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平成 19 年 2月 1 日 

各      位 

 

セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社 

代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長  髙 梨  勝 也 

（コード番号 2392 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理本部長兼最高財務責任者 

                 菅井 毅 

（TEL．03-5776-1300） 

 

(訂正) 平成 18 年 12 月期 第 3四半期財務・業績の概況（連結）、平成 18 年 12 月期

中間決算短信(連結)及び平成 18 年 12 月期第 1四半期 財務・業績の概況（連結）の

一部訂正について 

 

平成 18 年 11 月 9 日に発表いたしました平成 18 年 12 月期 第 3四半期財務・業績の概況（連結）、

平成 18 年 8月 17 日に発表いたしました平成 18年 12 月期 中間決算短信（連結）及び平成 18 年 5 月

11 日に発表いたしました平成 18 年 12 月期 第 1四半期財務・業績の概況(連結)の一部に誤りがありま

したので、以下のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付しております。 

なお、今回の訂正による損益に与える影響は連結・個別ともにございません。 

 

記 

 

平成 18 年 12 月期 第 3四半期財務・業績の概況（連結） 

4. 四半期連結財務諸表 

注記事項 

（四半期連結損益計算書関係） 

(訂正前)  

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 9月 30 日） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は以下のとおりであ

ります。 

役員報酬        116,175 千円 

給与手当        753,842 千円 

賞与         157,590 千円 

賞与引当金繰入   120,000 千円 

顧問料            50,266 千円 

地代家賃         126,749 千円 

 

※2          ―――― 

 

 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は以下のとおりであ

ります。 

役員報酬         114,789 千円 

給与手当         584,861 千円 

賞与              88,010 千円 

賞与引当金繰入額 120,000 千円 

顧問料            40,936 千円 

地代家賃         100,048 千円 

 

※2固定資産売却益の内容 

   車両及び運搬具   159 千円 

 

※1販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は以下のとおりであり

ます。 

役員報酬         153,514 千円 

給与手当         813,294 千円 

賞与             312,110 千円 

賞与引当金繰入額  25,000 千円 

顧問料            54,747 千円 

地代家賃         143,284 千円 

 

※2固定資産売却益の内容 

車両及び運搬具   159 千円 

 



 2

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 9月 30 日） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

※3 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 289 千円  

※3 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 1,857 千円 

※3 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 2,015 千円 

 

 (訂正後) 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 9月 30 日） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 9月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は以下のとおりであ

ります。 

役員報酬        142,675 千円 

給与手当        727,342 千円 

賞与         157,590 千円 

賞与引当金繰入額 120,00 千円 

顧問料           50,266 千円 

地代家賃         126,749 千円 

 

※2          ―――― 

 

 

※3 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 289 千円  

※1 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は以下のとおりであ

ります。 

役員報酬         144,622 千円 

給与手当         555,028 千円 

賞与              88,010 千円 

賞与引当金繰入額 120,000 千円 

顧問料            40,936 千円 

地代家賃         100,048 千円 

 

※2固定資産売却益の内容 

 車両及び運搬具   159 千円 

 

※3 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 1,857 千円 

※１販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は以下のとおりであ

ります。 

役員報酬        188,847 千円 

給与手当        777,961 千円 

賞与            312,110 千円 

賞与引当金繰入額 25,000 千円 

顧問料           54,747 千円 

地代家賃        143,284 千円 

 

※2固定資産売却益の内容 

車両及び運搬具   159 千円 

 

※3 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 2,015 千円 

 

（有価証券関係） 

   ２．時価評価されていない主な有価証券 

(訂正前)  

当第３四半期連結会計期

間 

（平成 18 年９月 30 日）

前第３四半期連結会計期

間 

（平成 17 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（平成17年12月31日）

区分 

四半期連結貸借対照表計

上額 

（千円） 

四半期連結貸借対照表計

上額 

（千円） 

連結貸借対照表計上額

（千円） 

その他有価証券       

非上場株式 204,376 ― ―

非上場外国証券 815,986 174,114 167,127

信託受益権 1,213,762 265,255 532,280

匿名組合出資 803,204 116,359 88,026

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合

への出資 
44,040 505,000 1,528,024

合計 3,081,370 1,060,730 2,315,459

  

(訂正後) 

区分 
当第３四半期連結会計期

間 

（平成 18 年９月 30 日）

前第３四半期連結会計期

間 

（平成 17 年９月 30 日） 

前連結会計年度 

（平成17年12月31日）
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四半期連結貸借対照表計

上額 

（千円） 

四半期連結貸借対照表計

上額 

（千円） 

連結貸借対照表計上額

（千円） 

(1)その他有価証券       

非上場株式 84,000 ― ―

非上場外国証券 472,407 174,114 167,127

信託受益権 1,213,762 265,255 532,280

匿名組合出資 357,111 116,359 88,026

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合

への出資 
― 505,000 1,528,024

合計 2,127,282 1,060,730 2,315,459

(2)子会社株式及び関連会社株式等  

子会社株式・出資金 
584,333

― ―

関連会社株式・出資金 
369,754

― ―

合計 954,088 ― ―

 

平成 18 年 12 月期 中間決算短信（連結） 

5.中間連結財務諸表等 

注記事項 

（中間連結損益計算書関係） 

(訂正前) 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 6月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 6月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は以下のとおりで

あります。 

役員報酬         76,064 千円 

給与手当        370,770 千円 

賞与          88,010 千円 

賞与引当金繰入額 30,000 千円 

顧問料            27,223 千円 

地代家賃          61,426 千円 

 

※２ 固定資産売却益の内容 

車両及び運搬具   159 千円 

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品  1,857 千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は以下のとおりで

あります。 

役員報酬           77,450 千円 

給与手当          496,685 千円 

賞与              157,590 千円 

賞与引当金繰入額   30,000 千円 

顧問料             30,870 千円 

地代家賃           84,993 千円 

 

※２     ――― 

  

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品  289 千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は以下のとおり

であります。 

役員報酬         153,514 千円 

給与手当         813,294 千円 

賞与             312,110 千円 

賞与引当金繰入額  25,000 千円 

顧問料            54,747 千円 

地代家賃         143,284 千円 

 

※２ 固定資産売却益の内容 

車両及び運搬具   159 千円 

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 2,015 千円 

 

 (訂正後) 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年６月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年６月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 
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前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年６月 30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年６月 30 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

※１販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は以下のとおりであ

ります。 

役員報酬         97,064 千円 

給与手当        349,770 千円 

賞与          88,010 千円 

賞与引当金繰入額  30,000 千円 

顧問料            27,223 千円 

地代家賃          61,426 千円 

 

※２ 固定資産売却益の内容 

車両及び運搬具   159 千円 

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品  1,857 千円 

※１販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は以下のとおりであ

ります。 

役員報酬          93,450 千円 

給与手当         480,685 千円 

賞与             157,590 千円 

賞与引当金繰入額  30,000 千円 

顧問料            30,870 千円 

地代家賃          84,993 千円 

 

※２     ――― 

  

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品  289 千円 

※１販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は以下のとおりであ

ります。 

役員報酬         188,847 千円 

給与手当         777,961 千円 

賞与             312,110 千円 

賞与引当金繰入額  25,000 千円 

顧問料            54,747 千円 

地代家賃         143,284 千円 

 

※２ 固定資産売却益の内容 

車両及び運搬具   159 千円 

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 2,015 千円 

 

（有価証券関係） 

(訂正前) 

当中間連結会計期間末(平成 18 年６月 30 日) 

時価評価されていない主な有価証券 

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 196,026

非上場外国証券 573,659

金銭信託受益権 664,994

匿名組合出資 305,021

合 計 1,739,702

 

(訂正後) 

当中間連結会計期間末(平成 18 年６月 30 日) 

時価評価されていない主な有価証券 

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式 84,000

非上場外国証券 226,355

金銭信託受益権 664,994

匿名組合出資 305,021

合 計 1,280,372

子会社株式及び関連会社株式等 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式・出資金 1,400,036

関連会社株式・出資金 374,129
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その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

合 計 1,774,165

 

平成 18 年 12 月期 第 1四半期財務・業績の概況（連結） 

4. 四半期連結財務諸表 

注記事項 

(四半期連結損益計算書関係) 

(訂正前) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 3月 31 日) 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 3月 31 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日) 

※１販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は以下のとおり

であります。 

役員報酬          38,725千円 

給与手当         247,407千円 

賞与引当金繰入額  75,000千円 

顧問料            17,973千円 

地代家賃          43,236千円 

 

 

※２        ――― 

 

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 11 千円 

※１販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は以下のとおり

であります。 

役員報酬          37,132千円 

給与手当         179,628千円 

賞与引当金繰入額  45,000千円 

顧問料            14,061千円 

地代家賃          27,249千円 

 

 

※２     ――― 

  

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 110 千円 

※１販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は以下のとおり

であります。 

役員報酬         153,514千円 

給与手当         813,294千円 

賞与             312,110千円 

賞与引当金繰入額  25,000千円 

顧問料            54,747千円 

地代家賃         143,284千円 

 

※２ 固定資産売却益の内容 

車両及び運搬具   159千円 

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 2,015 千円 

 

(訂正後) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 3月 31 日) 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 3月 31 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日) 

※１販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は以下のとおり

であります。 

役員報酬          44,225千円 

給与手当         241,907千円 

賞与引当金繰入額  75,000千円 

顧問料            17,973千円 

地代家賃          43,236千円 

 

 

※２        ――― 

 

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 11 千円 

※１販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は以下のとお

りであります。 

役員報酬          47,632千円 

給与手当         169,128千円 

賞与引当金繰入額  45,000千円 

顧問料            14,061千円 

地代家賃          27,249千円 

 

 

※２     ――― 

  

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品  110 千円 

※１販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は以下のとおり

であります。 

役員報酬         188,847千円 

給与手当         777,961千円 

賞与             312,110千円 

賞与引当金繰入額  25,000千円 

顧問料            54,747千円 

地代家賃         143,284千円 

 

※２ 固定資産売却益の内容 

車両及び運搬具   159千円 

 

※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具及び備品 2,015 千円 

 

（有価証券関係） 

(訂正前) 

時価評価されていない主な有価証券 
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当第１四半期連結会計

期間 

（平成 18 年３月 31 日）

前第１四半期連結会計

期間 

（平成 17 年３月 31 日）

前連結会計年度 

（平成17年12月31日）

区分 

四半期連結貸借対照表

計上額 

(千円) 

四半期連結貸借対照表 

計上額 

(千円) 

連結貸借対照表計上額

  

 (千円) 

投資有価証券       

 非上場外国証券 164,211 184,494 167,127

 金銭信託受益権 643,160 186,766 532,280

 匿名組合出資 202,965 376,970 88,026

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合

への出資 
－ － 1,528,024

その他の関係会社有価証券     

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合

への出資 
740,572 － －

 匿名組合出資 438,119 － －

合計 2,189,029 748,231 2,315,459

 

(訂正後) 

時価評価されていない主な有価証券 

当第１四半期連結会計

期間 

（平成 18 年３月 31 日）

前第１四半期連結会計

期間 

（平成 17 年３月 31 日）

前連結会計年度 

（平成17年12月31日）

区分 

四半期連結貸借対照表

計上額 

(千円) 

四半期連結貸借対照表 

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       

 非上場外国証券 164,211 184,494 167,127

 金銭信託受益権 643,160 186,766 532,280

 匿名組合出資 202,965 376,970 88,026

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合

への出資 
－ － 1,528,024

合計 1,010,337 748,231 2,315,459

(2)子会社株式及び関連会社株式等    

子会社株式・出資金 1,354,706 － －

関連会社株式・出資金 28,451 － －

合計 1,383,158
－ －

 

以上 


