636 29.2  12,046 31.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,547 25.8 4,941 25.6  9,486 25.0

営業利益   1,116 6.4 695 3.6  2,560 6.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  103 0.6 97 0.5  244 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  209 1.2 141 0.7  702 1.9

経常利益   1,010 5.8 651 3.4  2,101 5.5

Ⅵ 特別利益 ※４  58 0.3 9 0.0  87 0.3

Ⅶ 特別損失 ※５  0 0.0 11,178 57.9  2 0.0

税引前中間(当期) 
純利益又は中間 
純損失(△) 

  1,068 6.1 △10,518 △54.4  2,187 5.8

法人税、住民税 
及び事業税  37 33 98 

法人税等調整額  424 461 2.6 1,450 1,483 7.7 459 557 1.5

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)   607 3.5 △12,001 △62.1  1,629 4.3

前期繰越利益   310  310

合併引継未処理損失   ―  1,165

中間配当額   ―  179

中間(当期) 
未処分利益   918  595

    

 



－ 55 － 

４２ページ 
（訂正前） 

③ 【中間株主資本等変動計算書】 

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) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 4,165 4,086 ― 4,086

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 

（転換社債の株式への転換） 
2,150 2,149 ― 2,149

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
500 500 ― 500

 剰余金の配当  

 役員賞与の支給  

 中間純利益  

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

2,650 2,649 ― 2,649

平成18年９月30日残高(百万円) 6,815 6,735 ― 6,735

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 48 700 595 1,344 △132 9,462

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 

（転換社債の株式への転換） 
  4,300

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
  1,000

 剰余金の配当  △343 △343  △343

 役員賞与の支給  △29 △29  △29

 中間純利益  △5,959 △5,959  △5,959

 自己株式の取得  △0 △0

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
  

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △6,332 △6,332 △0 △1,032

平成18年９月30日残高(百万円) 48 700 △5,736 △4,987 △133 8,430
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（訂正後） 

③ 【中間株主資本等変動計算書】 

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) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 4,165 4,086 4,086 

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 

（転換社債型新株予約権付社債の株式への転換）
2,150 2,149 2,149 

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
500 500 500 

 剰余金の配当  

 役員賞与  

 中間純利益  

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

2,650 2,649 2,649 

平成18年９月30日残高(百万円) 6,815 6,735 6,735 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 48 700 595 1,344 △132 9,462

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 

（転換社債型新株予約権付社債の株式への転換）
  4,300

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
  1,000

 剰余金の配当  △343 △343  △343

 役員賞与  △29 △29  △29

 中間純利益  △12,001 △12,001  △12,001

 自己株式の取得  △0 △0

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
  

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △12,374 △12,374 △0 △7,075

平成18年９月30日残高(百万円) 48 700 △11,779 △11,030 △133 2,387
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４３ページ 
（訂正前） 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

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) △1 △1 ― 9,460

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 

（転換社債の株式への転換） 
 4,300

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
 1,000

 剰余金の配当  △343

 役員賞与の支給  △29

 中間純利益  △5,959

 自己株式の取得  △0

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
0 0 0

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

0 0 ― △1,032

平成18年９月30日残高(百万円) △1 △1 ― 8,428

 

（訂正後） 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) △1 △1 9,460

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 

（転換社債型新株予約権付社債の株式への転換）
 4,300

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
 1,000

 剰余金の配当  △343

 役員賞与  △29

 中間純利益  △12,001

 自己株式の取得  △0

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
0 0 0

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

0 0 △7,074

平成18年９月30日残高(百万円) △1 △1 2,386
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（追加） 

中間財務諸表上の「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  当社は、当中間会計期間において
12,001百万円の中間純損失を計上し
ております。 
 このような巨額損失を計上した経
緯は、以下のとおりであります。 
 ①長期未収債権および割賦売掛金
の債権譲渡契約締結による債権譲
渡損失引当金5,979百万円を計上。

 ②残存する同債権に対して貸倒引
当金2,974百万円を一括計上。 

 ③信販会社、リース会社の保有す
る割賦債権残高、リース債権残高
に対して債務保証損失引当金848
百万円を計上。 

 ④子会社の株式評価損220百万円
及び債務超過相当額の貸倒引当金
962百万円を計上。 

 ⑤繰延税金資産に対する評価性引
当金の計上に伴い1,036百万円の
取崩し。 

  
 中間純損失の計上により、金融機
関とのコミットメントライン設定契
約書、リボルビング・クレジット・
ファシリティ契約書及び金銭消費貸
借契約証書の一部に規定されている
財務制限条項、借入人の確約条項に
抵触することとなりました。 

 財務制限条項、借入人の確約条項

の抵触により、2,830百万円(平成18

年12月末残高は2,724百万円)につい

ては、本貸付人等から請求があった

ときは、ただちに返済する必要があ

ります。また、2,743百万円(平成18

年12月末残高は2,531百万円)につい

ては、財務制限条項に抵触すること

が判明した日から30営業日以内に本

貸付人等との間で猶予の合意がなさ

れなかった場合で、その後本貸付人

等から請求があったときは、直ちに

債務を返済する必要があります。 
平成18年9月30日現在、対象となる

契約残高は以下のとおりでありま 
す。 

――― 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  
平成17年3月31日調印コミット
メントライン設定契約書 

貸出人5者 481百万円

平成15年6月30日調印コミット
メントライン設定契約書 

貸出人3者 450百万円

平成15年12月26日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人8者 1,062百万円

平成15年3月18日調印コミット
メントライン設定契約書 

貸出人9者 750百万円

平成18年3月31日締結リボルビ
ング・クレジット・ファシリテ
ィ契約書 

貸付人7者 2,100百万円

平成15年9月30日締結金銭消費
貸借契約証書 

貸付人5者 396百万円

平成15年3月27日締結金銭消費
貸借契約証書 

貸付人5者 334百万円

  5,573百万円

 

 こうした状況から、当社には当中

間会計期間末において、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おります(「継続企業の前提に関する

開示について(日本公認会計士協会

監査委員会報告第74号)」参照)。 

 このような状況を解消すべく当社

は「添付資料２.経営方針（６）会社

の対処すべき課題 ３．経営成績及

び財政状態」にも記載のとおり、前々

事業年度から事業構造改革を推進し

ており、運送事業においては専属型

事業への集中、開発事業においては、

当社保証のオート・ローンの取組み

を一切停止し、長期未収債権問題の

解消を図ってきております。当中間

会計期間における上記の一括処理等

により、当社の財務内容を改善する

とともに、今後は、営業キャッシュ・

フローの早期改善を図ってまいりま

す。また、自己資本比率が9.1％と毀

損していることからも、上記施策に

よる事業収益の改善に加え、エクイ

ティ・ファイナンス及び発行可能株

式総数の拡大のための株主総会を開

催し、定款変更承認決議を前提とし

た更なるエクイティ・ファイナンス

による資本増強も視野に入れた財務

体質の改善・強化を図る計画を確実

に進めてまいります。 

 

――― 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  当社は、上記の諸策が計画どおり

進展しない場合には、当社の経営に

重大な影響を与える可能性がありま

すので、上記計画を確実に達成する

よう役員・社員一丸となって努力し

ております。また、財務制限条項等

に抵触する事実を踏まえた上で、貸

出人、貸付人との継続的な取引の確

保、維持を前提に交渉を進めており、

一定の理解を得、期限の利益を喪失

しないものと確信しております。 
 中間財務諸表は、継続企業を前

提として作成されており、このよう
な重要な疑義の影響を中間財務諸表
には反映しておりません。 

――― 
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４５ページ 

 （訂正前） 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を

計上しております。ただ

し、平成18年度冬季賞与

については支給しないこ

ととなったため、賞与引

当金を計上しておりませ

ん。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上してお

ります。 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末における退職給付債

務及び年金資産の額に基

づき、必要と認められる

額を計上しております。

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金

資産の額に基づき、必要

と認められる額を計上し

ております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、当

社内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上し

ております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、内

規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上してお

ります。 

なお、当社は平成18年8

月25日開催の取締役会に

おいて、平成19年6月開催

予定の定時株主総会終結

のときをもって役員退職

慰労金制度を廃止し、在

任中の役員に対し、当社

所定の基準に基づきこれ

までの在任期間に係る退

職慰労金を退任時に支給

することを決議いたしま

した。従いまして、当中

間会計期間末日以降役員

退職慰労引当金は新たに

発生しておらず、当中間

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、当

社内規に基づく期末要支

給額を計上しておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  会計期間末日における役

員退職慰労引当金残高

は、当該決議以前から在

任している役員に対する

支給予定額であります。
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 （訂正後） 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 繰延資産の処理方法 社債発行費及び新株発行費 

支出時に全額費用として処
理しております。 

社債発行費及び株式交付費 

同左 
 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より「繰

延資産の会計処理に関する

当面の取扱い」（実務対応

報告第19号 平成18年8月

11日）を適用しております。

 前中間会計期間において
営業外費用の「その他」に
含めていた「新株発行費」
は、当中間会計期間より「株
式交付費」として処理する
方法に変更しております。

社債発行費及び新株発行費 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を

計上しております。ただ

し、平成18年度冬季賞与

については支給しないこ

ととなったため、賞与引

当金を計上しておりませ

ん。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上してお

ります。 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末における退職給付債

務及び年金資産の額に基

づき、必要と認められる

額を計上しております。

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金

資産の額に基づき、必要

と認められる額を計上し

ております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、当

社内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上し

ております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、内

規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上してお

ります。 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、当

社内規に基づく期末要支

給額を計上しておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  なお、当社は平成18年8

月25日開催の取締役会に

おいて、平成19年6月開催

予定の定時株主総会終結

のときをもって役員退職

慰労金制度を廃止し、在

任中の役員に対し、当社

所定の基準に基づきこれ

までの在任期間に係る退

職慰労金を退任時に支給

することを決議いたしま

した。従いまして、当中

間会計期間末日以降役員

退職慰労引当金は新たに

発生しておらず、当中間

会計期間末日における役

員退職慰労引当金残高

は、当該決議以前から在

任している役員に対する

支給予定額であります。

(5) 債権譲渡損失引当金 

債権の譲渡による損失

に備えるため、譲渡予定

債権については、既に計

上している貸倒引当金並

びに譲渡予定価額を控除

した損失見込額を計上し

ております。 

(6) 債務保証損失引当金 

保証履行による損失に

備えるため、信販会社及

び、リース会社の保有す

る委託事業主に対する割

賦債権残高、リース債権

残高に対して保証履行の

発生率並びに貸倒実績率

により将来の保証履行に

よる回収不能見込額を計

上しております。 
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４６ページ 
 （訂正前） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ リース取引の処理

方法 

―――  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満た

している金利スワップ取

引について、特例処理を

採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段 

   デリバティブ取引 

   (金利スワップ取引)

  ヘッジ対象 

   変動金利支払いの借

入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  ヘッジ対象の範囲内で

借入金の金利変動リスク

をヘッジする手段として

金利スワップ取引を利用

することとしておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 
(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  金利スワップの特例処

理の要件に該当するた

め、その判定をもって有

効性の判定に代えており

ます。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

６ 収益の計上基準  割賦販売による収益の計

上基準は、販売基準を採用

しておりますが、割賦によ

り販売した利息部分の収益

については「割賦前受利息」

(流動負債「その他」)とし

て、繰延べております。 

 なお、実現した割賦利息

につきましては、売上高に

計上しております。 

同左  割賦販売による収益の計

上基準は、販売基準を採用

しておりますが、割賦によ

り販売した利息部分の収益

については、「割賦前受利

息」として繰延べておりま

す。なお、実現した割賦利

息につきましては、売上高

に計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等はこれを相殺

の上、流動負債の「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 
消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 
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 （訂正後） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ リース取引の処理

方法 

―――  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満た

している金利スワップ取

引について、特例処理を

採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段 

   デリバティブ取引 

   (金利スワップ取引)

  ヘッジ対象 

   変動金利支払いの借

入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  ヘッジ対象の範囲内で

借入金の金利変動リスク

をヘッジする手段として

金利スワップ取引を利用

することとしておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 
(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  金利スワップの特例処

理の要件に該当するた

め、その判定をもって有

効性の判定に代えており

ます。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

７ 収益の計上基準  割賦販売による収益の計

上基準は、販売基準を採用

しておりますが、割賦によ

り販売した利息部分の収益

については「割賦前受利息」

(流動負債「その他」)とし

て、繰延べております。 

 なお、実現した割賦利息

につきましては、売上高に

計上しております。 

同左  割賦販売による収益の計

上基準は、販売基準を採用

しておりますが、割賦によ

り販売した利息部分の収益

については、「割賦前受利

息」として繰延べておりま

す。なお、実現した割賦利

息につきましては、売上高

に計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

８ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等はこれを相殺

の上、流動負債の「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 
消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 
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４７ページ 
（訂正前） 
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４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) 

 当中間会計期間より、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

準適用指針第６号 平成15年10月31

日)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) 

 当事業年度より、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

適用指針第６号 平成15年10月31

日)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) 

 当中間会計期間より、「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。 

 これまでの資本の部」の合計に相

当する金額は8,428百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の「純資産の部」につ

いては、中間財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

――― 

 (ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

 当中間会計期間から「ストック・オ

プション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8号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会  最終

改正平成18年5月31日  企業会計基準

適用指針第11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。 
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（訂正後） 
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４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) 

 当中間会計期間より、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

準適用指針第６号 平成15年10月31

日)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) 

 当事業年度より、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

適用指針第６号 平成15年10月31

日)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) 

 当中間会計期間より、「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。 

 これまでの資本の部」の合計に相

当する金額は2,386百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の「純資産の部」につ

いては、中間財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

――― 

――― (ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

 当中間会計期間から「ストック・オ

プション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8号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会  最終

改正平成18年5月31日  企業会計基準

適用指針第11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。 

――― 
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５０ページ 

 （訂正前） 

注記事項 
(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク      200百万円 

日本カーソリ 

ューションズ㈱  135百万円 

オリックス 

自動車㈱          1百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     14百万円 

ＧＥコンシュ 

ーマー・ファイ 

ナンス㈱          0百万円 

㈱アプラス      279百万円 
㈱エムシーコ 

ンビニエンス    130百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     23百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 

アコム㈱         91百万円 
九州 

日本信販㈱       30百万円 

計              980百万円 

 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク      200百万円 

日本カーソリ 

ューションズ㈱   62百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

ＧＥコンシュー 

マー・ファイナ 

ンス㈱            0百万円 

㈱アプラス      345百万円 
Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱      7百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     60百万円 

アコム㈱         91百万円 
九州 

日本信販㈱       56百万円 

新生セールス 

ファイナンス㈱    3百万円 

新洋信販㈱       14百万円 

計              858百万円 

 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク      200百万円 

日本カーソリ 

ューションズ㈱  100百万円 

オリックス 

自動車㈱          0百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

ＧＥコンシュー 

マー・ファイナ 

ンス㈱            0百万円 

㈱アプラス      325百万円 
Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     14百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 

アコム㈱         91百万円 
九州 

日本信販㈱       39百万円 

新生セールス 

ファイナンス㈱    3百万円 

計              865百万円 

なお、日本カーソリューショ

ンズ㈱は、平成17年10月１日付

でＮＴＴオートリース㈱とセン

チュリー・オート・リース㈱が

合併したことにより商号変更し

たものであります。 

 (2) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 
㈱エムシーコ 
ンビニエンス   6,785百万円 
軽貨急配シー 
エス㈱           476百万円 
計             7,262百万円 

 

 (2) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 
軽貨急配シー 
エス㈱        2,684百万円 
軽貨エクスプ 
レス㈱          580百万円 
軽貨急配マー 
ケットサービ 
ス㈱            109百万円 
計            3,374百万円 

 (2) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 
軽貨急配シー 
エス㈱        2,318百万円 

 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

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 3,650百万円 
借入実行残高 2,450百万円 

差引額 1,200百万円 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

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       3,420百万円 
借入実行残高 3,420百万円 

差引額          －百万円 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行９行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業

年度の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 3,420百万円 
借入実行残高 1,000百万円 

差引額 2,420百万円 
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 （訂正後） 

注記事項 
(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク      200百万円 

日本カーソリ 

ューションズ㈱  135百万円 

オリックス 

自動車㈱          1百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     14百万円 

ＧＥコンシュ 

ーマー・ファイ 

ナンス㈱          0百万円 

㈱アプラス      279百万円 
㈱エムシーコ 

ンビニエンス    130百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     23百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 

アコム㈱         91百万円 
九州 

日本信販㈱       30百万円 

計              980百万円 

 

 ３ 保証債務 

  (1) 割賦債務 

     当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク      200百万円 

日本カーソリ 

ューションズ㈱   62百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

ＧＥコンシュー 

マー・ファイナ 

ンス㈱            0百万円 

㈱アプラス      345百万円 
Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱      7百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     60百万円 

アコム㈱         91百万円 
九州 

日本信販㈱       56百万円 

新生セールス 

ファイナンス㈱    3百万円 

新洋信販㈱       14百万円 

計              858百万円 

 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク      200百万円 

日本カーソリ 

ューションズ㈱  100百万円 

オリックス 

自動車㈱          0百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

ＧＥコンシュー 

マー・ファイナ 

ンス㈱            0百万円 

㈱アプラス      325百万円 
Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     14百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 

アコム㈱         91百万円 
九州 

日本信販㈱       39百万円 

新生セールス 

ファイナンス㈱    3百万円 

計              865百万円 

なお、日本カーソリューショ

ンズ㈱は、平成17年10月１日付

でＮＴＴオートリース㈱とセン

チュリー・オート・リース㈱が

合併したことにより商号変更し

たものであります。 

  (2)リース債務 
当社委託事業主の、㈱船井財産

トータルサポートからのリース
債務に対して次のとおり債務保
証を行っております。 

㈱船井財産 
トータルサポ 
―ト           1,292百万円

なお、㈱船井財産トータルサポ

ートは、平成18年11月1日付でク

ォンタムジャンプジャパン㈱に

商号変更しております。 

 

 (3) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 
㈱エムシーコ 
ンビニエンス   6,785百万円 
軽貨急配シー 
エス㈱           476百万円 
計             7,262百万円 

 

 (3) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 
軽貨急配シー 
エス㈱        2,684百万円 
軽貨エクスプ 
レス㈱          580百万円 
軽貨急配マー 
ケットサービ 
ス㈱            109百万円 
計            3,374百万円 

 (3) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 
軽貨急配シー 
エス㈱        2,318百万円 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

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 3,650百万円 
借入実行残高 2,450百万円 

差引額 1,200百万円 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

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       3,420百万円 
借入実行残高 3,420百万円 

差引額          －百万円 

 
当社は、「継続企業の前提に

重要な疑義を抱かせる事象又は
状況」に記載のとおり、当中間
会計期間において、コミットメ
ントライン設定契約等に付され
ている財務制限条項等に抵触す
ることになりました。詳細につ
いては、同注記に記載している
ことから、ここでの記載は省略
しております。 

 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行９行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業

年度の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 3,420百万円 
借入実行残高 1,000百万円 

差引額 2,420百万円 
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 （訂正前） 

(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 
損害金収入     30百万円 
受取手数料     36百万円 
受取利息       19百万円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取手数料      20百万円
受取利息        20百万円

 

※１ 営業外収益の主要項目 
損害金収入      95百万円
受取手数料      75百万円
受取利息        30百万円

 
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       50百万円 
支払手数料    118百万円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息        42百万円
支払手数料      59百万円

 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息        93百万円
支払手数料     442百万円

 
 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産   40百万円 
無形固定資産    5百万円 

 

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産    38百万円
無形固定資産     5百万円

 

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産    86百万円
無形固定資産    12百万円

 
※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻 
入益           56百万円 

 

※４ 特別利益の主要項目 
役員退職慰労 
引当金戻入益    9百万円 

 

※４ 特別利益の主要項目 
貸倒引当金戻 
入益            86百万円

 

 ※５ 特別損失の主要項目 
債権譲渡損失 
引当金繰入額 5,979百万円

 

 

 （訂正後） 

(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 
損害金収入     30百万円 
受取手数料     36百万円 
受取利息       19百万円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取手数料      20百万円
受取利息        20百万円

 

※１ 営業外収益の主要項目 
損害金収入      95百万円
受取手数料      75百万円
受取利息        30百万円

 
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       50百万円 
支払手数料    118百万円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息        42百万円
支払手数料      59百万円

 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息        93百万円
支払手数料     442百万円

 
 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産   40百万円 
無形固定資産    5百万円 

 

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産    38百万円
無形固定資産     5百万円

 

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産    86百万円
無形固定資産    12百万円

 
※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻 
入益           56百万円 

 

※４ 特別利益の主要項目 
役員退職慰労 
引当金戻入益    9百万円 

 

※４ 特別利益の主要項目 
貸倒引当金戻 
入益            86百万円

 

 ※５ 特別損失の主要項目 
債権譲渡損失 
引当金繰入額 5,979百万円
貸倒引当金繰 
入額         4,076百万円
債務保証損失 
引当金繰入額   848百万円
関係会社 
評価損     220百万円

 

 


