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（修正）平成 18 年 12 月期決算短信（連結）及び 

平成 18 年 12 月期個別財務諸表の概要の一部修正についてのお知らせ 

 

平成 19 年２月９日に公表いたしました「平成 18 年 12 月期決算短信（連結）」及び「平成 18 年 12

月期個別財務諸表の概要」の内容に一部修正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．修正理由 

当社において、連結子会社である株式会社スピナカー・システムズが平成 18 年 11 月 30 日に

実施した有償減資に係る税務上の評価額計算を誤ったことによる修正であります。 

 

２．修正箇所 

 訂正箇所は別紙のとおりとなります。なお、修正箇所は下線にて表示しております。 

 

以上 

 

 



【別  紙】 

 

平成 18 年 12 月期 決算短信（連結） 

 

【１ページ】 

１． 平成 18 年 12 月期の連結業績（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 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。 

（修正前） 

  当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 △66 ( ― ) △5 66 ― ― △0.8 △0.4 △0.3 

17 年 12 月期 243 (△49.6) 20 47 ― ― 2.8 2.8 2.1 

 

（修正後） 

  当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 △36 ( ― ) △3 13 ― ― △0.4 △0.3 △0.3 

17 年 12 月期 243 (△49.6) 20 47 ― ― 2.8 2.8 2.1 

 

 

(2)連結財政状態   

（修正前） 

  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 12 月期 11,044 8,651 77.7 741 89 

17 年 12 月期 13,487 8,769 65.0 751 61 

 

（修正後） 

  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 12 月期 11,074 8,680 77.8 738 88 

17 年 12 月期 13,487 8,769 65.0 751 61 
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２．経営方針及び経営成績 
経営成績 

(1) 当連結会計年度の全般的概況 

① 業績 

（修正前） 

その結果、当期損失は６千６百万円（前連結会計年度は２億４千３百万円の当期純利益）となりました。 

 

（修正後） 

その結果、当期純損失は３千６百万円（前連結会計年度は２億４千３百万円の当期純利益）となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

（修正前） 

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成 15 年 12 月期 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期

自己資本比率 70.3％ 68.4％ 65.0％ 77.7％

時価ベースの自己資本比率 106.6％ 59.0％ 40.6％ 51.1％

債務償還年数 7.1 年 1.5 年 2.4 年 0.0 年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 12.3 69.4 45.5  211.0 

 

（修正後） 

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  平成 15 年 12 月期 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期

自己資本比率 70.3％ 68.4％ 65.0％ 77.8％

時価ベースの自己資本比率 106.6％ 59.0％ 40.6％ 51.0％

債務償還年数 7.1 年 1.5 年 2.4 年 0.0 年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 12.3 69.4 45.5  211.0 
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３．連結財務諸表等 

(1) 連結貸借対照表 

（修正前） 

    
前連結会計年度 

（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産        

流動資産合計   12,552,004 93.1 9,700,542 87.8 △2,851,461

Ⅱ 固定資産                

２．無形固定資産   59,534 0.4 116,529 1.1 56,994

３．投資その他の資産                

（１）投資有価証券 ※３   268,022     263,658    

（２）繰延税金資産     139,367     351,558    

（３）その他     334,536     513,922    

（４）貸倒引当金     －     △7,244    

投資その他の資産合計     741,926 5.5   1,121,895 10.2 379,968

固定資産合計     935,851 6.9   1,344,183 12.2 408,331

資産合計     13,487,856 100.0   11,044,726 100.0 △2,443,130

 

 

    
前連結会計年度 

（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）             

Ⅰ 流動負債     

流動負債合計   4,210,073 31.2 2,020,257 18.3 △2,189,815

負債合計     4,651,199 34.5   2,393,570 21.7 △2,257,629



 

    
前連結会計年度 

（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本            

１．資本金    － －  1,339,634 12.1 －

２．資本剰余金    － －  2,698,526 24.4 －

３．利益剰余金    － －  4,642,679 42.0 －

４．自己株式    － －  △130,421 △1.2 －

株主資本合計    － －  8,550,417 77.4 －

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１．その他有価証券 
   評価差額金 

   － －  36,032 0.3 －

  評価・換算差額等合計    － －  36,032 0.3 －

Ⅲ 少数株主持分    － －  64,705 0.6 －

純資産合計    － －  8,651,156 78.3 －

負債純資産合計    － －  11,044,726 100.0 －

 



 

（修正後） 

    
前連結会計年度 

（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産        

流動資産合計   12,552,004 93.1 9,700,542 87.6 △2,851,461

Ⅱ 固定資産                

２．無形固定資産   59,534 0.4 116,529 1.0 56,994

３．投資その他の資産                

（１）投資有価証券 ※３   268,022     263,658    

（２）繰延税金資産     139,367     381,139    

（３）その他     334,536     513,922    

（４）貸倒引当金     －     △7,244    

投資その他の資産合計     741,926 5.5   1,151,475 10.4 409,549

固定資産合計     935,851 6.9   1,373,764 12.4 437,912

資産合計     13,487,856 100.0   11,074,307 100.0 △2,413,549

 

 

    
前連結会計年度 

（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）                 

Ⅰ 流動負債     

流動負債合計   4,210,073 31.2 2,020,257 18.2 △2,189,815

負債合計     4,651,199 34.5   2,393,570 21.6 △2,257,629



 

    
前連結会計年度 

（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 
対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本            

１．資本金    － －  1,339,634 12.1 －

２．資本剰余金    － －  2,698,526 24.4 －

３．利益剰余金    － －  4,672,259 42.2 －

４．自己株式    － －  △130,421 △1.2 －

株主資本合計    － －  8,579,998 77.5 －

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１．その他有価証券 
   評価差額金 

   － －  36,032 0.3 －

  評価・換算差額等合計    － －  36,032 0.3 －

Ⅲ 少数株主持分    － －  64,705 0.6 －

純資産合計    － －  8,680,736 78.4 －

負債純資産合計    － －  11,074,307 100.0 －



【14 ページ】 

(2) 連結損益計算書 

（修正前） 

    

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円）

税金等調整前当期純利益又
は損失（△） 

    409,899 2.3   △55,389 △0.4 △465,289

法人税、住民税及び事業税   163,951     146,482      

法人税等調整額   △3,504 160,446 0.9 △146,062 420 0.0 △160,026

少数株主利益     5,957 0.0   10,243 0.1 4,286

当期純利益又は損失（△）     243,494 1.4   △66,053 △0.4 △309,548

 

(修正後) 

    

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円）

税金等調整前当期純利益又
は損失（△） 

    409,899 2.3   △55,389 △0.4 △465,289

法人税、住民税及び事業税   163,951     146,482      

法人税等調整額   △3,504 160,446 0.9 △175,643 △29,160 △0.2 △189,607

少数株主利益     5,957 0.0   10,243 0.0 4,285

当期純利益又は損失（△）     243,494 1.4   △36,472 △0.2 △279,967
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

（修正前） 

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 17 年 12 月 31 日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,829,522 △130,161 8,737,521

連結会計年度中の変動額           

剰余金の配当   △116,614   △116,614

利益処分による役員賞与   △4,174   △4,174

当期純損失   △66,053  △66,053

自己株式の取得    △260 △260

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
      

連結会計年度中の変動額合計（千円）   △186,843 △260 △187,103

平成 18 年 12 月 31 日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,642,679 △130,421 8,550,417

 

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 17 年 12 月 31 日残高（千円） 31,515 31,515 67,619 8,836,656

連結会計年度中の変動額         

剰余金の配当     △116,614

利益処分による役員賞与     △4,174

当期純損失  △66,053

自己株式の取得     △260

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
4,516 4,516 △2,913 1,602

連結会計年度中の変動額合計（千円） 4,516 4,516 △2,913 △185,500

平成 18 年 12 月 31 日残高（千円） 36,032 36,032 64,705 8,651,156

 



 

（修正後） 

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 17 年 12 月 31 日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,829,522 △130,161 8,737,521

連結会計年度中の変動額           

剰余金の配当   △116,614   △116,614

利益処分による役員賞与   △4,174   △4,174

当期純損失   △36,472  △36,472

自己株式の取得    △260 △260

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
      

連結会計年度中の変動額合計（千円）   △157,262 △260 △157,522

平成 18 年 12 月 31 日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,672,259 △130,421 8,579,998

 

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 17 年 12 月 31 日残高（千円） 31,515 31,515 67,619 8,836,656

連結会計年度中の変動額         

剰余金の配当     △116,614

利益処分による役員賞与     △4,174

当期純損失  △36,472

自己株式の取得     △260

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
4,516 4,516 △2,913 1,602

連結会計年度中の変動額合計（千円） 4,516 4,516 △2,913 △155,920

平成 18 年 12 月 31 日残高（千円） 36,032 36,032 64,705 8,680,736
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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 

（修正前） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

────── 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成 17 年 12

月９日）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」（企業会計基準適用指針第８号 平

成 17 年 12 月９日）を適用しております。従来の資本の部

の合計に相当する金額は 8,586,450 千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

（修正後） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

────── 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成 17 年 12

月９日）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」（企業会計基準適用指針第８号 平

成 17 年 12 月９日）を適用しております。従来の資本の部

の合計に相当する金額は 8,616,030 千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 
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（税効果会計関係） 

（修正前） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

  （千円）

未払事業税 6,889

棚卸資産評価損否認 39,253

賞与引当金否認 17,210

退職給付引当金否認 16,859

役員退職慰労引当金否認 117,818

投資有価証券評価損否認 16,105

繰越欠損金 50,873

その他 16,664

小計 281,675

評価性引当額 △60,167

繰延税金資産合計 221,508 

  （千円）

未払事業税 11,885

棚卸資産評価損否認 9,852

賞与引当金否認 20,566

退職給付引当金否認 17,265

役員退職慰労引当金否認 118,845

投資有価証券評価損否認 17,275

繰越欠損金 261,033

その他 29,322

小計 486,047

評価性引当額 △67,087

繰延税金資産合計 418,959 

繰延税金負債 繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △10,986

繰延税金負債合計 △10,986

繰延税金資産の純額 210,521 

その他有価証券評価差額金 △13,671

貸倒引当金の修正 △10,433

その他 △6,420

繰延税金負債合計 △30,524

繰延税金資産の純額 388,434 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 71,154

固定資産－繰延税金資産 139,367 

流動資産－繰延税金資産 36,876

固定資産－繰延税金資産 351,558 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の原因と内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の５／100 以下である

ため、財務諸表等規則第 15条の５第３項の規定により、

記載を省略しております。 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の原因と内訳 

  （単位：％）

法定実効税率 40.64

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 

△24.43

受取配当金等益金不算入 2.80

役員賞与社外流出 △5.69

連結調整勘定償却 △4.69

住民税均等割 △10.92

外国税額控除額 1.24

評価性引当額増減による影響 8.58

その他 △8.29

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
△0.76

 

 



（修正後） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

  （千円）

未払事業税 6,889

棚卸資産評価損否認 39,253

賞与引当金否認 17,210

退職給付引当金否認 16,859

役員退職慰労引当金否認 117,818

投資有価証券評価損否認 16,105

繰越欠損金 50,873

その他 16,664

小計 281,675

評価性引当額 △60,167

繰延税金資産合計 221,508 

  （千円）

未払事業税 11,885

棚卸資産評価損否認 9,852

賞与引当金否認 20,566

退職給付引当金否認 17,278

役員退職慰労引当金否認 118,845

投資有価証券評価損否認 17,275

繰越欠損金 311,183

その他 29,322

小計 536,209

評価性引当額 △67,087

繰延税金資産合計 469,122 

繰延税金負債 繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △10,986

繰延税金負債合計 △10,986

繰延税金資産の純額 210,521 

その他有価証券評価差額金 △13,671

関係会社株式 △20,581

貸倒引当金の修正 △10,433

その他 △6,420

繰延税金負債合計 △51,106

繰延税金資産の純額 418,015 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 71,154

固定資産－繰延税金資産 139,367 

流動資産－繰延税金資産 36,876

固定資産－繰延税金資産 381,139 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の原因と内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の５／100 以下である

ため、財務諸表等規則第 15条の５第３項の規定により、

記載を省略しております。 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の原因と内訳 

  （単位：％）

法定実効税率 40.64

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 

△24.43

受取配当金等益金不算入 56.18

役員賞与社外流出 △5.69

連結調整勘定償却 △4.69

住民税均等割 △10.92

外国税額控除額 1.24

評価性引当額増減による影響 8.58

その他 △8.26

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
52.65
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（１株当たり情報） 

（修正前） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１株当たり純資産額 751 円 61 銭

１株当たり当期純利益   20 円 47 銭

   

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額 741 円 89 銭

１株当たり当期純損失 5 円 66 銭

   

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

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) 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
243,494 △66,053

普通株主に帰属しない金額（千円） 4,174 ―

 （うち利益処分による役員賞与金） (4,174) (―)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
239,320 △66,053

期中平均株式数（株） 11,691,064 11,661,101

      

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

（旧商法第 280 条ノ 19 の規定に基づ

く新株引受権） 

新株引受権２種類（新株引受権の行使

により発行される株式数 315,300 株）

（商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ

21 の規定に基づく新株予約権） 

３種類 2,600 個（新株予約権の行使に

より発行される株式数 260,000 株）

（旧商法第 280 条ノ 19 の規定に基づ

く新株引受権） 

新株引受権２種類（新株引受権の行使

により発行される株式数 275,800 株）

（商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ

21 の規定に基づく新株予約権） 

４種類 5,213 個（新株予約権の行使に

より発行される株式数 521,300 株）

 



 

（修正後） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１株当たり純資産額 751 円 61 銭

１株当たり当期純利益   20 円 47 銭

   

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額 738 円 88 銭

１株当たり当期純損失 3 円 13 銭

   

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

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) 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
243,494 △36,472

普通株主に帰属しない金額（千円） 4,174 ―

 （うち利益処分による役員賞与金） (4,174) (―)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
239,320 △36,472

期中平均株式数（株） 11,691,064 11,661,101

      

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

（旧商法第 280 条ノ 19 の規定に基づ

く新株引受権） 

新株引受権２種類（新株引受権の行使

により発行される株式数 315,300 株）

（商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ

21 の規定に基づく新株予約権） 

３種類 2,600 個（新株予約権の行使に

より発行される株式数 260,000 株）

（旧商法第 280 条ノ 19 の規定に基づ

く新株引受権） 

新株引受権２種類（新株引受権の行使

により発行される株式数 275,800 株）

（商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ

21 の規定に基づく新株予約権） 

４種類 5,213 個（新株予約権の行使に

より発行される株式数 521,300 株）
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１．平成 18 年 12 月期の業績（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 

(1)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。 

（修正前） 

  当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 △254 ( － ) △21 79 ― ― △3.0 △3.6 △6.2

17 年 12 月期 174 (△64.0) 14 94 ― ― 2.0 2.1 1.8

（修正後） 

  当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18 年 12 月期 △224 ( － ) △19 26 ― ― △2.6 △3.6 △6.2

17 年 12 月期 174 (△64.0) 14 94 ― ― 2.0 2.1 1.8

 

 

(2)財政状態 

（修正前） 

  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 12 月期 9,612 8,310 86.5 712 66

17 年 12 月期 13,049 8,678 66.5 744 18

（修正後） 

  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 12 月期 9,642 8,339 86.5 715 20

17 年 12 月期 13,049 8,678 66.5 744 18
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５．個別財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

（修正前） 

   
第 24 期 

（平成 17 年 12 月 31 日現在）
第 25 期 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

流動資産合計  11,354,091 87.0 7,543,207 78.5 △3,810,883

Ⅱ 固定資産        

３．投資その他の資産                

（１）投資有価証券     240,985     236,955    

（２）関係会社株式     903,709     1,121,319    

（３）長期前払費用     267     196    

（４）繰延税金資産     100,911     299,597    

（５）敷金・保証金     130,803     131,851    

（６）保険積立金     135,584     152,532    

（７）従業員長期貸付金     315     579    

投資その他の資産合計     1,512,577 11.6   1,943,032 20.2 430,455

固定資産合計     1,695,224 13.0   2,069,355 21.5 374,130

資産合計     13,049,316 100.0   9,612,562 100.0 △3,436,753

 



 

   
第 24 期 

（平成 17 年 12 月 31 日現在） 
第 25 期 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本             

１．資本金   － － 1,339,634 13.9 －

２．資本剰余金     

（１）資本準備金  － 1,678,512   

資本剰余金合計    － － 1,678,512 17.5 －

３．利益剰余金             

（１）利益準備金   －   46,100      

（２）その他利益剰余金             

別途積立金   －   5,400,000      

繰越利益剰余金   －   △53,697      

利益剰余金合計      － －  5,392,402 56.2 －

４．自己株式     － －  △130,421 △1.4 －

株主資本合計      － －  8,280,128 86.2 －

Ⅱ 評価・換算差額等             

１．その他有価証券 
    評価差額金 

    － －  30,192 0.3 －

評価・換算差額等合計      － －  30,192 0.3 －

純資産合計      － －  8,310,320 86.5 －

負債純資産合計      － －  9,612,562 100.0 －

 



（修正後) 

    
第 24 期 

（平成 17 年 12 月 31 日現在）
第 25 期 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

流動資産合計  11,354,091 87.0 7,543,207 78.2 △3,810,883

Ⅱ 固定資産        

３．投資その他の資産                

（１）投資有価証券     240,985     236,955    

（２）関係会社株式     903,709     1,121,319    

（３）長期前払費用     267     196    

（４）繰延税金資産     100,911     329,178    

（５）敷金・保証金     130,803     131,851    

（６）保険積立金     135,584     152,532    

（７）従業員長期貸付金     315     579    

投資その他の資産合計     1,512,577 11.6   1,972,613 20.5 460,036

固定資産合計     1,695,224 13.0   2,098,935 21.8 403,711

資産合計     13,049,316 100.0   9,642,143 100.0 △3,407,172

 



 

   
第 24 期 

（平成 17 年 12 月 31 日現在） 
第 25 期 

（平成 18 年 12 月 31 日現在） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本             

１．資本金   － － 1,339,634 13.9 －

２．資本剰余金     

（１）資本準備金  － 1,678,512   

資本剰余金合計    － － 1,678,512 17.4 －

３．利益剰余金     

（１）利益準備金   －   46,100      

（２）その他利益剰余金             

別途積立金   －   5,400,000      

繰越利益剰余金   －   △24,116      

利益剰余金合計      － －  5,421,983 56.3 －

４．自己株式     － －  △130,421 △1.4 －

株主資本合計      － －  8,309,709 86.2 －

Ⅱ 評価・換算差額等             

１．その他有価証券 
    評価差額金 

    － －  30,192 0.3 －

評価・換算差額等合計      － －  30,192 0.3 －

純資産合計      － －  8,339,901 86.5 －

負債純資産合計      － －  9,642,143 100.0 －
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(2) 損益計算書 

（修正前） 

   

第 24 期 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

第 25 期 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

税引前当期純利益 
   又は損失（△） 

    299,294 2.0  △405,605 △6.2 △704,899

法人税、住民税 
   及び事業税 

  125,210   4,330      

法人税等調整額   △633 124,577 0.8 △155,804 △151,474 △2.3 276,051

当期純利益 
   又は損失（△） 

    174,717 1.2 △254,130 △3.9 △428,847

前期繰越利益     142,330   －   －

当期未処分利益     317,047   －   －

 

（修正後） 

   

第 24 期 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

第 25 期 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

税引前当期純利益 
   又は損失（△） 

    299,294 2.0  △405,605 △6.2 △704,899

法人税、住民税 
   及び事業税 

  125,210   4,330      

法人税等調整額   △633 124,577 0.8 △185,385 △181,055 △2.8 △305,632

当期純利益 
   又は損失（△） 

    174,717 1.2 △224,549 △3.4 △399,266

前期繰越利益     142,330   －   －

当期未処分利益     317,047   －   －
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株主資本等変動計算書 

第 25 期（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

（修正前） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

資本金 
資本準備金 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17年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 317,047 5,763,147 △130,161 8,651,134

事業年度中の変動額                 

剰余金の配当      △116,614 △116,614  △116,614

当期純損失      △254,130 △254,130 △254,130

自己株式の取得         △260 △260

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
          

事業年度中の変動額合計（千円）      △370,745 △370,745 △260 △371,006

平成18年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 △53,697 5,392,402 △130,421 8,280,128

 

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17年12月31日残高（千円） 27,092 27,092 8,678,226

事業年度中の変動額       

剰余金の配当   △116,614

当期純損失   △254,130

自己株式の取得   △260

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
3,100 3,100 3,100

事業年度中の変動額合計（千円） 3,100 3,100 △367,905

平成18年12月31日残高（千円） 30,192 30,192 8,310,320

 



（修正後） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

資本金 
資本準備金 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17年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 317,047 5,763,147 △130,161 8,651,134

事業年度中の変動額                 

剰余金の配当      △116,614 △116,614  △116,614

当期純損失      △224,549 △224,549 △224,549

自己株式の取得         △260 △260

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
          

事業年度中の変動額合計（千円）      △341,164 △341,164 △260 △341,425

平成18年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 △24,116 5,421,983 △130,421 8,309,709

 

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17年12月31日残高（千円） 27,092 27,092 8,678,226

事業年度中の変動額       

剰余金の配当   △116,614

当期純損失   △224,549

自己株式の取得   △260

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
3,100 3,100 3,100

事業年度中の変動額合計（千円） 3,100 3,100 △338,325

平成18年12月31日残高（千円） 30,192 30,192 8,339,901
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（税効果会計関係） 

（修正前） 

第 24 期 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

第 25 期 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

  （千円）

棚卸資産評価損否認 36,221

賞与引当金否認 12,857

役員退職慰労引当金否認 90,196

その他 31,810

繰延税金資産合計 171,085 

  （千円）

賞与引当金否認 16,003

役員退職慰労引当金否認 80,425

繰越欠損金 211,384

その他 23,853

小計 331,666

評価性引当額 △493

繰延税金資産合計 331,173 

繰延税金負債 繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △7,010

繰延税金負債合計 △7,010

繰延税金資産の純額 164,074 

未収還付事業税 △4,295

その他有価証券評価差額金 △9,121

繰延税金負債合計 △13,416

繰延税金資産の純額 317,756 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因の項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因の項目別内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の５／100 以下で

あるため、財務諸表等規則第８条の 12 第３項の規定

により、記載を省略しております。  

  （単位：％）

法定実効税率 40.64

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 

△2.30

住民税均等割 △1.17

受取配当金益金不算入額 0.38

評価性引当額増減による影響 △0.12

その他 △0.08

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
37.35

 

 



（修正後） 

第 24 期 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

第 25 期 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

  （千円）

棚卸資産評価損否認 36,221

賞与引当金否認 12,857

役員退職慰労引当金否認 90,196

その他 31,810

繰延税金資産合計 171,085 

  （千円）

賞与引当金否認 16,003

役員退職慰労引当金否認 80,425

繰越欠損金 261,534

その他 23,865

小計 381,829

評価性引当額 △493

繰延税金資産合計 381,336 

繰延税金負債 繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △7,010

繰延税金負債合計 △7,010

繰延税金資産の純額 164,074 

未収還付事業税 △4,295

関係会社株式 △20,581

その他有価証券評価差額金 △9,121

繰延税金負債合計 △33,998

繰延税金資産の純額 347,337 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因の項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因の項目別内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の５／100 以下で

あるため、財務諸表等規則第８条の 12 第３項の規定

により、記載を省略しております。  

  （単位：％）

法定実効税率 40.64

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 

△2.30

住民税均等割 △1.17

受取配当金益金不算入額 7.67

評価性引当額増減による影響 △0.12

その他 △0.08

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
44.64
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（１株当たり情報） 

（修正前） 

第 24 期 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

第 25 期 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１株当たり純資産額 744 円 18 銭

１株当たり当期純利益 14 円 94 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 712 円 66 銭

１株当たり当期純損失 21 円 79 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

  

第 24 期 

(自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日) 

第 25 期 

(自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
174,717 △254,130

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 （うち利益処分による役員賞与金） (―) (―)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
174,717 △254,130

期中平均株式数（株） 11,691,064 11,661,101

      

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

（旧商法第 280条ノ 19の規定に基づ

く新株引受権） 

新株引受権２種類（新株引受権の行

使により発行される株式数 315,300

株） 

（商法第 280条ノ 20 及び第 280 条ノ

21 の規定に基づく新株予約権） 

３種類 2,600 個（新株予約権の行使

により発行される株式数260,000株）

（旧商法第 280条ノ 19の規定に基づ

く新株引受権） 

新株引受権２種類（新株引受権の行

使により発行される株式数 275,800

株） 

（商法第 280条ノ 20 及び第 280 条ノ

21 の規定に基づく新株予約権） 

４種類 5,213 個（新株予約権の行使

により発行される株式数521,300株）

 



（修正後) 

第 24 期 

（自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

第 25 期 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１株当たり純資産額 744 円 18 銭

１株当たり当期純利益 14 円 94 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 715 円 20 銭

１株当たり当期純損失 19 円 26 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

  

第 24 期 

(自 平成 17 年１月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日) 

第 25 期 

(自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
174,717 △224,549

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 （うち利益処分による役員賞与金） (―) (―)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
174,717 △224,549

期中平均株式数（株） 11,691,064 11,661,101

      

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

（旧商法第 280条ノ 19の規定に基づ

く新株引受権） 

新株引受権２種類（新株引受権の行

使により発行される株式数 315,300

株） 

（商法第 280条ノ 20 及び第 280 条ノ

21 の規定に基づく新株予約権） 

３種類 2,600 個（新株予約権の行使

により発行される株式数260,000株）

（旧商法第 280条ノ 19の規定に基づ

く新株引受権） 

新株引受権２種類（新株引受権の行

使により発行される株式数 275,800

株） 

（商法第 280条ノ 20 及び第 280 条ノ

21 の規定に基づく新株予約権） 

４種類 5,213 個（新株予約権の行使

により発行される株式数521,300株）

 

 


