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平成18年12月期 決算短信(連結)の一部訂正について 

 

  平成19年2月26日に発表いたしました「平成18年12月期 決算短信（連結）」の一部につきまして、下記のとお

り訂正いたします。なお訂正箇所には下線を付しております。 

 

 

記 

 

訂正箇所 

 

【1ページ １．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日）】 

（訂正前） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中間期 2,300 200 100 

通期 5,300 630 320 

  （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  1,488円 29銭 

※ なお、本資料で記述されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したもので

あり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこ

れと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。上記予想に関連する事項は、添付資料９ページを

ご参照ください。 

 

（訂正後） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中間期 2,300 200 100 

通期 5,300 630 320 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  1,035円 33銭 

※ なお、本資料で記述されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したもので

あり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこ

れと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。上記予想に関連する事項は、添付資料８ページを

ご参照ください。 
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【2ページ １．企業集団の状況(平成18年12月31日現在) 】 

（訂正前） 

関連会社 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容 

株式会社システム工房東京 45,000千円 25% ソフトウェアの開発販売 

株式会社アンソネット 48,500千円 28% CTIシステムの開発販売 

株式会社ハンズオンクリエイト 85,000千円 34% 有望未公開企業に対するコンサルティング 

ハンズオンクリエイト１号投資事
業有限責任組合 

550,000千円 18% 投資事業 

サイボウズ・メディアアンドテク
ノロジー株式会社 

151,450千円 22% 
インターネットコンテンツの企画・運用・
管理、調査・資料制作・販売、受託調査 

Softbrain Asia(BVI), ltd 100US $ 28% 持株会社 

 

注)１．Softbrain Asia(BVI),Ltdの100%子会社であるSoftbrain USが、株式会社ジュリアーニ・コンプライアン

ス・ジャパンの株式を60%取得しております。当社の株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパ

ンに対する間接持分比率は、16.66%となっております。 

 

（訂正後） 

関連会社 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容 

株式会社システム工房東京 45,000千円 25% ソフトウェアの開発販売 

株式会社アンソネット 48,500千円 28% CTIシステムの開発販売 

株式会社ハンズオンクリエイト 185,000千円 34% 有望未公開企業に対するコンサルティング 

ハンズオンクリエイト１号投資事
業有限責任組合 

550,000千円 18% 投資事業 

サイボウズ・メディアアンドテク
ノロジー株式会社 

257,916千円 22% 
インターネットコンテンツの企画・運用・
管理、調査・資料制作・販売、受託調査 

Softbrain Asia(BVI), Ltd 100US $ 28% 持株会社 

 

注）１．Softbrain Asia(BVI), Ltdの100％子会社であるSoftbrain US LLCが、株式会社Giuliani Compliance 

Japanの株式を60％取得しております。当社の株式会社Giuliani Compliance Japanに対する間接持分比

率は、16.66％となっております。 

 

 

 

【5ページ ⑤ 内部統制・コンプライアンス事業の推進について】 

（訂正前） 

 株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパンを中心とした内部統制・コンプライアンス事業は今後の当社グループに

おける重要な柱と捉えております。事業の立ち上げは順調に推移しておりますが、確実に収益へつなげていくために、引き続き

事業連携・支援に注力してまいります。 

 

（訂正後） 

株式会社Giuliani Compliance Japanを中心とした内部統制・コンプライアンス事業は今後の当社グループにおける重要な柱

と捉えております。事業の立ち上げは順調に推移しておりますが、確実に収益へつなげていくために、引き続き事業連携・支援

に注力してまいります。 
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【8ページ （財政状態の推移）】 

（訂正前） 

  （財政状態の推移） 

第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 

期別 自 平成14年１月１日 自 平成15年１月１日

至 平成14年12月31日 至 平成15年12月31日

自 平成16年１月１日

至 平成16年12月31日

自 平成17年１月１日 自 平成18年１月１日

至 平成17年12月31日 至 平成18年12月31日

純資産額（千円） 1,357,175 1,686,924 2,092,288 2,610,660 2,434,250 

自己資本比率（％） 89.5 79.8 78.0 72.6 52.9 

時価ベースの自己資
本比率（％） 

236.9 475.8 1,005.0 906.0 153.8 

現金及び現金同等物
の期末残高（千円） 

919,450 1,725,179 1,994,010 1,720,957 703,152 

 

（訂正後） 

  （財政状態の推移） 

第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 

期別 自 平成14年１月１日 自 平成15年１月１日

至 平成14年12月31日 至 平成15年12月31日

自 平成16年１月１日

至 平成16年12月31日

自 平成17年１月１日 自 平成18年１月１日

至 平成17年12月31日 至 平成18年12月31日

純資産額（千円） 1,357,175 1,686,924 2,092,288 2,637,794 2,434,250 

自己資本比率（％） 89.5 79.8 78.0 73.4 52.9 

時価ベースの自己資
本比率（％） 

236.9 475.8 1,005.0 906.0 153.8 

現金及び現金同等物
の期末残高（千円） 

919,450 1,725,179 1,994,010 1,720,957 703,152 

 

 

 

以上 

 

 


