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2007 年３月 23 日 

各  位 

会 社 名 株式会社モック 

代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 山田 信房 

（コード番号：2363 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役 兼 執行役員 斎藤 将貴 

TEL （03）6253‐8774 

 

（訂正）平成 19 年６月期中間決算短信（連結・個別）の 

一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 19 年２月 13 日に公表いたしました「平成 19 年６月期 中間決算短信（連結）」および

「平成 19 年６月期 個別中間財務諸表の概要」の記載内容について、一部誤りがありましたの

で、下記のとおり訂正いたします。 

記 

 
１． 訂正理由 

当中間期（平成 18 年７月１日～平成 18 年 12 月 31 日）において、保有していた旧名古屋本社の建

物の解体および土地の譲渡を実施いたしました。しかしながら、建物の解体に伴う除却が行われてお

らず帳簿上残存していることが判明いたしました。そのため、当中間期末（平成 18 年 12 月 31 日）

現在の当該資産の帳簿価格（105,176 千円）について、前述の土地売却益より控除したことにより、

中間純利益が 105,176 千円減少いたしました。 

なお、通期（平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日）業績予想につきましては、連結・個別と

もに平成 19 年２月 13 日に公表した計画より変更はありません。 

 

（ご参考）平成 19 年６月期通期業績予想 

（１）連結 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

19 年６月期通期   17,200  △1,870  1,200 

１株当たり予想当期純利益  9,196 円 45 銭 

 

（２）個別 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

19 年６月期通期   6,200  △1,720  1,300 

１株当たり予想当期純利益  9,962 円 83 銭 
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２．訂正内容 

（訂正箇所には下線を付して表示しております） 

■「平成 19 年６月期 中間決算短信（連結）」 

 

＜１ページ＞ 

１．平成 18 年 12 月中間期の連結業績（平成 18 年７月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績 

【訂正前】 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

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 12 月中間期 
17 年 12 月中間期 

452   （ － ）
△193   （ － ）

5,493  28
△3,306  06

4,693  96
－  －

18 年６月期 △3,870   （ － ） △59,477  18 －  －

 

【訂正後】 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

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 12 月中間期 
17 年 12 月中間期 

346   （ － ）
△193   （ － ）

4,215  12
△3,306  06

3,601  79
－  －

18 年６月期 △3,870   （ － ） △59,477  18 －  －

 

（２）連結財政状態 

【訂正前】 

 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 月中間期 
17 年 12 月中間期 

22,523 
28,565 

3,975
4,110

15.5
14.4

37,706    93
64,961    17

18 年６月期 28,895 3,042 9.4 39,106    52

 

【訂正後】 

 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 月中間期 
17 年 12 月中間期 

22,418 
28,565 

3,869
4,110

15.1
14.4

36,573    56
64,961    17

18 年６月期 28,895 3,042 9.4 39,106    52
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＜７ページ＞ 

３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績（自平成 18 年７月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

【訂正前】 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、個人消費の伸び悩みや米国経済の減速の影響による 

（略） 

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は 10,227 百万円（前年同期比 1.0％増）、営業損失は

870 百万円、経常損失は 1,109 百万円、中間純利益は 452 百万円となりました。 

 

【訂正後】 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、個人消費の伸び悩みや米国経済の減速の影響による 

（略） 

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は 10,227 百万円（前年同期比 1.0％増）、営業損失は

870 百万円、経常損失は 1,109 百万円、中間純利益は 346 百万円となりました。 

 

＜８ページ＞ 

（２）財政状態 

① 資産・負債・資本の状況 

【訂正前】 

当中間連結会計期間末における総資産は 22,523 百万円（前年同期比 21.2％減）、負債は 18,548 百

万円（前年同期比 23.5％減）、自己資本は 3,499 百万円（前年同期比 14.9％減）となりました。 

 

【訂正後】 

当中間連結会計期間末における総資産は 22,418 百万円（前年同期比 21.5％減）、負債は 18,548 百

万円（前年同期比 23.5％減）、自己資本は 3,394 百万円（前年同期比 17.4％減）となりました。 

 

② キャッシュ・フロー 

【訂正前】 

当社グループにおけるキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

  平成 17 年 12 月中間期 平成 18 年 12 月中間期

自己資本比率 （％） 14.4 15.5

時価ベースでの自己資本比率 （％） 59.2 11.4

債務償還年数 （年） ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） ― ―

 

【訂正後】 

当社グループにおけるキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

  平成 17 年 12 月中間期 平成 18 年 12 月中間期

自己資本比率 （％） 14.4 15.1

時価ベースでの自己資本比率 （％） 59.2 11.5

債務償還年数 （年） ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） ― ―
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＜９ページ＞ 

（４）事業等のリスク 

 ②経営成績および財政状態の推移について 

 ３）借入金依存度について 

【訂正前】 

当社グループは、積極的な設備投資を継続し事業の成長を図ってまいりましたが、設備投資資金を

金融機関からの借入等により調達しているため、総資産に占める借入金（短期借入金、長期借入金、

社債および新株予約権付社債の合計）の割合は、平成 16 年６月期末、平成 17 年６月期末、平成 18

年６月期末、平成 18 年 12 月中間期末において、それぞれ 59.4％（連結）、67.9％（連結）、65.2％

（連結）、60.2％（連結）と高い水準で推移しております。 

 

【訂正後】 

当社グループは、積極的な設備投資を継続し事業の成長を図ってまいりましたが、設備投資資金を

金融機関からの借入等により調達しているため、総資産に占める借入金（短期借入金、長期借入金、

社債および新株予約権付社債の合計）の割合は、平成 16 年６月期末、平成 17 年６月期末、平成 18

年６月期末、平成 18 年 12 月中間期末において、それぞれ 59.4％（連結）、67.9％（連結）、65.2％

（連結）、60.5％（連結）と高い水準で推移しております。 
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＜11 ページ＞ 

４．中間連結財務諸表等 

（１）中間連結貸借対照表 

【訂正前】 

  前中間連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年６月30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
(％)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２  1,958,468 1,078,842  2,263,425

２．受取手形及び 
売掛金 

  321,943 341,124  333,802

３．たな卸資産 ※２  5,775,386 3,891,877  4,674,869

４．差入保証金   3,500,000 ―  ―

５．短期貸付金   ― 2,665,999  2,666,611

６．その他   2,318,020 1,919,771  1,421,359

貸倒引当金   △53,293 △22,758  △24,634

流動資産合計   13,820,526 48.4 9,874,857 43.8  11,335,434 39.2

Ⅱ 固定資産    

１.有形固定資産 ※１   

(1)建物 ※２ 3,177,492 2,873,498 2,960,027 

(2)土地 ※２ 3,575,750 ― 3,575,750 

(3)その他  482,812 7,236,055 397,026 3,270,524 982,054 7,517,832

２.無形固定資産    

(1)連結調整勘定  1,091,562 ― 1,072,567 

(2)のれん  ― 751,804 ― 

(3)その他  578,211 1,669,773 50,168 801,973 232,531 1,305,099

３.投資その他の 
資産 

   

(1)投資有価証券 ※２ ― 1,267,684 1,153,883 

(2)長期貸付金  ― 3,681,095 3,767,436 

(3)差入保証金 ※２ 2,932,983 3,344,330 3,019,915 

(4)その他  2,953,986 545,665 870,346 

  貸倒引当金  △47,726 5,839,243 △262,556 8,576,220 △74,159 8,737,422

固定資産合計   14,745,072 51.6 12,648,718 56.2  17,560,354 60.8

資産合計   28,565,599 100.0 22,523,575 100.0  28,895,789 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※２  869,804 1,040,891  997,948

２．短期借入金 ※２  5,997,370 4,906,758  6,346,833

３．賞与引当金   55,260 41,531  90,538

４．未払金   1,577,700 1,627,969  1,626,658

５．その他 ※２  1,215,308 1,540,731  3,078,626

流動負債合計   9,715,444 34.0 9,157,881 40.7  12,140,605 42.0
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【訂正後】 

  前中間連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年６月30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
(％)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２  1,958,468 1,078,842  2,263,425

２．受取手形及び 
売掛金 

  321,943 341,124  333,802

３．たな卸資産 ※２  5,775,386 3,891,877  4,674,869

４．差入保証金   3,500,000 ―  ―

５．短期貸付金   ― 2,665,999  2,666,611

６．その他   2,318,020 1,919,771  1,421,359

貸倒引当金   △53,293 △22,758  △24,634

流動資産合計   13,820,526 48.4 9,874,857 44.0  11,335,434 39.2

Ⅱ 固定資産    

１.有形固定資産 ※１   

(1)建物 ※２ 3,177,492 2,768,321 2,960,027 

(2)土地 ※２ 3,575,750 ― 3,575,750 

(3)その他  482,812 7,236,055 397,026 3,165,348 982,054 7,517,832

２.無形固定資産    

(1)連結調整勘定  1,091,562 ― 1,072,567 

(2)のれん  ― 751,804 ― 

(3)その他  578,211 1,669,773 50,168 801,973 232,531 1,305,099

３.投資その他の 
資産 

   

(1)投資有価証券 ※２ ― 1,267,684 1,153,883 

(2)長期貸付金  ― 3,681,095 3,767,436 

(3)差入保証金 ※２ 2,932,983 3,344,330 3,019,915 

(4)その他  2,953,986 545,665 870,346 

  貸倒引当金  △47,726 5,839,243 △262,556 8,576,220 △74,159 8,737,422

固定資産合計   14,745,072 51.6 12,543,541 56.0  17,560,354 60.8

資産合計   28,565,599 100.0 22,418,399 100.0  28,895,789 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金 ※２  869,804 1,040,891  997,948

２．短期借入金 ※２  5,997,370 4,906,758  6,346,833

３．賞与引当金   55,260 41,531  90,538

４．未払金   1,577,700 1,627,969  1,626,658

５．その他 ※２  1,215,308 1,540,731  3,078,626

流動負債合計   9,715,444 34.0 9,157,881 40.8  12,140,605 42.0
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＜12 ページ＞ 

【訂正前】 

  前中間連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年６月30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
(％)

Ⅱ 固定負債    

１．社債 ※２  1,945,000 680,000  1,892,500

２．新株予約権付 
社債 

  5,960,000 5,510,000  5,560,000

３．長期借入金 ※２  5,330,575 2,298,954  4,826,962

４．退職給付引当金   8,172 10,135  20,353

５．その他   1,273,966 891,568  1,412,645

固定負債合計   14,517,713 50.8 9,390,658 41.7  13,712,461 47.5

負債合計   24,233,157 84.8 18,548,539 82.4  25,853,067 89.5

（少数株主持分）    

 少数株主持分   221,569 0.8 ― ―  ― ―

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,136,500 7.5 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   2,061,000 7.2 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   △396,918 △1.4 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  310,956 1.1 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △664 △0.0 ― ―  ― ―

資本合計   4,110,872 14.4 ― ―  ― ―

負債、少数株主持
分及び資本合計 

  28,565,599 100.0 ― ―  ― ―

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   ― 3,591,249  3,341,254

２．資本剰余金   ― 3,515,725  3,265,745

３．利益剰余金   ― △3,622,900  △4,074,931

株主資本合計   ― ― 3,484,074 15.5  2,532,068 8.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券
評価差額金 

  ― 15,647  185,247

２．繰延ヘッジ損益   ― △518  △987

評価・換算差額等
合計 

  ― ― 15,129 0.1  184,259 0.6

Ⅲ 新株予約権   ― ― 35,000 0.1  ― ―

Ⅳ 少数株主持分   ― ― 440,832 1.9  326,393 1.1

純資産合計   ― ― 3,975,036 17.6  3,042,722 10.5

負債純資産合計   ― ― 22,523,575 100.0  28,895,789 100.0
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【訂正後】 

  前中間連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年６月30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
(％)

Ⅱ 固定負債    

１．社債 ※２  1,945,000 680,000  1,892,500

２．新株予約権付 
社債 

  5,960,000 5,510,000  5,560,000

３．長期借入金 ※２  5,330,575 2,298,954  4,826,962

４．退職給付引当金   8,172 10,135  20,353

５．その他   1,273,966 891,568  1,412,645

固定負債合計   14,517,713 50.8 9,390,658 41.9  13,712,461 47.5

負債合計   24,233,157 84.8 18,548,539 82.7  25,853,067 89.5

（少数株主持分）    

 少数株主持分   221,569 0.8 ― ―  ― ―

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,136,500 7.5 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   2,061,000 7.2 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   △396,918 △1.4 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  310,956 1.1 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △664 △0.0 ― ―  ― ―

資本合計   4,110,872 14.4 ― ―  ― ―

負債、少数株主持
分及び資本合計 

  28,565,599 100.0 ― ―  ― ―

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   ― 3,591,249  3,341,254

２．資本剰余金   ― 3,515,725  3,265,745

３．利益剰余金   ― △3,728,077  △4,074,931

株主資本合計   ― ― 3,378,897 15.1  2,532,068 8.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券
評価差額金 

  ― 15,647  185,247

２．繰延ヘッジ損益   ― △518  △987

評価・換算差額等
合計 

  ― ― 15,129 0.1  184,259 0.6

Ⅲ 新株予約権   ― ― 35,000 0.2  ― ―

Ⅳ 少数株主持分   ― ― 440,832 1.9  326,393 1.1

純資産合計   ― ― 3,869,859 17.3  3,042,722 10.5

負債純資産合計   ― ― 22,418,399 100.0  28,895,789 100.0

 



 - 9 -

＜13 ページ＞ 

（２）中間連結損益計算書 

【訂正前】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   10,125,915 100.0 10,227,713 100.0  21,558,796 100.0

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ ― 1,251,021 2,477 

２．関係会社株式売
却益 

 ― 454,907 ― 

３．貸倒引当金戻入
益 

 26,297 ― 32,903 

４．償却債権取立益  12,205 ― 24,567 

５．敷金返還差金  10,008 ― 10,008 

６．その他  2,498 51,009 0.5 224,112 1,930,041 18.8 11,333 81,289 0.4

Ⅶ 特別損失    

１．減損損失 ※３ 310,765 183,225 1,711,416 

２．貸倒引当金繰入
額 

 ― 192,000 ― 

３．投資有価証券評
価損 

 73,114 ― 85,017 

４．連結調整勘定償
却 

※４ 87,461 ― 108,335 

５．のれん償却額 ※４ ― 96,945 ― 

６．その他  65,498 536,839 5.3 99,802 571,972 5.6 221,104 2,125,873 9.9

  税金等調整前中
間純利益又は税
金等調整前中間
（当期）純損失
（△） 

  △182,511 △1.8 248,476 2.4  △3,375,320 △15.7

 法人税、住民税及 
び事業税 

 80,418 38,791 116,380 

 法人税等還付額  ― △26,226 ― 

 法人税等調整額  △199,153 △118,734 △1.2 △341,487 △328,923 △3.2 270,354 386,734 1.8

 少数株主利益   129,244 1.3 125,369 1.2  108,059 0.5

  中間純利益又は
中間（当期）純
損失（△） 

  △193,022 △1.9 452,030 4.4  △3,870,115 △18.0
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【訂正後】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   10,125,915 100.0 10,227,713 100.0  21,558,796 100.0

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ ― 1,145,844 2,477 

２．関係会社株式売
却益 

 ― 454,907 ― 

３．貸倒引当金戻入
益 

 26,297 ― 32,903 

４．償却債権取立益  12,205 ― 24,567 

５．敷金返還差金  10,008 ― 10,008 

６．その他  2,498 51,009 0.5 224,112 1,824,864 17.8 11,333 81,289 0.4

Ⅶ 特別損失    

１．減損損失 ※３ 310,765 183,225 1,711,416 

２．貸倒引当金繰入
額 

 ― 192,000 ― 

３．投資有価証券評
価損 

 73,114 ― 85,017 

４．連結調整勘定償
却 

※４ 87,461 ― 108,335 

５．のれん償却額 ※４ ― 96,945 ― 

６．その他  65,498 536,839 5.3 99,802 571,972 5.6 221,104 2,125,873 9.9

  税金等調整前中
間純利益又は税
金等調整前中間
（当期）純損失
（△） 

  △182,511 △1.8 143,300 1.4  △3,375,320 △15.7

 法人税、住民税及 
び事業税 

 80,418 38,791 116,380 

 法人税等還付額  ― △26,226 ― 

 法人税等調整額  △199,153 △118,734 △1.2 △341,487 △328,923 △3.2 270,354 386,734 1.8

 少数株主利益   129,244 1.3 125,369 1.2  108,059 0.5

  中間純利益又は
中間（当期）純
損失（△） 

  △193,022 △1.9 346,853 3.4  △3,870,115 △18.0
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＜15 ページ＞ 

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７月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

【訂正前】 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年６月30日 残高（千円） 3,341,254 3,265,745 △4,074,931 2,532,068

当中間連結会計期間中の変動額  

新株の発行 249,994 249,979  499,974

中間純利益 452,030 452,030

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）

 

当中間連結会計期間中の変動額合
計（千円） 

249,994 249,979 452,030 952,005

平成18年12月31日 残高（千円） 3,591,249 3,515,725 △3,622,900 3,484,074

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
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６月30日 残高（千円） 185,247 △987 184,259 ― 326,393 3,042,722

当中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行   499,974

中間純利益   452,030

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）

△169,599 469 △169,130 35,000 114,439 △19,691

当中間連結会計期間中の変動額合
計（千円） 

△169,599 469 △169,130 35,000 114,439 932,314

平成18年12月31日 残高（千円） 15,647 △518 15,129 35,000 440,832 3,975,036

 

 

【訂正後】 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年６月30日 残高（千円） 3,341,254 3,265,745 △4,074,931 2,532,068

当中間連結会計期間中の変動額  

新株の発行 249,994 249,979  499,974

中間純利益 346,853 346,853

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）

 

当中間連結会計期間中の変動額合
計（千円） 

249,994 249,979 346,853 846,828

平成18年12月31日 残高（千円） 3,591,249 3,515,725 △3,728,077 3,378,897

 

 



 - 12 -

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
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６月30日 残高（千円） 185,247 △987 184,259 ― 326,393 3,042,722

当中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行   499,974

中間純利益   346,853

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）

△169,599 469 △169,130 35,000 114,439 △19,691

当中間連結会計期間中の変動額合
計（千円） 

△169,599 469 △169,130 35,000 114,439 827,137

平成18年12月31日 残高（千円） 15,647 △518 15,129 35,000 440,832 3,869,859

 

＜17 ページ＞ 

（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益又は税金等
調整前中間(当期)純損失（△） 

 △182,511 248,476 △3,375,320

減価償却費  430,024 306,990 908,117

減損損失  310,765 183,225 1,711,416

連結調整勘定償却額  241,562 ― 417,700

のれん償却額  ― 222,424 ―

貸倒引当金の増減(△)額  2,462 198,194 △14,224

受取利息及び受取配当金  △16,563 △61,290 △47,033

支払利息  113,424 112,999 250,644

関係会社株式売却益  ― △454,907 ―

投資有価証券売却損益  △127,809 △185,763 △149,570

固定資産売却益  ― △1,251,021 △2,477

売上債権の増(△)減額  12,387 △27,140 337,364

たな卸資産の増(△)減額  △4,211,503 751,479 △3,073,152

未収入金の増(△)減額  △240,416 △31,015 699,026

仕入債務の増加額  362,731 115,378 237,753

預り金の増加額  30,672 23,015 403

その他  239,274 △645,916 429,017

小計  △3,035,500 △494,870 △1,670,334

   

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,560,765 △306,604 △2,596,593
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【訂正後】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益又は税金等
調整前中間(当期)純損失（△） 

 △182,511 143,300 △3,375,320

減価償却費  430,024 306,990 908,117

減損損失  310,765 183,225 1,711,416

連結調整勘定償却額  241,562 ― 417,700

のれん償却額  ― 222,424 ―

貸倒引当金の増減(△)額  2,462 198,194 △14,224

受取利息及び受取配当金  △16,563 △61,290 △47,033

支払利息  113,424 112,999 250,644

関係会社株式売却益  ― △454,907 ―

投資有価証券売却損益  △127,809 △185,763 △149,570

固定資産売却益  ― △1,145,844 △2,477

売上債権の増(△)減額  12,387 △27,140 337,364

たな卸資産の増(△)減額  △4,211,503 751,479 △3,073,152

未収入金の増(△)減額  △240,416 △31,015 699,026

仕入債務の増加額  362,731 115,378 237,753

預り金の増加額  30,672 23,015 403

その他  239,274 △645,916 429,017

小計  △3,035,500 △494,870 △1,670,334

   

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,560,765 △306,604 △2,596,593
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＜28 ページ＞ 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

【訂正前】 

前中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度末 

(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 
2,086,819千円 

  

 
2,383,864千円

  

 
2,386,168千円

  
 

【訂正後】 

前中間連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前連結会計年度末 

(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 
2,086,819千円 

  

 
2,346,161千円

  

 
2,386,168千円

  
 

＜29 ページ＞ 

（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７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

※２        ― ※２ 固定資産売却益の内訳 
土地 1,209,420 千円

建物   39,950 千円

その他 1,650 千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 
工具、器具及び備品 2,477 千円

 

 

【訂正後】 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

※２        ― ※２ 固定資産売却益の内訳 
土地 1,104,243 千円

建物   39,950 千円

その他 1,650 千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 
工具、器具及び備品 2,477 千円
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＜41 ページ＞ 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 64,961.17 円 

１株当たり中間純損失金額 3,306.06 円 

 

 
１株当たり純資産額 37,706.93 円

１株当たり中間純利益金額 5,493.28 円

 

 
１株当たり純資産額 39,106.52 円

１株当たり当期純損失金額 59,477.18 円

  
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が計上されてい

るため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 4,693.96 円

 
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純損益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７月１日 

 至 平成17年12月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日）

１株当たり中間(当期)純損益金額  

中間純利益又は中間(当期)純損失（△）（千円） △193,022 452,030 △3,870,115 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間(当期)純損

失（△）（千円） 
△193,022 452,030 △3,870,115 

期中平均株式数（株） 58,384 82,287 65,068 

    

 

【訂正後】 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 64,961.17 円 

１株当たり中間純損失金額 3,306.06 円 

 

 
１株当たり純資産額 36,573.56 円

１株当たり中間純利益金額 4,215.12 円

 

 
１株当たり純資産額 39,106.52 円

１株当たり当期純損失金額 59,477.18 円

  
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が計上されてい

るため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 3,601.79 円

 
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、１株当たり当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純損益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７月１日 

 至 平成17年12月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日）

１株当たり中間(当期)純損益金額  

中間純利益又は中間(当期)純損失（△）（千円） △193,022 346,853 △3,870,115 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間(当期)純損

失（△）（千円） 
△193,022 346,853 △3,870,115 

期中平均株式数（株） 58,384 82,287 65,068 
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■「平成 19 年６月期 個別中間財務諸表の概要」 

 

＜１ページ＞ 

１．平成 18 年 12 月中間期の業績（平成 18 年７月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 

（１）経営成績 

【訂正前】 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭

18 年 12 月中間期 
17 年 12 月中間期 

354   （ － ）
△105   （ － ）

4,309  95
△1,801  04

18 年６月期 △3,044   （ － ） △46,787  14

 

【訂正後】 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭

18 年 12 月中間期 
17 年 12 月中間期 

249   （ － ）
△105   （ － ）

3,031  79
△1,801  04

18 年６月期 △3,044   （ － ） △46,787  14

 

（２）財政状態 

【訂正前】 

 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 月中間期 
17 年 12 月中間期 

17,200 
20,859 

4,419
4,092

25.5
19.6

47,247    97
64,668    11

18 年６月期 22,130 3,655 16.5 46,981    80

 

【訂正後】 

 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 月中間期 
17 年 12 月中間期 

17,095 
20,859 

4,314
4,092

25.0
19.6

46,114    60
64,668    11

18 年６月期 22,130 3,655 16.5 46,981    80
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６．個別中間財務諸表等 

（１）中間貸借対照表 

【訂正前】 

  前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年６月30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
(％)

（資産の部）    

流動資産合計   10,372,063 49.7 7,614,869 44.3  8,596,238 38.8

Ⅱ 固定資産    

１.有形固定資産 ※１   

(1)建物 ※２  1,819,841 1,816,119  1,475,035

(2)土地 ※２  3,565,750 －  3,565,750

(3)その他   250,034 206,945  731,380

有形固定資産合計   5,635,626 2,023,065  5,772,166

２.無形固定資産   521,972 119,219  138,834

３.投資その他の 
資産 

   

(1)関係会社株式   1,783,600 1,848,380  2,148,380

(2)長期貸付金   － 3,500,000  3,500,000

(3)差入保証金   － 1,698,803  813,027

(4)その他 ※２  2,551,222 594,396  1,165,574

  貸倒引当金   △4,714 △198,421  △3,775

投資その他の資産
合計 

  4,330,107 7,443,158  7,623,206

固定資産合計   10,487,706 50.3 9,585,442 55.7  13,534,208 61.2

資産合計   20,859,769 100.0 17,200,311 100.0  22,130,446 100.0

（負債の部）    

流動負債合計   4,202,863 20.2 4,716,417 27.4  6,514,302 29.5

 

  前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年６月30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
(％)

Ⅱ 固定負債    

１.社債 ※２  1,775,000 200,000  1,637,500

２.新株予約権付社
債 

  5,960,000 5,510,000  5,560,000

３.長期借入金 ※２  4,208,164 1,589,000  3,744,312

４.その他   621,415 765,283  1,018,865

固定負債合計   12,564,579 60.2 8,064,283 46.9  11,960,677 54.0

負債合計   16,767,442 80.4 12,780,700 74.3  18,474,979 83.5

負債・資本合計   20,859,769 100.0 ― ―  ― ―
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  前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年６月30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）    

  繰越利益剰余
金 

 ― △2,723,305 △3,077,962 

利益剰余金合計   ― ― △2,723,305 △15.8  △3,077,962 △13.9

  株主資本合計   ― ― 4,383,669 25.5  3,529,037 15.9

Ⅱ 評価・換算差額
等 

   

１.その他有価証券
評価差額金 

  ― ― 1,461 0.0  127,416 0.6

２.繰越ヘッジ損益   ― ― △518 △0.0  △987 △0.0

評価・換算差額
等合計 

  ― ― 942 0.0  126,428 0.6

Ⅲ 新株予約権   ― ― 35,000 0.2  ― ―

純資産合計   ― ― 4,419,611 25.7  3,655,466 16.5

負債純資産合計   ― ― 17,200,311 100.0  22,130,446 100.0

 

 

【訂正後】 

  前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年６月30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
(％)

（資産の部）    

流動資産合計   10,372,063 49.7 7,614,869 44.5  8,596,238 38.8

Ⅱ 固定資産    

１.有形固定資産 ※１   

(1)建物 ※２  1,819,841 1,710,943  1,475,035

(2)土地 ※２  3,565,750 －  3,565,750

(3)その他   250,034 206,945  731,380

有形固定資産合計   5,635,626 1,917,888  5,772,166

２.無形固定資産   521,972 119,219  138,834

３.投資その他の 
資産 

   

(1)関係会社株式   1,848,380  2,148,380

(2)長期貸付金   － 3,500,000  3,500,000

(3)差入保証金   － 1,698,803  813,027

(4)その他 ※２  2,551,222 594,396  1,165,574

  貸倒引当金   △4,714 △198,421  △3,775

投資その他の資産
合計 

  4,330,107 7,443,158  7,623,206

固定資産合計   10,487,706 50.3 9,480,265 55.5  13,534,208 61.2

資産合計   20,859,769 100.0 17,095,135 100.0  22,130,446 100.0

（負債の部）    

流動負債合計   4,202,863 20.2 4,716,417 27.6  6,514,302 29.5
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  前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年６月30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
(％)

Ⅱ 固定負債    

１.社債 ※２  1,775,000 200,000  1,637,500

２.新株予約権付社
債 

  5,960,000 5,510,000  5,560,000

３.長期借入金 ※２  4,208,164 1,589,000  3,744,312

４.その他   621,415 765,283  1,018,865

固定負債合計   12,564,579 60.2 8,064,283 47.2  11,960,677 54.0

負債合計   16,767,442 80.4 12,780,700 74.8  18,474,979 83.5

負債・資本合計   20,859,769 100.0 ― ―  ― ―

 

  前中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成18年６月30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）    

  繰越利益剰余
金 

 ― △2,828,482 △3,077,962 

利益剰余金合計   ― ― △2,828,482 △16.5  △3,077,962 △13.9

  株主資本合計   ― ― 4,278,492 25.0  3,529,037 15.9

Ⅱ 評価・換算差額
等 

   

１.その他有価証券
評価差額金 

  ― ― 1,461 0.0  127,416 0.6

２.繰越ヘッジ損益   ― ― △518 △0.0  △987 △0.0

評価・換算差額
等合計 

  ― ― 942 0.0  126,428 0.6

Ⅲ 新株予約権   ― ― 35,000 0.2  ― ―

純資産合計   ― ― 4,314,434 25.2  3,655,466 16.5

負債純資産合計   ― ― 17,095,135 100.0  22,130,446 100.0
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（２）中間損益計算書 

【訂正前】 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   4,460,454 100.0 2,813,432 100.0  7,889,109 100.0

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 1,648,606 58.5  15,986 0.2

Ⅶ 特別損失 ※4,5  300,207 6.7 450,241 16.0  1,830,363 23.2

  税引前中間純利
益又は税引前中
間（当期）純損
失（△） 

  △129,595 △2.9 80,129 2.8  △2,605,667 △33.0

 法人税、住民税及 
び事業税 

 4,230 3,440 10,425 

 法人税等調整額  △28,673 △24,442 △0.5 △277,967 △274,526 △9.8 428,295 438,720 5.6

  中間純利益又は
中間（当期）純
損失（△） 

  △105,152 △2.4 354,656 12.6  △3,044,387 △38.6

 前期繰越損失   32,655 ―  ―

  中間未処理損失   137,807 ―  ―

 

【訂正後】 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   4,460,454 100.0 2,813,432 100.0  7,889,109 100.0

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 1,543,430 54.9  15,986 0.2

Ⅶ 特別損失 ※4,5  300,207 6.7 450,241 16.0  1,830,363 23.2

  税引前中間純利
益又は税引前中
間（当期）純損
失（△） 

  △129,595 △2.9 △25,046 △0.9  △2,605,667 △33.0

 法人税、住民税及 
び事業税 

 4,230 3,440 10,425 

 法人税等調整額  △28,673 △24,442 △0.5 △277,967 △274,526 △9.8 428,295 438,720 5.6

  中間純利益又は
中間（当期）純
損失（△） 

  △105,152 △2.4 249,479 8.9  △3,044,387 △38.6

 前期繰越損失   32,655 ―  ―

  中間未処理損失   137,807 ―  ―
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（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７月１日 至平成 18 年 12 月 31 日） 

【訂正前】 

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 資本剰余金合計

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

株主資本合計

平成18年６月30日 残高
（千円） 

3,341,254 3,265,745 3,265,745 △3,077,962 △3,077,962 3,529,037

当中間会計期間中の変動額   

新株の発行 249,994 249,979 249,979  499,974

中間純利益  354,656 354,656 354,656

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

  

当中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

249,994 249,979 249,979 354,656 354,656 854,631

平成18年12月31日 残高
（千円） 

3,591,249 3,515,725 3,515,725 △2,723,305 △2,723,305 4,383,669

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額

等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年６月30日 残高
（千円） 

127,416 △987 126,428 ― 3,655,466 

当中間会計期間中の変動額   

新株の発行  499,974 

中間純利益  354,656 

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

△125,955 469 △125,486 35,000 △90,486 

当中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

△125,955 469 △125,486 35,000 764,145 

平成18年12月31日 残高
（千円） 

1,461 △518 942 35,000 4,419,611 
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【訂正後】 

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 資本剰余金合計

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

株主資本合計

平成18年６月30日 残高
（千円） 

3,341,254 3,265,745 3,265,745 △3,077,962 △3,077,962 3,529,037

当中間会計期間中の変動額   

新株の発行 249,994 249,979 249,979  499,974

中間純利益  249,479 249,479 249,479

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

  

当中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

249,994 249,979 249,979 249,479 249,479 749,454

平成18年12月31日 残高
（千円） 

3,591,249 3,515,725 3,515,725 △2,828,482 △2,828,482 4,278,492

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額

等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年６月30日 残高
（千円） 

127,416 △987 126,428 ― 3,042,722 

当中間会計期間中の変動額   

新株の発行  499,974 

中間純利益  249,479 

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額） 

△125,955 469 △125,486 35,000 △90,486 

当中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

△125,955 469 △125,486 35,000 658,968 

平成18年12月31日 残高
（千円） 

1,461 △518 942 35,000 4,314,434 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

【訂正前】 

前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度末 

(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 
438,517千円 

  

 
666,406千円

  

 
541,584千円

  
 

【訂正後】 

前中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度末 

(平成18年６月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 
438,517千円 

  

 
628,703千円

  

 
541,584千円

  
 

＜15 ページ＞ 

（中間損益計算書関係） 

【訂正前】 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

※３        ― ※３ 特別利益のうち主要なもの 
投資有価証券売却益 177,301 千円

関係会社株式売却益 470,410 千円

固定資産売却益 997,922 千円
 

※３        ― 
 

 

【訂正後】 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

※３        ― ※３ 特別利益のうち主要なもの 
投資有価証券売却益 177,301 千円

関係会社株式売却益 470,410 千円

固定資産売却益 892,745 千円
 

※３        ― 
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（１株当たり情報） 

【訂正前】 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 64,668.11 円 

１株当たり中間純損失金額 1,801.04 円 

 

 
１株当たり純資産額 47,247.97 円

１株当たり中間純利益金額 4,309.95 円

 

 
１株当たり純資産額 46,981.80 円

１株当たり当期純損失金額 46,787.14 円

  
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が計上されてい

るため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 3,682.81 円

 
 

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が計上されてい

るため記載しておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純損益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。 

 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日）

１株当たり中間(当期)純損益金額  

中間純利益又は中間(当期)純損失（△）（千円） △105,152 354,656 △3,044,387 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間(当期)純損

失（△）（千円） 
△105,152 354,656 △3,044,387 

期中平均株式数（株） 58,384 82,287 65,068 

    

 

【訂正後】 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 64,668.11 円 

１株当たり中間純損失金額 1,801.04 円 

 

 
１株当たり純資産額 46,114.60 円

１株当たり中間純利益金額 3,031.79 円

 

 
１株当たり純資産額 46,981.80 円

１株当たり当期純損失金額 46,787.14 円

  
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が計上されてい

るため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 2,590.64 円

 
 

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が計上されてい

るため記載しておりません。 

（注）１株当たり中間（当期）純損益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。 

 

前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成17年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成18年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日）

１株当たり中間(当期)純損益金額  

中間純利益又は中間(当期)純損失（△）（千円） △105,152 249,479 △3,044,387 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は中間(当期)純損

失（△）（千円） 
△105,152 249,479 △3,044,387 

期中平均株式数（株） 58,384 82,287 65,068 

    

以上 


