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（訂正）「平成 19 年３月期中間期決算短信」及び 

「平成 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況」の 

訂正に関するお知らせ 
 

 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（連結）」及び「平成19 年

３月期 個別中間財務諸表の概要」並びに、平成19年２月14日に発表いたしました「平成19 年３月期 第

３四半期財務・業績の概況（連結）」及び「平成19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（個別）」

の内容に訂正がありましたので別紙の通りお知らせいたします。 

 

１．訂正の理由 
平成 19 年５月 18 日付の「平成 19 年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」において記述してお

りますとおり、平成 19 年３月期中間期に計上した信託業務に係る売上 220,839 千円につきましては、

当期において売上計上を行わないという判断をいたしました。 

当社におきましては、前期より開始した信託業務に係る売上につきましては、委託者のニーズに合わ

せて信託ファンド等のスキームを構築、基本合意書を締結し、委託者との合意書に基づき「スキーム構

築手数料」の金額が確定した段階で売上を計上し、その後、同合意書に基づきファンドを組成し、「組

成手数料」の金額が確定した段階で売上を計上するという会計処理を行ってまいりました。 

しかし、当中間期において計上済みの信託案件について、当期本決算の過程において監査法人と協議

を重ねた結果、信託案件に係る「スキーム構築手数料」の売上計上金額はファンドの組成予定額に基づ

き計算しており、その後の状況の変化等により、平成 19 年３月末においてその金額を確定することが

できなかったため、当社は該当する取引の売上高及び売掛金、対応する貸倒引当金の取消を行うことと

しました。 

以上より、平成 19 年３月期中間期においては、連結業績及び個別業績ともに、売上高は 220,839 千

円、販売費及び一般管理費は 692 千円それぞれ過大に、特別利益は 1,858 千円過小に計上されており、

これらを修正した結果、売上総利益は 220,839 千円減少、営業損失及び経常損失はそれぞれ 220,147 千

円増加、税金等調整前中間純損失（税引前中間純損失）及び中間純損失はそれぞれ 218,288 千円増加し

ております。 

また、平成 19 年３月期第３四半期においては、連結業績及び個別業績ともに、売上高は 220,839 千

円過大に、特別利益は 2,550 千円過小に計上されており、これらを修正した結果、売上総利益は 220,839

千円減少、営業損失及び経常損失は 220,839 千円増加、税金等調整前四半期純損失（税引前四半期純損

失）及び四半期純損失は 218,288 千円増加しております。 

これらを訂正するため、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

（連結）」及び「平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要」並びに、平成 19 年２月 14 日に発表いた

しました「平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結）」及び「平成 19 年３月期第３四半

期財務・業績の概況（個別）」の訂正をお知らせするものであります。 



２．訂正事項 

① 「平成 19 年３月期 中間決算短信（連結）」 

１．18 年９月中間期の業績 

   (1) 連結経営成績 

   (2) 連結財政状態 

  ３．経営成績及び財政状態 

   (1) 経営成績 

   (2) 財政状態 

   (4) 事業等のリスク 

  ４．中間連結財務諸表等 

   (1) 中間連結貸借対照表 

   (2) 中間連結損益計算書 

   (3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

   (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

   継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   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 

   注記事項 

   （中間連結損益計算書関係） 

   （セグメント情報） 

   （１株当たり情報） 

 

② 「平成 19 年３月期 個別中間財務諸表の概要」 

１．18 年９月中間期の業績 

   (1) 経営成績 

   (2) 財政状態 

  ５．個別中間財務諸表等 

   (1) 中間貸借対照表 

   (2) 中間損益計算書 

   (3) 中間株主資本等変動計算書 

   継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

   注記事項 

   （中間貸借対照表関係） 

   （中間損益計算書関係） 

 

③ 「平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結）」 

２．平成 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況 

   (1) 連結経営成績の進捗状況 

   (2) 連結財政状態の変動状況 

   (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  ４．四半期連結財務諸表 

   (1) 四半期連結貸借対照表 

   (2) 四半期連結損益計算書 

   (3) 四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書 

   (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 



   継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   四半期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 

   注記事項 

   （セグメント情報） 

   （１株当たり情報） 

 

④ 「平成 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（個別）」 

２．平成 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況 

   (1) 経営成績の進捗状況 

   (2) 財政状態の変動状況 

  四半期財務諸表等 

１．四半期財務諸表等 

   ① 四半期貸借対照表 

   ② 四半期損益計算書 

   ③ 四半期株主資本等変動計算書 

   継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

   注記事項 

   （四半期貸借対照表関係） 

   （四半期損益計算書関係） 

 

３．訂正箇所 

訂正箇所は   を付して表示しております。 
以上 

 
≪本件に関するお問い合わせ≫ 
広報室 管野 

Tel 3434-5651 Fax 3434-5709 
kanno@jdc.jp 
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平成 19 年３月期   中間決算短信（連結）           平成 18 年 11 月 24 日 

 
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)  連結経営成績                （百万円未満切り捨て） 

（訂正前）→ Ｐ１ 

 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 
17 年９月中間期 

   547   46.9 
       372   45.2 

△265   － 
△527   － 

△284    － 
△456    － 

18 年３月期       1,526 △615      △716 
 
 

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９月中間期 
17 年９月中間期 

△996    － 
△456    － 

  △4,791  13 
△5,135  10 

－ 
－ 

18 年３月期 △677 △3,652  00 － 
＜以下省略＞ 
 
 

（訂正後） 

 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 
17 年９月中間期 

326  △12.4 
372   45.2 

△485   － 
△527   － 

△504    － 
△456    － 

18 年３月期       1,526 △615      △716 
 
 

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９月中間期 
17 年９月中間期 

△1,214    － 
△456    － 

  △5,840  48 
△5,135  10 

－ 
－ 

18 年３月期 △677 △3,652  00 － 
＜以下省略＞ 
 
(2)  連結財政状態                            （百万円未満切り捨て） 

（訂正前）→ Ｐ１ 
 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 
17 年９月中間期 

3,719 
3,402 

2,729 
1,934 

62.4 
56.9 

11,154    21 
20,710  94 

18 年３月期 5,681 3,317 58.4 15,947  26 
＜以下省略＞ 

 
 

（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９月中間期 
17 年９月中間期 

3,496 
3,402 

2,511 
1,934 

60.1 
56.9 

10,104  86 
20,710  94 

18 年３月期 5,681 3,317 58.4 15,947  26 
＜以下省略＞ 
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３．経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 
（訂正前）→ Ｐ６ 
＜省略＞ 

当中間連結会計期間の売上高につきましては、信託事業が順調に拡大したことにより 547 百万円

（前年同期比 46.9％増）と、前年同期に比べて増加しましたが、主として連結子会社の㈱バズスタ

イルの売上が予想を下回ったため、当初予想数字には届きませんでした。売上原価は出資損失負担金

の計上などにより 397 百万円（前年同期比 29.2％減）となり、また、信託事業の推進等に伴い販管

費が 418 百万円（前年同期比 23.7％増）となったことなどにより、営業損失は 265 百万円（前年同

期比 49.7％減）となりました。 

なお､当社グループのセグメント別の売上高は以下のとおりです。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（注）１．上記の売上高には消費税等は含まれておりません。 
   ２．前連結会計年度の区分を見直し、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテンツ・ア

レンジメント事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 
 
 

（訂正後） 
＜省略＞ 

当中間連結会計期間の売上高につきましては、326 百万円（前年同期比 12.4％減）と、前年同期に

比べて減少しました。主として信託事業及びその他の事業の売上が予想を下回ったため、当初予想数

字には届きませんでした。売上原価は出資損失負担金の計上などにより 397 百万円（前年同期比

29.2％減）となり、また、信託事業の推進等に伴い販管費が 414 百万円（前年同期比 22.6％増）と

なったことなどにより、営業損失は 485 百万円（前年同期比 7.9％減）となりました。 

なお､当社グループのセグメント別の売上高は以下のとおりです。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（注）１．上記の売上高には消費税等は含まれておりません。 
   ２．前連結会計年度の区分を見直し、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテンツ・ア

レンジメント事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

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）  

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

信託事業 310,853 56.8 223,691 14.7 

兼業事業 234,583 42.8 1,281,082 83.9 

その他の事業 2,172 0.4 21,707 1.4 

合 計 547,608 100.0 1,526,481 100.0 

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）  

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

信託事業 90,014 27.5 223,691 14.7 

兼業事業 234,583 71.8 1,281,082 83.9 

その他の事業 2,172 0.7 21,707 1.4 

合 計 326,769 100.0 1,526,481 100.0 
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(2) 財政状態 

（訂正前）→ Ｐ７ 

＜省略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は 26 百万円となっております。これは主に、税引前中間純損失が

1,006 百万円あり、仕入債務が 256 百万円減少した一方で、非資金項目である減損損失 461 百万円

及び投資有価証券評価損 183 百万円、売上債権の回収による増加 332 百万円、営業投資有価証券の

減少 208 百万円等があったためであります。 

＜省略＞ 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成19年３月期 

中 間 期 末 中 間 期 末 中 間 
自己資本比率 19.4％ 17.7％ 56.9％ 58.4％ 62.4％ 

時価ベースの

自己資本比率 134.2％ 211.7％ 326.8％ 323.3％ 194.9％ 

債務償還年数 － － － － 15.8 年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯ

ｼﾞ･ﾚｼｵ － － － － 2.1 

  ＜以下省略＞ 
 
 

（訂正後） 

＜省略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は 26 百万円となっております。これは主に、税引前中間純損失が

1,224 百万円あり、仕入債務が 256 百万円減少した一方で、非資金項目である減損損失 461 百万円

及び投資有価証券評価損 183 百万円、売上債権の回収による増加 563 百万円、営業投資有価証券の

減少 208 百万円等があったためであります。 

＜省略＞ 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成19年３月期 

中 間 期 末 中 間 期 末 中 間 
自己資本比率 19.4％ 17.7％ 56.9％ 58.4％ 60.1％ 

時価ベースの

自己資本比率 134.2％ 211.7％ 326.8％ 323.3％ 207.4％ 

債務償還年数 － － － － 15.8 年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯ

ｼﾞ･ﾚｼｵ － － － － 2.1 

  ＜以下省略＞ 
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(４) 事業等のリスク 
（訂正前）→ Ｐ８ 
 ＜省略＞ 

  ⑥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ついて 
当社グループは、前々連結会計年度 529 百万円、前連結会計年度 615 百万円、当中間連結会計期

間 265 百万円と大幅な営業損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価

損の取込により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、前連結会計年度より開始した信託事業を事業の中核と

して積極的に推進しており、今後は、信託事業及び関連事業による収益拡大により、利益計上体質

への改善を図っていく計画であります。 

 
（訂正後） 
 ＜省略＞ 

  ⑥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ついて 
当社グループは、前々連結会計年度 529 百万円、前連結会計年度 615 百万円、当中間連結会計期

間 485 百万円と大幅な営業損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価

損の取込により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、前連結会計年度より開始した信託事業を事業の中核とし

て積極的に推進しており、今後は、信託事業及び関連事業による収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を図っていく計画であります。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

 （訂正前）→ Ｐ９ 

  
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（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  448,506 739,068  1,075,968

２．受取手形及び売掛
金 

  134,127 480,847  850,180

３．信託未収収益   － 12,844  －

４．営業投資有価証券   1,065,127 404,680  613,181

５．たな卸資産   280,229 125,667  236,895

６．短期貸付金   － 1,385,220  1,672,920

７．その他   152,321 133,830  105,647

貸倒引当金   △1,890 △5,262  △4,069

流動資産合計   2,078,421 61.1 3,276,896 88.1  4,550,724 80.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１ 1,762 6,720 3,372

２．無形固定資産  
  

(1)ソフトウェア  172,490 48,331 537,781 

(2)その他  1,630 174,120 1,758 50,089 1,833 539,615

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  950,248 172,903 369,361 

(2)出資金  92,295 97,100 94,807 

(3)その他  107,311 115,707 119,718 

貸倒引当金  △9,243 1,140,610 △8,742 376,969 △9,243 574,643

固定資産合計   1,316,494 38.7 433,779 11.7  1,117,631 19.7

Ⅲ 繰延資産   7,658 0.2 9,112 0.2  13,517 0.2

資産合計   3,402,574 100.0 3,719,788 100.0  5,681,873 100.0

    



－10－ 
 
 

 （訂正前）→ Ｐ10 

  
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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛
金 

  89,524 48,119  312,482

２．短期借入金 ※３  812,500 540,000  1,150,000

３．1年以内返済予定の
長期借入金 

  33,200 －  25,300

４．未払法人税等   3,550 5,245  9,248

５．組合出資預り金   90,670 39,600  51,647

６．その他   29,592 54,421  96,323

流動負債合計   1,059,037 31.1 687,386 18.5  1,645,002 29.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   308,700 302,825  300,000

２．社債   100,000 －  －

３．新株予約権   － －  20,000

固定負債合計   408,700 12.0 302,825 8.1  320,000 5.6

負債合計   1,467,737 43.1 990,211 26.6  1,965,002 34.6

 



－11－ 
 
 

 （訂正前）→ Ｐ11 

  
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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

＜省略＞    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   － － 2,272,911 61.1  － －

２．資本剰余金   － － 2,184,511 58.7  － －

３．利益剰余金   － － △2,134,319 △57.4  － －

 ４．自己株式   － － △2,038 △0.0  － －

  株主資本合計   － － 2,321,064 62.4  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券評

価差額金 
  － － △732 △0.0  － －

  評価・換算差額等合

計 
  － － △732 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,000 0.5  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 389,244 10.5  － －

純資産合計   － － 2,729,576 73.4  － －

負債純資産合計   － － 3,719,788 100.0  － －

    

 



－9－ 
 
 

 （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（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  448,506 739,068  1,075,968

２．受取手形及び売掛
金 

  134,127 248,965  850,180

３．信託未収収益   － 12,844  －

４．営業投資有価証券   1,065,127 404,680  613,181

５．たな卸資産   280,229 125,667  236,895

６．短期貸付金   － 1,385,220  1,672,920

７．その他   152,321 139,700  105,647

貸倒引当金   △1,890 △2,712  △4,069

流動資産合計   2,078,421 61.1 3,053,435 87.3  4,550,724 80.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１ 1,762 6,720 3,372

２．無形固定資産  
  

(1)ソフトウェア  172,490 48,331 537,781 

(2)その他  1,630 174,120 1,758 50,089 1,833 539,615

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  950,248 172,903 369,361 

(2)出資金  92,295 97,100 94,807 

(3)その他  107,311 115,707 119,718 

貸倒引当金  △9,243 1,140,610 △8,742 376,969 △9,243 574,643

固定資産合計   1,316,494 38.7 433,779 12.4  1,117,631 19.7

Ⅲ 繰延資産   7,658 0.2 9,112 0.3  13,517 0.2

資産合計   3,402,574 100.0 3,496,327 100.0  5,681,873 100.0

    



－10－ 
 
 

 （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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛
金 

  89,524 48,119  312,482

２．短期借入金 ※３  812,500 540,000  1,150,000

３．1年以内返済予定の
長期借入金 

  33,200 －  25,300

４．未払法人税等   3,550 5,245  9,248

５．組合出資預り金   90,670 39,600  51,647

６．その他   29,592 49,249  96,323

流動負債合計   1,059,037 31.1 682,214 19.5  1,645,002 29.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   308,700 302,825  300,000

２．社債   100,000 －  －

３．新株予約権   － －  20,000

固定負債合計   408,700 12.0 302,825 8.7  320,000 5.6

負債合計   1,467,737 43.1 985,039 28.2  1,965,002 34.6

 



－11－ 
 
 

 （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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

＜省略＞    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   － － 2,272,911 65.0  － －

２．資本剰余金   － － 2,184,511 62.5  － －

３．利益剰余金   － － △2,352,608 △67.3  － －

 ４．自己株式   － － △2,038 △0.1  － －

  株主資本合計   － － 2,102,775 60.1  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券評

価差額金 
  － － △732 △0.0  － －

  評価・換算差額等合

計 
  － － △732 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,000 0.6  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 389,244 11.1  － －

純資産合計   － － 2,511,288 71.8  － －

負債純資産合計   － － 3,496,327 100.0  － －

    

 

 



－12－ 
 
 

(2) 中間連結損益計算書 

 （訂正前）→ Ｐ12 

  
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（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   372,779 100.0 547,608 100.0  1,526,481 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  562,324 △150.8 397,849 72.7  1,484,650 97.3

売上総利益又は総
損失（損失は△） 

  △189,544 △50.8 149,759 27.3  41,830 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※２  338,018 △90.7 415,299 75.8  657,399 43.0

営業損失   527,563 △141.5 265,539 △48.5  615,568 △40.3

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,706 2,700 4,889 

２．匿名組合損益分配
額 

 90,312 3,928 － 

３．買取債権回収益  － 1,108 1,987 

４．その他  370 92,388 24.8 660 8,399 1.5 1,239 8,115 0.5

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  12,140 13,882 27,770 

２．持分法投資損失  5,402 7,710 4,365 

３．新株発行費償却  1,503 2,353 7,713 

４．社債発行費償却  2,051 2,051 4,103 

５．匿名組合損益分配
額 

 － － 32,855 

６．投資有価証券評価
損 

 － － 5,956 

７．その他  50 21,147 △5.7 961 26,959 4.9 25,840 108,604 7.1

経常損失   456,322 △122.4 284,100 △51.9  716,057 △46.9

Ⅵ 特別利益    

1．持分変動利益  － － － － － － 12,274 12,274 0.8

Ⅶ 特別損失    

１． 投資有価証券評価
損 

 － 183,772 － 

２．たな卸資産評価損  － 77,308 － 

３．減損損失 ※３ － － － 461,149 722,229 △131.9 － － －

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  456,322 △122.4 1,006,330 △183.8  703,782 △46.1

法人税、住民税及び
事業税 

 565 565 1,130 

法人税等調整額  － 565 △0.2 － 565 0.1 － 1,130 0.1

少数株主損失   300 0.1 10,229 1.9  27,862 1.8

中間（当期）純損失   456,586 △122.5 996,665 △182.0  677,050 △44.4

    



－12－ 
 
 

 （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（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   372,779 100.0 326,769 100.0  1,526,481 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  562,324 △150.8 397,849 121.8  1,484,650 97.3

売上総利益又は総
損失（損失は△） 

  △189,544 △50.8 △71,079 △21.8  41,830 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※２  338,018 △90.7 414,607 △126.8  657,399 43.0

営業損失   527,563 △141.5 485,687 △148.6  615,568 △40.3

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,706 2,700 4,889 

２．匿名組合損益分配
額 

 90,312 3,928 － 

３．買取債権回収益  － 1,108 1,987 

４．その他  370 92,388 24.8 661 8,399 2.6 1,239 8,115 0.5

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  12,140 13,882 27,770 

２．持分法投資損失  5,402 7,710 4,365 

３．新株発行費償却  1,503 2,353 7,713 

４．社債発行費償却  2,051 2,051 4,103 

５．匿名組合損益分配
額 

 － － 32,855 

６．投資有価証券評価
損 

 － － 5,956 

７．その他  50 21,147 △5.7 961 26,959 8.3 25,840 108,604 7.1

経常損失   456,322 △122.4 504,247 △154.3  716,057 △46.9

Ⅵ 特別利益    

1．持分変動利益  － － 12,274 

2．貸倒引当金戻入益  － － － 1,858 1,858 0.6 － 12,274 0.8

Ⅶ 特別損失    

１．投資有価証券評価
損 

 － 183,772 － 

２．たな卸資産評価損  － 77,308 － 

３．減損損失 ※３ － － － 461,149 722,229 △221.0 － － －

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  456,322 △122.4 1,224,618 △374.7  703,782 △46.1

法人税、住民税及び
事業税 

 565 565 1,130 

法人税等調整額  － 565 △0.2 － 565 0.2 － 1,130 0.1

少数株主損失   300 0.1 10,229 3.1  27,862 1.8

中間（当期）純損失   456,586 △122.5 1,214,954 △371.8  677,050 △44.4

    

 

 

 



－14－ 
 
 

(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

（訂正前）→ Ｐ14 
 ＜省略＞ 
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 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730

中間連結会計期間中の変動

額 
 

中間純利益(千円) － － △996,665 － △996,665

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）(千円) 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
－ － △996,665 － △996,665

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △2,134,319 △2,038 2,321,064

 

 

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 

（千円） 
△333 △333 20,000 399,473 3,736,871

中間連結会計期間中の変動

額 
  

中間純利益(千円) － － － － △996,665

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）(千円) 

△399 △399 － △10,229 △10,628

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
△399 △399 － △10,229 △1,007,294

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円） 
△732 △732 20,000 389,244 2,729,576

 



－14－ 
 
 

（訂正後） 
 ＜省略＞ 
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 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730

中間連結会計期間中の変動

額 
 

中間純利益(千円) － － △1,214,954 － △1,214,954

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）(千円) 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
－ － △1,214,954 － △1,214,954

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △2,352,608 △2,038 2,102,775

 

 

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 

（千円） 
△333 △333 20,000 399,473 3,736,871

中間連結会計期間中の変動

額 
  

中間純利益(千円) － － － － △1,214,954

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）(千円) 

△399 △399 － △10,229 △10,628

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
△399 △399 － △10,229 △1,225,582

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円） 
△732 △732 20,000 389,244 2,511,288
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 （訂正前）→ Ｐ15 

  
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（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
（当期）純損失 

 △456,322 △1,006,330 △703,782 

減価償却費  26,876 83,242 162,274 

持分法投資損失  5,402 7,710 4,365 

貸倒引当金の増加額  1,890 692 4,069 

受取利息  △1,706 △2,700 △4,889 

支払利息  12,140 13,882 27,770 

繰延資産償却  3,554 4,405 － 

組合損益分配額  － △3,928 35,640 

投資有価証券評価損  － 183,772 5,956 

持分変動利益  － － △12,274 

減損損失  － 461,149 － 

売上債権の増減額  206,287 332,092 △509,765 

信託未収収益の増加
額 

 － △12,844 － 

たな卸資産の減少額  54,711 111,227 150,546 

営業投資有価証券の
増減額（増加は△）

 △191,459 208,501 189,441 

長期前払費用の減少
額 

 3,458 858 － 

仕入債務の増減額
（減少は△） 

 △46,290 △256,363 176,668 

組合出資預り金の減
少額 

 △27,707 △12,046 △66,730 

その他（減少は△）  △1,834 △75,147 180,759 

小計  △411,000 38,171 △359,949 

利息及び配当金の受
取額 

 578 1,408 5,032 

利息の支払額  △13,659 △12,388 △27,439 

法人税等の支払額  － △565 △595 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △424,081 26,626 △382,951 

＜以下省略＞ 
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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連
結キャッシュ・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（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
（当期）純損失 

 △456,322 △1,224,618 △703,782 

減価償却費  26,876 83,242 162,274 

持分法投資損失  5,402 7,710 4,365 

貸倒引当金の増減額
（減少は△） 

 1,890 △1,858 4,069 

受取利息  △1,706 △2,700 △4,889 

支払利息  12,140 13,882 27,770 

繰延資産償却  3,554 4,405 － 

組合損益分配額  － △3,928 35,640 

投資有価証券評価損  － 183,772 5,956 

持分変動利益  － － △12,274 

減損損失  － 461,149 － 

売上債権の増減額  206,287 563,973 △509,765 

信託未収収益の増加
額 

 － △12,844 － 

たな卸資産の減少額  54,711 111,227 150,546 

営業投資有価証券の
増減額（増加は△）

 △191,459 208,501 189,441 

長期前払費用の減少
額 

 3,458 858 － 

仕入債務の増減額
（減少は△） 

 △46,290 △256,363 176,668 

組合出資預り金の減
少額 

 △27,707 △12,046 △66,730 

その他（減少は△）  △1,834 △86,189 180,759 

小計  △411,000 38,171 △359,949 

利息及び配当金の受
取額 

 578 1,408 5,032 

利息の支払額  △13,659 △12,388 △27,439 

法人税等の支払額  － △565 △595 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △424,081 26,626 △382,951 

＜以下省略＞ 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
（訂正前）→ Ｐ18 

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、前々連結会計年

度 529,881 千円、前連結会計年度

615,568 千円、当中間連結会計期間

265,539 千円と大幅な営業損失を計

上しております。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しています。 
当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 
当社グループは、当該状況を解消

すべく、前連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として積極

的に推進しており、今後は、信託業

務及び関連事業による収益拡大によ

り、利益計上体質への改善を図って

いく計画であります。 
 中間連結財務諸表は継続企業を前

提として作成しており、このような

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。 

当社グループは、前連結会計年度

529,881 千円、当連結会計年度

615,568 千円と大幅な営業損失を計

上し、また、前連結会計年度 410,969

千円、当連結会計年度 382,951 千円

と大幅な営業キャッシュ・フローの

マイナスとなっております。当該状

況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 
当社グループは、当該状況を解消

すべく、当連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として、信

託スキームを活用した新たな金融商

品を開発し、信託スキームのメリッ

トをアピールすることで受託財産額

の積み上げを図り、信託業務及び関

連事業による収益拡大により、利益

計上体質への改善を目指す計画であ

ります。 
 連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような疑義

の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。 
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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 

（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、前々連結会計年

度 529,881 千円、前連結会計年度

615,568 千円、当中間連結会計期間

485,687 千円と大幅な営業損失を計

上しております。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しています。 
当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 
当社グループは、当該状況を解消

すべく、前連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として積極

的に推進しており、今後は、信託業

務及び関連事業による収益拡大によ

り、利益計上体質への改善を図って

いく計画であります。 
 中間連結財務諸表は継続企業を前

提として作成しており、このような

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。 

当社グループは、前連結会計年度

529,881 千円、当連結会計年度

615,568 千円と大幅な営業損失を計

上し、また、前連結会計年度 410,969

千円、当連結会計年度 382,951 千円

と大幅な営業キャッシュ・フローの

マイナスとなっております。当該状

況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 
当社グループは、当該状況を解消

すべく、当連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として、信

託スキームを活用した新たな金融商

品を開発し、信託スキームのメリッ

トをアピールすることで受託財産額

の積み上げを図り、信託業務及び関

連事業による収益拡大により、利益

計上体質への改善を目指す計画であ

ります。 
 連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような疑義

の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。 
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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 

（訂正前）→ Ｐ23 
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) 

＜省略＞   

 

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 
 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。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,320,332 千円であります。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表は、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。

 

───── 

 

 
（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 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

＜省略＞   

 

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 
 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。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,102,043 千円であります。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表は、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。

 

───── 
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注記事項 

（訂正前）→ Ｐ26 
 ＜省略＞ 
（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） 

＜省略＞   

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの通

りであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの通

りであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの通り

であります。 
  

支払手数料 94,198千円

従業員給与手当 81,580千円

役員報酬  39,400 千円

貸倒引当金繰入額 1,890 千円
  

  
支払手数料 55,667千円

従業員給与手当 88,854千円

役員報酬 36,450千円

貸倒引当金繰入額 692千円

広告宣伝費 68,929千円

減価償却費 57,360千円
  

  
支払手数料 181,049千円

従業員給与手当 167,018千円

役員報酬 76,100千円

貸倒引当金繰入額 4,069千円
  

＜以下省略＞ 
 
 
（訂正後） 
 ＜省略＞ 
（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） 

＜省略＞   

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの通

りであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの通

りであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額はつぎの通り

であります。 
  

支払手数料 94,198千円

従業員給与手当 81,580千円

役員報酬  39,400 千円

貸倒引当金繰入額 1,890 千円
  

  
支払手数料 55,667千円

従業員給与手当 88,854千円

役員報酬 36,450千円

広告宣伝費 68,929千円

減価償却費 57,360千円
  

  
支払手数料 181,049千円

従業員給与手当 167,018千円

役員報酬 76,100千円

貸倒引当金繰入額 4,069千円
  

＜以下省略＞ 
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（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 
（訂正前）→ Ｐ31 

 ＜省略＞ 
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） 

 
信託事業 
（千円） 

兼業事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 310,853 234,583 2,172 547,608 － 547,608

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － －

計 310,853 234,583 2,172 547,608 － 547,608

営業費用 113,535 615,768 9,361 738,664 74,483 813,147

営業利益又は営業損失（△） 197,318 △381,185 △7,189 △191,056 (74,483) △265,539

＜以下省略＞ 

 

 

（訂正後） 
 ＜省略＞ 

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） 

 
信託事業 
（千円） 

兼業事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 90,014 234,583 2,172 326,769 － 326,769

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － －

計 90,014 234,583 2,172 326,769 － 326,769

営業費用 112,843 615,768 9,361 737,972 74,483 812,455

営業利益又は営業損失（△） △22,829 △381,185 △7,189 △411,203 (74,483) △485,687

＜以下省略＞ 
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（１株当たり情報） 
（訂正前）→ Ｐ32 

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 20,710円94銭

１株当たり中間純損
失金額 

5,135円10銭

  

 

１株当たり純資産額 11,154円21銭

１株当たり中間純損
失金額 

 4,791円13銭

  

 

１株当たり純資産額 15,947円26銭

１株当たり当期純損
失金額 

3,652円00銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、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。 

同  左 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、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。 

また、当社は平成17年11月18日付

で１株を２株とする株式分割を行っ

ております。 

 
 
（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 
（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 20,710円94銭

１株当たり中間純損
失金額 

5,135円10銭

  

 

１株当たり純資産額 10,104円86銭

１株当たり中間純損
失金額 

 5,840円48銭

  

 

１株当たり純資産額 15,947円26銭

１株当たり当期純損
失金額 

3,652円00銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、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。 

同  左 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、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。 

また、当社は平成17年11月18日付

で１株を２株とする株式分割を行っ

ております。 

 



－33－ 
 
 

（訂正前）→ Ｐ33 
（注）１株当たり中間（当期）純損失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）純損失（千円） 456,586 996,665 677,050 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純
損失（千円） 

456,586 996,665 677,050 

＜以下省略＞ 

 

 

（訂正後） 
（注）１株当たり中間（当期）純損失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）純損失（千円） 456,586 1,214,954 677,050 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純
損失（千円） 

456,586 1,214,954 677,050 

＜以下省略＞ 
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平成 19 年３月期    個別中間財務諸表の概要          平成 18 年 11 月 24 日 
 
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                 （百万円未満切り捨て） 
（訂正前）→ Ｐ１ 

   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 
17 年９月中間期 

      560      58.5 
353      37.9 

△196      － 
△515      － 

   △256      － 
   △438      － 

18 年３月期 1,498 △504     △652 

 

 
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９月中間期 
17 年９月中間期 

△1,007      － 
△439       － 

△4,843  52 
△4,941  74 

18 年３月期   △653 △3,523  74 

＜以下省略＞ 
 
 
（訂正後） 

   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 
17 年９月中間期 

      340     △3.7 
353      37.9 

△416      － 
△515      － 

   △477      － 
   △438      － 

18 年３月期 1,498 △504     △652 

 

 
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９月中間期 
17 年９月中間期 

△1,225      － 
△439       － 

△5,892  86 
△4,941  74 

18 年３月期   △653 △3,523  74 

＜以下省略＞ 
 
 



－1－ 

(2)財政状態                              （百万円未満切り捨て） 
（訂正前）→ Ｐ１ 
 

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 
17 年９月中間期 

 3,599 
    3,456 

    2,391 
    1,990 

66.4 
57.6 

11,498  41 
   21,309  43 

18 年３月期  5,329 3,379     63.4    16,246  70 

＜以下省略＞ 
 
 
（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９月中間期 
17 年９月中間期 

 3,376 
    3,456 

    2,173 
    1,990 

63.8 
57.6 

10,352  92 
   21,309  43 

18 年３月期  5,329 3,379     63.4    16,246  70 

＜以下省略＞ 
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５．個別中間財務諸表等 

(1)中間貸借対照表 

（訂正前）→ Ｐ２ 

  
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

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※４ 444,396 195,401 430,606 

２ 売掛金  133,562 480,595 825,754 

３ 信託未収収益  － 12,844 － 

４  営業投資有価証券  1,065,127 970,430 1,039,545 

５ たな卸資産  279,390 125,654 236,200 

６ 短期貸付金  64,000 1,237,220 1,515,920 

７ 前払費用  6,453 7,277 20,124 

８ その他 ※２ 93,252 119,875 40,840 

貸倒引当金  △1,890 △5,262 △4,069 

流動資産合計   2,084,293 60.3 3,144,035 87.3  4,104,923 77.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１ 1,762 3,338 3,372 

２ 無形固定資産    

 (1)ソフトウェア  172,490 15,590 146,114 

 (2)その他  1,630 1,758 1,833 

無形固定資産合計  174,120 17,348 147,948 

３ 投資その他の資産    

(1)投資有価証券  998,580 222,161 854,724 

(2)出資金  92,295 97,100 94,807 

(3)その他  107,064 115,614 119,718 

貸倒引当金  △9,243 △8,742 △9,243 

投資その他の資産合計  1,188,697 426,133 1,060,007 

固定資産合計   1,364,580 39.5 446,820 12.4  1,211,328 22.7

Ⅲ 繰延資産   7,658 0.2 9,112 0.3  13,517 0.3

資産合計   3,456,532 100.0 3,599,968 100.0  5,329,769 100.0
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（訂正前）→ Ｐ３ 

  
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

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  89,524 48,119 312,482 

２ 短期借入金 ※３ 812,500 770,000 1,150,000 

３ １年以内返済予定 

長期借入金 
 33,200 － 25,300 

４ 未払金  17,459 24,022 45,057 

５ 未払法人税等  3,460 5,155 9,068 

６ 預り金  4,491 7,347 7,180 

７ 組合出資預り金  90,670 39,600 51,647 

８ その他 ※２ 5,778 13,789 29,135  

流動負債合計   1,057,083 30.6 908,033 25.3  1,629,873 30.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  308,700 300,000 300,000 

２ 社債  100,000 － － 

３ 新株予約権  － － 20,000 

固定負債合計   408,700 11.8 300,000 8.3  320,000 6.0

負債合計   1,465,783 42.4 1,208,033 33.6  1,949,873 36.6
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（訂正前）→ Ｐ４ 

  
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

（％）

＜省略＞    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   － － 2,272,911 63.1  － －

２ 資本剰余金    

 (1)資本準備金  － 2,184,511 － 

  資本剰余金合計   － － 2,184,511 60.7  － －

３ 利益剰余金    

 (1)その他利益剰余金    

   繰越利益剰余金  － △2,082,717 － 

  利益剰余金合計   － － △2,082,717 △57.8  － －

 ４ 自己株式   － △2,038 △0.1  －

  株主資本合計   － － 2,372,666 65.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評

価差額金 
  － △732  －

 評価・換算差額等合計   － － △732 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,000 0.5  － －

純資産合計   － － 2,391,934 66.4  － －

負債純資産合計   － － 3,599,968 100.0  － －
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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（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 ※４ 444,396 195,401 430,606 

２ 売掛金  133,562 248,713 825,754 

３ 信託未収収益  － 12,844 － 

４  営業投資有価証券  1,065,127 970,430 1,039,545 

５ たな卸資産  279,390 125,654 236,200 

６ 短期貸付金  64,000 1,237,220 1,515,920 

７ 前払費用  6,453 7,277 20,124 

８ その他 ※２ 93,252 125,745 40,840 

貸倒引当金  △1,890 △2,712 △4,069 

流動資産合計   2,084,293 60.3 2,920,574 86.5  4,104,923 77.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１ 1,762 3,338 3,372 

２ 無形固定資産    

 (1)ソフトウェア  172,490 15,590 146,114 

 (2)その他  1,630 1,758 1,833 

無形固定資産合計  174,120 17,348 147,948 

３ 投資その他の資産    

(1)投資有価証券  998,580 222,161 854,724 

(2)出資金  92,295 97,100 94,807 

(3)その他  107,064 115,614 119,718 

貸倒引当金  △9,243 △8,742 △9,243 

投資その他の資産合計  1,188,697 426,133 1,060,007 

固定資産合計   1,364,580 39.5 446,820 13.2  1,211,328 22.7

Ⅲ 繰延資産   7,658 0.2 9,112 0.3  13,517 0.3

資産合計   3,456,532 100.0 3,376,507 100.0  5,329,769 100.0
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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（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  89,524 48,119 312,482 

２ 短期借入金 ※３ 812,500 770,000 1,150,000 

３ １年以内返済予定

長期借入金 
 33,200 － 25,300 

４ 未払金  17,459 24,022 45,057 

５ 未払法人税等  3,460 5,155 9,068 

６ 預り金  4,491 7,347 7,180 

７ 組合出資預り金  90,670 39,600 51,647 

８ その他  5,778 8,617 29,135  

流動負債合計   1,057,083 30.6 902,861 26.7  1,629,873 30.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  308,700 300,000 300,000 

２ 社債  100,000 － － 

３ 新株予約権  － － 20,000 

固定負債合計   408,700 11.8 300,000 8.9  320,000 6.0

負債合計   1,465,783 42.4 1,202,861 35.6  1,949,873 36.6
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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（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

＜省略＞    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   － － 2,272,911 67.3  － －

２ 資本剰余金    

 (1)資本準備金  － 2,184,511 － 

  資本剰余金合計   － － 2,184,511 64.7  － －

３ 利益剰余金    

 (1)その他利益剰余金    

   繰越利益剰余金  － △2,301,006 － 

  利益剰余金合計   － － △2,301,006 △68.1  － －

 ４ 自己株式   － △2,038 △0.1  －

  株主資本合計   － － 2,154,377 63.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評

価差額金 
  － △732  －

 評価・換算差額等合計   － － △732 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,000 0.6  － －

純資産合計   － － 2,173,645 64.4  － －

負債純資産合計   － － 3,376,507 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書 

（訂正前）→ Ｐ５ 

 

 

  

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（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   353,870 100.0 560,981 100.0  1,498,265 100.0

Ⅱ 売上原価   550,018 155.4 410,008 73.1  1,376,494 91.9

売上総利益又は総損失

（損失は△） 
  △196,147 △55.4 150,973 26.9  121,770 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※4  319,643 90.4 347,249 61.9  626,121 41.8

営業損失   515,791 △145.8 196,276 △35.0  504,350 △33.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  92,617 26.3 6,473 1.2  8,006 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  15,745 4.5 67,054 12.0  155,977 10.4

経常損失   438,918 △124.0 256,857 △45.8  652,321 △43.5

Ⅵ 特別利益   － － － －  － －

Ⅶ 特別損失 ※3,5  － － 750,229 133.7  － －

税引前中間(当期) 

純損失 
  438,918 △124.0 1,007,087 △179.5  652,321 △43.5

法人税、住民税及び事

業税 
 475 475 950 

法人税等調整額  － 475 △0.2 － 475 △0.1 － 950 △0.1

中間(当期)純損失   439,393 △124.2 1,007,562 △179.6  653,271 △43.6

前期繰越損失   421,883 －  421,883

中間(当期)未処理損失   861,277 －  1,075,155
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（訂正後） 

  

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（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   353,870 100.0 340,141 100.0  1,498,265 100.0

Ⅱ 売上原価   550,018 155.4 410,008 120.5  1,376,494 91.9

売上総利益又は総損失

（損失は△） 
  △196,147 △55.4 △69,866 △20.5  121,770 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５  319,643 90.4 346,557 101.9  626,121 41.8

営業損失   515,791 △145.8 416,423 △122.4  504,350 △33.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  92,617 26.3 6,473 1.9  8,006 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  15,745 4.5 67,054 19.7  155,977 10.4

経常損失   438,918 △124.0 477,004 △140.2  652,321 △43.5

Ⅵ 特別利益 ※３  － － 1,858 0.5  － －

Ⅶ 特別損失 ※4,6  － － 750,229 220.6  － －

税引前中間(当期) 

純損失 
  438,918 △124.0 1,225,376 △360.3  652,321 △43.5

法人税、住民税及び事

業税 
 475 475 950 

法人税等調整額  － 475 △0.2 － 475 △0.1 － 950 △0.1

中間(当期)純損失   439,393 △124.2 1,225,851 △360.4  653,271 △43.6

前期繰越損失   421,883 －  421,883

中間(当期)未処理損失   861,277 －  1,075,155
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（3）中間株主資本等変動計算書 

（訂正前）→ Ｐ６ 

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 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 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年３月31日

残高       (千円) 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

中間会計期間中の

変動額 
   

中間純利益 

(千円) 
－ － － △1,007,562 △1,007,562 － △1,007,562

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額)   (千円) 

－ － － － － － －

中間会計期間中の

変動額合計 (千円) 
－ － － △1,007,562 △1,007,562 － △1,007,562

平成18年９月30日

残高    (千円) 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △2,082,717 △2,082,717 △2,038 2,372,666

 

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) 
△333 △333 20,000 3,399,895

中間会計期間中の

変動額 
 

中間純利益 

 (千円) 
－ － － △1,007,562

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額)  (千円) 

△399 △399 － △399

中間会計期間中の

変動額合計 (千円) 
△399 △399 － △1,007,961

平成 18年９月30日

残高    (千円) 
△732 △732 20,000 2,391,934
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（訂正後） 

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 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 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年３月31日

残高       (千円) 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

中間会計期間中の

変動額 
   

中間純利益 

(千円) 
－ － － △1,225,851 △1,225,851 － △1,225,851

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額)   (千円) 

－ － － － － － －

中間会計期間中の

変動額合計 (千円) 
－ － － △1,225,851 △1,225,851 － △1,225,851

平成18年９月30日

残高    (千円) 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △2,301,006 △2,301,006 △2,038 2,154,377

 
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) 
△333 △333 20,000 3,399,895

中間会計期間中の

変動額 
 

中間純利益 

 (千円) 
－ － － △1,225,851

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額)  (千円) 

△399 △399 － △399

中間会計期間中の

変動額合計 (千円) 
△399 △399 － △1,226,250

平成 18年９月30日

残高    (千円) 
△732 △732 20,000 2,173,645
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
（訂正前）→ Ｐ７ 

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、前々期 504,166 千円、前

期 504,350 千円、当中間会計期間

196,276 千円と大幅な営業損失を計

上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

前期より開始した信託業務を事業の

中核として積極的に推進しており、

今後は、信託業務及び関連事業によ

る収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を図っていく計画でありま

す。 

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような疑義

の影響を中間財務諸表には反映して

おりません。 

当社は、前期 504,166 千円、当期

504,350 千円と大幅な営業損失を計

上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

当期より開始した信託業務を事業の

中核として、信託スキームを活用し

た新たな金融商品を開発し、信託ス

キームのメリットをアピールするこ

とで受託財産額の積み上げを図り、

信託業務及び関連事業による収益拡

大により、利益計上体質への改善を

目指す計画であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として

作成しており、このような疑義の影

響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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（訂正後） 
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、前々期 504,166 千円、前

期 504,350 千円、当中間会計期間

416,423 千円と大幅な営業損失を計

上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

前期より開始した信託業務を事業の

中核として積極的に推進しており、

今後は、信託業務及び関連事業によ

る収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を図っていく計画でありま

す。 

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような疑義

の影響を中間財務諸表には反映して

おりません。 

当社は、前期 504,166 千円、当期

504,350 千円と大幅な営業損失を計

上しております。 

当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、

当期より開始した信託業務を事業の

中核として、信託スキームを活用し

た新たな金融商品を開発し、信託ス

キームのメリットをアピールするこ

とで受託財産額の積み上げを図り、

信託業務及び関連事業による収益拡

大により、利益計上体質への改善を

目指す計画であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として

作成しており、このような疑義の影

響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（訂正前）→ Ｐ10 

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） 

＜省略＞   

 

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、2,371,934 千円であります。 

中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

───── 

 
 
（訂正後） 

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） 

＜省略＞   

 

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、2,153,645 千円であります。 

中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

───── 
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注記事項 
（訂正前）→ Ｐ12 

（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） 

 ＜省略＞   

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため、流動

資産の｢その他｣に含めて表

示しております。 

 

仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため、流動

負債の｢その他｣に含めて表

示しております。 

 

───── 

 

 ＜以下省略＞ 

 

 

（訂正後） 

（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） 

 ＜省略＞   

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため、流動

資産の｢その他｣に含めて表

示しております。 

 

仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺のうえ、金額

的重要性が乏しいため、流動

資産の｢その他｣に含めて表

示しております。 

 

───── 

 

 ＜以下省略＞ 
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（訂正前）→ Ｐ13 

（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） 

 ＜省略＞   

※３．   ───── 

 

 

※３．特別損失のうち主要なもの 

 関係会社株式評価損   28,000千円

投資有価証券評価損  525,439千円

たな卸資産評価損     77,308千円

減損損失       119,482千円

※３．   ───── 

 

※４．減価償却実施額 

  有形固定資産      442千円 

  無形固定資産    26,433千円 

 

※４．減価償却実施額 

有形固定資産    776千円 

無形固定資産   27,107千円 

※４．減価償却実施額 

有形固定資産   1,063千円 

  無形固定資産   52,878千円 

※５．      ───── 

 

※５．減損損失 

  当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計

上しました。 

  当社は事業用資産について、当社

全体を一つの資産グループとして

グルーピングを行い、遊休資産につ

いては、個々の資産ごとにグルーピ

ングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが低

下したため遊休となったソフトウ

ェアについて、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額

119,482千円を減損損失として特別

損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額

は、正味売却価額により測定して

おり、売却や転用が困難であるこ

とから備忘価額としております。

場所 用途 種類 

本社(東京

都港区） 

遊休資

産 

ソフトウ

ェア 

※５．      ───── 
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（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） 

 ＜省略＞   

※３．   ───── ※３．特別利益のうち主要なもの 

 貸倒引当金戻入益   1,858千円

※３．   ───── 

※４．   ───── 

 

 

※４．特別損失のうち主要なもの 

 関係会社株式評価損   28,000千円

投資有価証券評価損  525,439千円

たな卸資産評価損     77,308千円

減損損失       119,482千円

※４．   ───── 

 

※５．減価償却実施額 

  有形固定資産      442千円 

  無形固定資産    26,433千円 

 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産    776千円 

無形固定資産   27,107千円 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産   1,063千円 

  無形固定資産   52,878千円 

※６．      ───── 

 

※６．減損損失 

  当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計

上しました。 

  当社は事業用資産について、当社

全体を一つの資産グループとして

グルーピングを行い、遊休資産につ

いては、個々の資産ごとにグルーピ

ングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが低

下したため遊休となったソフトウ

ェアについて、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額

119,482千円を減損損失として特別

損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額

は、正味売却価額により測定して

おり、売却や転用が困難であるこ

とから備忘価額としております。

場所 用途 種類 

本社(東京

都港区） 

遊休資

産 

ソフトウ

ェア 

※６．      ───── 

 

 
 



－ １ － 

平成 19 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（連結）     平成 19 年２月 14 日 
 
２．平成 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日 ～ 平成 18 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                       （百万円未満切捨て） 
（訂正前）→ Ｐ１ 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年３月期第３四半期 810     69.0 △300   － △318   － △1,027   －

18 年３月期第３四半期 479   4.6 △725   － △670   － △671   －

(参考)18 年３月期 1,526   － △615   － △716   － △677   －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19 年３月期第３四半期 △4,938  35 － 

18 年３月期第３四半期 △6,342  37 － 

(参考)18 年３月期 △3,652  00 － 

 ＜以下省略＞ 
    
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報］ 

平成 19 年３月期第３四半期の業績の概況は次のとおりとなっております。 
（信託事業） 

信託事業においては、著作権等の知的財産権をはじめとして、金銭、金銭債権、有価証券、動産を

対象とする信託業務を行っております。前期より、組成を行ってきた「シネマ信託」をはじめとする

信託商品のラインナップも、一段と充実してきており、受託財産額は着実に積みあがってきておりま

す。「製作者ファンド第２号」などの新たな信託商品の組成手数料の計上に加え、受託期間に応じた

信託報酬により、売上高 441,795 千円を計上し、営業利益 254,824 千円を計上しております。 

 
（訂正後） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年３月期第３四半期 589     22.9 △520   － △539   － △1,245   －

18 年３月期第３四半期 479   4.6 △725   － △670   － △671   －

(参考)18 年３月期 1,526   － △615   － △716   － △677   －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19 年３月期第３四半期 △5,987  67 － 

18 年３月期第３四半期 △6,342  37 － 

(参考)18 年３月期 △3,652  00 － 

 ＜以下省略＞ 
    
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報］ 

平成１9年３月期第３四半期の業績の概況は次のとおりとなっております。 
（信託事業） 

信託事業においては、著作権等の知的財産権をはじめとして、金銭、金銭債権、有価証券、動産を

対象とする信託業務を行っております。前期より、組成を行ってきた「シネマ信託」をはじめとする

信託商品のラインナップも、一段と充実してきており、受託財産額は着実に積みあがってきておりま

す。新たな信託商品の組成手数料の計上に加え、受託期間に応じた信託報酬により、売上高 220,956

千円を計上し、営業利益 33,984 千円を計上しております。 

 



－ ２ － 

（訂正前）→ Ｐ２ 

  ＜省略＞ 

以上の結果、当第３四半期の業績は、売上高 810,649 千円、営業損失 300,136 千円、経常損失 318,798

千円となりました。また、中間期に特別損失 722,229 千円を計上したことにより、当第３四半期純損

失は 1,027,312 千円となりました。 

 
事業別売上高 
                          （単位：百万円） 

 金額 構成比（％） 

信託事業 441 54.5 

兼業事業 365 45.1 

その他の事業 2 0.4 

    合計 810 100.0 

 
 

（訂正後） 
  ＜省略＞ 

以上の結果、当第３四半期の業績は、売上高 589,809 千円、営業損失 520,976 千円、経常損失 539,637

千円となりました。また、中間期に特別損失 722,229 千円を計上したことにより、当第３四半期純損

失は 1,245,601 千円となりました。 

 

事業別売上高 
                          （単位：百万円） 

 金額 構成比（％） 

信託事業 220 37.5 

兼業事業 365 62.0 

その他の事業 2 0.5 

    合計 589 100.0 

 
 
 



－ ２ － 

(2) 連結財政状態の変動状況 
（訂正前）→ Ｐ２ 

 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

19 年３月期第３四半期 3,593 2,698 64.0 11,046  16 

18 年３月期第３四半期 4,168 1,820 43.7 9,642  96 

(参考)18 年３月期 5,681 3,317 58.4 15,947  26 

＜以下省略＞ 

 

 
（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

19 年３月期第３四半期 3,367 2,480 61.8 9,997  46 

18 年３月期第３四半期 4,168 1,820 43.7 9,642  96 

(参考)18 年３月期 5,681 3,317 58.4 15,947  26 

＜以下省略＞ 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
（訂正前）→ Ｐ２ 
 ＜省略＞ 
  ［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

①総資産は、前連結会計年度に比べて 2,088 百万円減少し、3,593 百万円になりました。こ
れは主に、短期借入金の返済並びに投資有価証券評価損及び無形固定資産の減損損失の計
上によるものであります。 

＜省略＞ 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果、獲得した資金は 105 百万円となっております。これは主に、仕入債務が

276 百万円減少した一方で、売上債権の回収により 493 百万円の増加があったためであり

ます。 

＜以下省略＞ 
 
 
（訂正後） 
 ＜省略＞ 
  ［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

①総資産は、前連結会計年度に比べて 2,314 百万円減少し、3,367 百万円になりました。こ
れは主に、短期借入金の返済並びに投資有価証券評価損及び無形固定資産の減損損失の計
上によるものであります。 
＜省略＞ 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果、獲得した資金は 105 百万円となっております。これは主に、仕入債務が

276 百万円減少した一方で、売上債権の回収により 724 百万円の増加があったためであり

ます。 

＜以下省略＞ 
 



－ ４ － 

４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前）→ Ｐ４ 

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末

（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
(％)

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産         

1.現金及び預金 ※1  525,066  674,656  1,075,968

2.受取手形及び売掛金   68,336  319,855  850,180

3.信託未収収益   －  59,036  －

4.営業投資有価証券   1,077,251  418,560  613,181

5.たな卸資産   320,094  73,441  236,895

6.短期貸付金   762,700  1,473,410  1,672,920

7.その他   67,515  145,103  105,647

貸倒引当金   △1,520  △3,525  △4,069

流動資産合計  2,819,445 67.6 3,160,538 88.0  4,550,724 80.1

Ⅱ 固定資産         

1.有形固定資産 ※2  1,531 6,734  3,372

2.無形固定資産      

(1)ソフトウェア  159,302  45,036 537,781 

(2)その他  1,599 160,901 1,720 46,756 1,833 539,615

3.投資その他の資産       

 (1)投資有価証券  963,031   171,779 369,361 

 (2)出資金  92,029   94,851 94,807 

 (3)その他  122,075   113,646 119,718 

 貸倒引当金  △9,243 1,167,892  △8,142 372,136 △9,243 574,643

 固定資産合計  1,330,325 31.9 425,626 11.8  1,117,631 19.7

Ⅲ 繰延資産  18,417 0.5 6,909 0.2  13,517 0.2

 資産合計  4,168,188 100.0 3,593,074 100.0  5,681,873 100.0

    

 
 



－ ５ － 

（訂正前）→ Ｐ５ 

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（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
(％)

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債          

1.買掛金   72,913  27,804   312,482

2.短期借入金 ※3  1,745,000  480,000   1,150,000

3.１年以内返済予定長期借
入金 

  33,600  －   25,300

4.未払法人税等   4,185  7,877   9,243

5.組合出資預り金   69,541  27,827   51,647

6.その他   102,423  48,497   96,323

流動負債合計   2,027,664 48.6 592,008 16.5  1,645,002 29.0

Ⅱ 固定負債     

1.長期借入金   300,000 302,720   300,000

2.新株予約権   20,000 －   20,000

固定負債合計   320,000 7.7 302,720 8.4  320,000 5.6

負債合計   2,347,664 56.3 894,728 24.9  1,965,002 34.6

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   － － － －  399,473 7.0

     
 



－ ６ － 

（訂正前）→ Ｐ６ 

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（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
(％)

＜省略＞          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   － － 2,277,607 63.4  － －

２ 資本剰余金   － － 2,189,207 60.9  － －

３ 利益剰余金   － －
△

2,164,965
△60.2  － －

４ 自己株式   － － △2,038 △0.1  － －

 株主資本合計   － － 2,299,810 64.0  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

 
その他有価証券評価差
額金 

  － － △520 △0.0  － －

 評価・換算差額等合計   － － △520 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 12,500 0.3  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 386,555 10.8  － －

 純資産合計   － － 2,698,346 75.1  － －

 負債純資産合計   － － 3,593,074 100.0  － －

      
 



－ ４ － 

（訂正後） 

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末

（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
(％)

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産         

1.現金及び預金 ※1  525,066  674,656  1,075,968

2.受取手形及び売掛金   68,336  87,973  850,180

3.信託未収収益   －  59,036  －

4.営業投資有価証券   1,077,251  418,560  613,181

5.たな卸資産   320,094  73,441  236,895

6.短期貸付金   762,700  1,473,410  1,672,920

7.その他   67,515  148,957  105,647

貸倒引当金   △1,520  △974  △4,069

流動資産合計  2,819,445 67.6 2,935,061 87.2  4,550,724 80.1

Ⅱ 固定資産         

1.有形固定資産 ※2  1,531 6,734  3,372

2.無形固定資産      

(1)ソフトウェア  159,302  45,036 537,781 

(2)その他  1,599 160,901 1,720 46,756 1,833 539,615

3.投資その他の資産       

 (1)投資有価証券  963,031   171,779 369,361 

 (2)出資金  92,029   94,851 94,807 

 (3)その他  122,075   113,646 119,718 

 貸倒引当金  △9,243 1,167,892  △8,142 372,136 △9,243 574,643

 固定資産合計  1,330,325 31.9 425,626 12.6  1,117,631 19.7

Ⅲ 繰延資産  18,417 0.5 6,909 0.2  13,517 0.2

 資産合計  4,168,188 100.0 3,367,598 100.0  5,681,873 100.0

    

 
 
 



－ ５ － 

（訂正後） 

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（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
(％)

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債          

1.買掛金   72,913  27,804   312,482

2.短期借入金 ※3  1,745,000  480,000   1,150,000

3.１年以内返済予定長期 
  借入金 

  33,600  －   25,300

4.未払法人税等   4,185  7,877   9,243

5.組合出資預り金   69,541  27,827   51,647

6.その他   102,423  41,309   96,323

流動負債合計   2,027,664 48.6 584,820 17.4  1,645,002 29.0

Ⅱ 固定負債     

1.長期借入金   300,000 302,720   300,000

2.新株予約権   20,000 －   20,000

固定負債合計   320,000 7.7 302,720 9.0  320,000 5.6

負債合計   2,347,664 56.3 887,540 26.4  1,965,002 34.6

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   － － － －  399,473 7.0

     



－ ６ － 

（訂正後） 

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（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
(％)

＜省略＞          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   － － 2,277,607 67.6  － －

２ 資本剰余金   － － 2,189,207 65.0  － －

３ 利益剰余金   － － △2,383,254 △70.7  － －

４ 自己株式   － － △2,038 △0.1  － －

 株主資本合計   － － 2,081,521 61.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

 
その他有価証券評価差
額金 

  － － △520 △0.0  － －

 評価・換算差額等合計   － － △520 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 12,500 0.4  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 386,555 11.4  － －

 純資産合計   － － 2,480,057 73.6  － －

 負債純資産合計   － － 3,367,598 100.0  － －

      
 
 
 
 



－ ７ － 

（２）四半期連結損益計算書 

（訂正前）→ Ｐ７ 

  
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年12月31日)  

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４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４月１日 
  至 平成18年３月31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   479,794 100.0 810,649 100.0  1,526,481 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1  723,385  150.8 530,904 65.5  1,484,650 97.3

 
売上総利益又は売上
総損失(△) 

  △243,590 △50.8 279,744 34.5  41,830 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2  481,733 100.4 579,881 71.5  657,399 43.0

  営業損失   725,323 △151.2 300,136 △37.0  615,568 △40.3

Ⅳ 営業外収益     

 1.受取利息  5,594 7,441  4,889 

2.匿名組合損益分配額  109,993 3,928  － 

 3.その他  1,108 116,696 24.3 5,162 16,532 2.0 3,226 8,115 0.5

Ⅴ 営業外費用     

1.支払利息  18,964 18,568  27,770 

2.持分法による投資損失  9,497 8,973  4,365 

3.新株発行費償却  3,077 3,530  7,713 

4.社債発行費償却  3,838 3,077  4,103 

5.匿名組合損益分配額  － －  32,855 

6.投資有価証券評価損  － －  5,956 

7．支払手数料  25,790 －  25,790 

8.その他  1,006 62,174 12.9 1,044 35,194 4.3 50 108,604 7.1

 経常損失   670,801 △139.8 318,798 △39.3  716,057 △46.9

Ⅵ 特別利益     

1.貸倒引当金戻入益  － 1,645  － 

2.持分変動利益  － － － － 1,645 0.2 12,274 12,274 0.8

Ⅶ 特別損失     

 1.投資有価証券評価損  － 183,772  － 

2.たな卸資産評価損  － 77,308  － 

 3.減損損失 ※3 － － － 461,149 722,229 △89.1 － － －

 
税金等調整前四半期 
（当期）純損失 

  670,801 △139.8 1,039,382 △128.2  703,782 △46.1

 
法人税、住民税及び事 
業税 

 832 847  1,130 

 法人税等調整額  － 832 0.2 － 847 0.1 － 1,130 0.1

 少数株主損失   300 0.1 12,917 1.6  27,862 1.8

 四半期（当期）純損失   671,333 △139.9 1,027,312 △126.7  677,050 △44.4

      



－ ７ － 

（訂正後） 

  
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年12月31日)  

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年４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４月１日 
  至 平成18年３月31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   479,794 100.0 589,809 100.0  1,526,481 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1  723,385  150.8 530,904 90.0  1,484,650 97.3

 
売上総利益又は売上
総損失(△) 

  △243,590 △50.8 58,905 10.0  41,830 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2  481,733 100.4 579,881 98.3  657,399 43.0

  営業損失   725,323 △151.2 520,976 △88.3  615,568 △40.3

Ⅳ 営業外収益     

 1.受取利息  5,594 7,441  4,889 

2.匿名組合損益分配額  109,993 3,928  － 

 3.その他  1,108 116,696 24.3 5,162 16,532 2.8 3,226 8,115 0.5

Ⅴ 営業外費用     

1.支払利息  18,964 18,568  27,770 

2.持分法による投資損失  9,497 8,973  4,365 

3.新株発行費償却  3,077 3,530  7,713 

4.社債発行費償却  3,838 3,077  4,103 

5.匿名組合損益分配額  － －  32,855 

6.投資有価証券評価損  － －  5,956 

7．支払手数料  25,790 －  25,790 

8.その他  1,006 62,174 12.9 1,044 35,194 6.0 50 108,604 7.1

 経常損失   670,801 △139.8 539,637 △91.5  716,057 △46.9

Ⅵ 特別利益     

1.貸倒引当金戻入益  － 4,196  － 

2.持分変動利益  － － － － 4,196 0.7 12,274 12,274 0.8

Ⅶ 特別損失     

 1.投資有価証券評価損  － 183,772  － 

2.たな卸資産評価損  － 77,308  － 

 3.減損損失 ※3 － － － 461,149 722,229 △122.4 － － －

 
税金等調整前四半期 
（当期）純損失 

  670,801 △139.8 1,257,671 △213.2  703,782 △46.1

 
法人税、住民税及び事 
業税 

 832 847  1,130 

 法人税等調整額  － 832 0.2 － 847 0.2 － 1,130 0.1

 少数株主損失   300 0.1 12,917 2.2  27,862 1.8

 四半期（当期）純損失   671,333 △139.9 1,245,601 △211.2  677,050 △44.4

      
 



－ ９ － 

（３）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書 

（訂正前）→ Ｐ９ 
＜省略＞ 

四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 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 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730

第３四半期連結会計期間中

の変動額 
  

新株の発行（千円） 4,696 4,696 － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － △1,027,312 － △1,027,312

株主資本以外の項目の第３

四半期連結会計期間中の変

動額（純額）(千円) 

－ － － － －

第３四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円） 
4,696 4,696 △1,027,312 － △1,017,920

平成18年12月31日 残高 

（千円） 
2,277,607 2,189,207 △2,164,965 △2,038 2,299,810

 
 

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 

（千円） 
△333 △333 20,000 399,473 3,736,871

第３四半期連結会計期間中

の変動額 
 

新株の発行（千円） － － － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － － － △1,027,312

株主資本以外の項目の第３

四半期連結会計期間中の変

動額（純額）(千円) 

△187 △187 △7,500 △12,918 △20,605

第３四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円） 
△187 △187 △7,500 △12,918 △1,038,525

平成 18年 12月 31日 残高 

（千円） 
△520 △520 12,500 386,555 2,698,346



－ ９ － 

（訂正後） 
＜省略＞ 

四半期連結株主資本等変動計算書 
当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 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 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730

第３四半期連結会計期間中

の変動額 
 

新株の発行（千円） 4,696 4,696 － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － △1,245,601 － △1,245,601

株主資本以外の項目の第３

四半期連結会計期間中の変

動額（純額）(千円) 

－ － － － －

第３四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円） 
4,696 4,696 △1,245,601 － △1,236,209

平成 18年 12月 31日 残高 

（千円） 
2,277,607 2,189,207 △2,383,254 △2,038 2,081,521

 
 

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 

（千円） 
△333 △333 20,000 399,473 3,736,871

第３四半期連結会計期間中

の変動額 
 

新株の発行（千円） － － － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － － － △1,245,601

株主資本以外の項目の第３

四半期連結会計期間中の変

動額（純額）(千円) 

△187 △187 △7,500 △12,918 △20,605

第３四半期連結会計期間中

の変動額合計（千円） 
△187 △187 △7,500 △12,918 △1,256,814

平成 18年 12月 31日 残高 

（千円） 
△520 △520 12,500 386,555 2,480,057

 

 

 



－ １０ － 

（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前）→ Ｐ10 

  

前第３四半期連結会計期間
 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
 

（自 平成18年４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４月１日 

  至 平成18年３月31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 

    

税金等調整前四半期
（当期）純損失 

 △670,801 △1,039,382 △703,782 

減価償却費  40,326 87,606 162,274 

持分法による投資損失  9,497 8,973 4,365 

貸倒引当金の増減額 
（減少は△） 

 1,520 △1,645 4,069 

受取利息  △5,594 △7,441 △4,889 

支払利息  18,964 18,568 27,770 

支払手数料  25,790 － 25,790 

繰延資産償却  6,915 6,607 － 

投資有価証券評価損  － 183,772 5,956 

持分変動利益  － － △12,274 

減損損失  － 461,149 － 

売上債権の増減額 
（増加は△） 

 272,078 493,084 △509,765 

信託未収収益の増加額  － △59,036 － 

たな卸資産の減少額  67,346 163,453 150,546 

長期前払費用の減少額  5,199 870 － 

営業投資有価証券の増
減額（増加は△） 

 △173,583 194,621 188,643 

営業出資金の減少額  797 － 797 

仕入債務の増減額 
（減少は△） 

 △62,901 △276,677 176,668 

組合出資預り金の減少
額 

 △48,836 △23,819 △66,730 

その他（減少は△）  51,707 △93,726 190,609 

小計  △461,572 116,976 △359,949 

利息及び配当金の受
取額 

 2,998 4,554 5,032 

利息の支払額  △18,492 △15,405 △27,439 

法人税等の支払額  △595 △847 △595 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △477,661 105,278 △382,951 

＜以下省略＞



－ １０ － 

（訂正後） 

  

前第３四半期連結会計期間
 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
 

（自 平成18年４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４月１日 

  至 平成18年３月31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 

    

税金等調整前四半期
（当期）純損失 

 △670,801 △1,257,671 △703,782 

減価償却費  40,326 87,606 162,274 

持分法による投資損失  9,497 8,973 4,365 

貸倒引当金の増減額 
（減少は△） 

 1,520 △4,196 4,069 

受取利息  △5,594 △7,441 △4,889 

支払利息  18,964 18,568 27,770 

支払手数料  25,790 － 25,790 

繰延資産償却  6,915 6,607 － 

投資有価証券評価損  － 183,772 5,956 

持分変動利益  － － △12,274 

減損損失  － 461,149 － 

売上債権の増減額 
（増加は△） 

 272,078 724,966 △509,765 

信託未収収益の増加額  － △59,036 － 

たな卸資産の減少額  67,346 163,453 150,546 

長期前払費用の減少額  5,199 870 － 

営業投資有価証券の増
減額（増加は△） 

 △173,583 194,621 188,643 

営業出資金の減少額  797 － 797 

仕入債務の増減額 
（減少は△） 

 △62,901 △276,677 176,668 

組合出資預り金の減少
額 

 △48,836 △23,819 △66,730 

その他（減少は△）  51,707 △104,769 190,609 

小計  △461,572 116,976 △359,949 

利息及び配当金の受
取額 

 2,998 4,554 5,032 

利息の支払額  △18,492 △15,405 △27,439 

法人税等の支払額  △595 △847 △595 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △477,661 105,278 △382,951 

＜以下省略＞ 
 
 



－ １３ － 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

（訂正前）→ Ｐ13 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31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、前々連結会計年

度 529,881 千円、前連結会計年度

615,568 千円、当第３四半期連結会

計期間300,136千円と大幅な営業損

失を計上しております。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消

すべく、前連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として積

極的に推進しており、今後は、信託

業務及び関連事業による収益拡大

により、利益計上体質への改善を図

っていく計画であります。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を

前提として作成しており、このよう

な疑義の影響を四半期連結財務諸表

には反映しておりません。 

当社グループは、前連結会計年度

529,881 千円、当連結会計年度

615,568 千円と大幅な営業損失を計

上し、また、前連結会計年度 410,969

千円、当連結会計年度 382,951 千円

と大幅な営業キャッシュ・フローの

マイナスとなっております。当該状

況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消

すべく、当連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として、信

託スキームを活用した新たな金融

商品を開発し、信託スキームのメリ

ットをアピールすることで受託財

産額の積み上げを図り、信託業務及

び関連事業による収益拡大により、

利益計上体質への改善を目指す計

画であります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、このような疑

義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。 

 



－ １３ － 

（訂正後） 
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31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、前々連結会計年

度 529,881 千円、前連結会計年度

615,568 千円、当第３四半期連結会

計期間520,976千円と大幅な営業損

失を計上しております。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消

すべく、前連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として積

極的に推進しており、今後は、信託

業務及び関連事業による収益拡大

により、利益計上体質への改善を図

っていく計画であります。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を

前提として作成しており、このよう

な疑義の影響を四半期連結財務諸表

には反映しておりません。 

当社グループは、前連結会計年度

529,881 千円、当連結会計年度

615,568 千円と大幅な営業損失を計

上し、また、前連結会計年度 410,969

千円、当連結会計年度 382,951 千円

と大幅な営業キャッシュ・フローの

マイナスとなっております。当該状

況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に

伴う人件費・経費の増加、匿名組合

等の出資に係る損失・評価損の取込

により生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消

すべく、当連結会計年度より開始し

た信託業務を事業の中核として、信

託スキームを活用した新たな金融

商品を開発し、信託スキームのメリ

ットをアピールすることで受託財

産額の積み上げを図り、信託業務及

び関連事業による収益拡大により、

利益計上体質への改善を目指す計

画であります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、このような疑

義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。 

 

 

 

 



－ １８ － 

四半期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 
（訂正前）→ Ｐ18 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31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） 

＜省略＞   

 

────── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より、

「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、2,299,290 千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当第３四半期連結会計期間におけ

る四半期連結財務諸表は、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。 

 

────── 

 
 
（訂正後） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31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） 

＜省略＞   

 

────── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より、

「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、2,081,001 千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当第３四半期連結会計期間におけ

る四半期連結財務諸表は、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。 

 

────── 

 



－ ２６ － 

注記事項 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（訂正前）→ Ｐ26 

＜省略＞ 

    当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 
信託事業 
（千円） 

兼業事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 441,795 365,853 2,999 810,649 － 810,649

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高     －     －    －     －     －     －

計 441,795 365,853 2,999 810,649     － 810,649

営業費用 186,971 800,093 12,344 999,409 111,376 1,110,785

営業利益又は営業損失（△） 254,824 △434,240 △9,344 △188,760 (111,376) △300,136

＜以下省略＞ 
 
 
（訂正後） 

＜省略＞ 

    当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 
信託事業 
（千円） 

兼業事業 
（千円） 

その他の事
業（千円）

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 220,956 365,853 2,999 589,809 － 589,809

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高     －     －    －     －     －     －

計 220,956 365,853 2,999 589,809     － 589,809

営業費用 186,971 800,093 12,344 999,409 111,376 1,110,785

営業利益又は営業損失（△） 33,984 △434,240 △9,344 △409,599 (111,376) △520,976

＜以下省略＞ 
 
 
 



－ ２８ － 

【海外売上高】 

（訂正前）→ Ｐ28 

 ＜省略＞ 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 東南アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 180,000 180,000 

Ⅱ 連結売上高（千円）  810,649 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
22.1 22.1 

＜以下省略＞ 
 
 
（訂正後） 

 ＜省略＞ 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

＜以下省略＞ 

 
 
 
 
 
 
 



－ ２８ － 

（１株当たり情報） 
（訂正前）→ Ｐ28 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年12月31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 9,642円 96銭 

１株当たり四半期
純損失金額 

6,342円 37銭 

  

 

１株当たり純資産額 11,046円 16銭

１株当たり四半期
純損失金額 

4,938円 35銭
 

１株当たり純資産額 15,947円 26銭

１株当たり当期純
損失金額 

3,652円 00銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、１株当た

り四半期純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

また、当社は平成17年11月18日付で

１株を２株とする株式分割を行って

おります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額については、１株当たり四半期

純損失が計上されているため記載してお

りません。 

  

 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、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。 

また、当社は平成17年11月18日付で１

株を２株とする株式分割を行っており

ます。 

 
 
（訂正後） 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年12月31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 9,642円 96銭 

１株当たり四半期
純損失金額 

6,342円 37銭 

  

 

１株当たり純資産額 9,997円 46銭

１株当たり四半期
純損失金額 

5,987円 67銭
 

１株当たり純資産額 15,947円 26銭

１株当たり当期純
損失金額 

3,652円 00銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、１株当た

り四半期純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

また、当社は平成17年11月18日付で

１株を２株とする株式分割を行って

おります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額については、１株当たり四半期

純損失が計上されているため記載してお

りません。 

  

 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、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。 

また、当社は平成17年11月18日付で１

株を２株とする株式分割を行っており

ます。 

 
 



－ ２９ － 

（訂正前）→ Ｐ29 
（注）１株当たり四半期（当期）純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年12月31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） 

四半期（当期）純損失 

（千円） 
671,333 1,027,312 677,050 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る四半期（当
期）純損失（千円） 

671,333 1,027,312 677,050 

＜以下省略＞ 
 
 
（訂正後） 
（注）１株当たり四半期（当期）純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年12月31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） 

四半期（当期）純損失 

（千円） 
671,333 1,245,601 677,050 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る四半期（当
期）純損失（千円） 671,333 1,245,601 677,050 

＜以下省略＞ 
 
 
 



－ １ － 

平成 19 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（個別）     平成 19 年２月 14 日 
 
２．平成 19 年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月 1日～平成 18 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                         （百万円未満切捨て） 
（訂正前）→ Ｐ１ 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円     ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年３月期第３四半期 837   81.9 △224     － △286   － △1,035   －

18 年３月期第３四半期 460   4.0  △708   －  △644   － △645   －

(参考)18 年３月期 1,498     －  △504   －  △652   －   △653   －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

19 年３月期第３四半期  △4,978  74 

18 年３月期第３四半期 △6,095  98 

(参考)18 年３月期 △3,523  74 

 ＜以下省略＞ 
 
（訂正後） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円     ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年３月期第３四半期 616   33.9 △444     － △507   － △1,254   －

18 年３月期第３四半期 460   4.0  △708   －  △644   － △645   －

(参考)18 年３月期 1,498     －  △504   －  △652   －   △653   －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

19 年３月期第３四半期  △6,028  07 

18 年３月期第３四半期 △6,095  98 

(参考)18 年３月期 △3,523  74 

 ＜以下省略＞ 
 
(2) 財政状態の変動状況 
（訂正前）→ Ｐ１ 

 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

19 年３月期第３四半期 3,485 2,365 67.5 11,306 04 

18 年３月期第３四半期 4,231 1,885 44.6 9,986 19 

(参考)18 年３月期 5,329 3,379 63.4 16,246  70 

＜以下省略＞ 
 

 
（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

19 年３月期第３四半期 3,259 2,147 65.9 10,257 35 

18 年３月期第３四半期 4,231 1,885 44.6 9,986 19 

(参考)18 年３月期 5,329 3,379 63.4 16,246  70 

＜以下省略＞



－ ３ － 

【四半期財務諸表等】 

１．【四半期財務諸表】 

① 【四半期貸借対照表】 

（訂正前）→ Ｐ３ 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（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
(％)

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金 ※１ 522,916  295,311  430,606  

２ 売掛金  68,336  319,855  825,754  

３ 信託未収収益  －  59,036  －  

４ 営業投資有価証券  1,077,251  875,678  1,039,545  

５ 商品  79,259  12,121  37,288  

６ 仕掛品  239,996  61,320  198,911  

 ７ 前渡金  1,071  9,148  －  

 ８ 未収入金  1,060  －  1,004  

 ９ 短期貸付金  777,200  1,281,220  1,515,920  

１０ 前払費用  7,496  10,785  20,124  

１１ 未収消費税等  21,092  －  －  

１２ その他  35,986  114,758  39,836  

 貸倒引当金  △1,520  △3,525  △4,069  

 流動資産合計   2,830,148 66.9 3,035,711 87.1  4,104,923 77.0

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※３ 1,531  3,826  3,372  

２ 無形固定資産       

 (1)ソフトウェア  159,302  14,545  146,114  

 (2)その他  1,599   1,720  1,833  

 無形固定資産合計  160,901  3.8 16,265  0.5 147,948  2.8

３ 投資その他の資産       

 (1)投資有価証券  1,015,460  222,300  854,724  

 (2)出資金  92,029  94,851  94,807  

  (3)その他  121,843  113,563  119,718  

 貸倒引当金  △9,243  △8,142  △9,243  

 投資その他の資
産合計 

 1,220,089  28.9 422,573  12.2 1,060,007  19.9

 固定資産合計   1,382,522 32.7 442,664 12.7  1,211,328 22.7

Ⅲ 繰延資産   18,417 0.4 6,909 0.2  13,517 0.3

 資産合計   4,231,089 100.0 3,485,286 100.0  5,329,769 100.0

          



－ ４ － 

（訂正前）→ Ｐ４ 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（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
(％)

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金  72,913  27,804  312,482 

２ 短期借入金 ※４ 1,745,000  710,000  1,150,000 

３ 
１年以内返済予
定長期借入金 

 33,600  －  25,300 

４ 未払金  21,331  9,188  45,057 

５ 未払法人税等  4,065  7,742  9,068 

６ 預り金  7,165  2,861  7,180 

７ 組合出資預り金  69,541  27,827  51,647 

８ その他 ※２ 72,147  33,973  29,135 

 流動負債合計   2,025,765 47.9 819,399 23.5  1,629,873 30.6

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金  300,000 300,000  300,000 

２ 新株予約権  20,000 －  20,000 

 固定負債合計   320,000 7.5 300,000 8.6  320,000 6.0

 負債合計   2,345,765 55.4 1,119,399 32.1  1,949,873 36.6

 



－ ５ － 

（訂正前）→ Ｐ５ 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（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
(％)

＜省略＞          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金   － － 2,277,607 65.4  － －

２ 資本剰余金     

 (1)資本準備金  － 2,189,207  － 

 資本剰余金合計   － － 2,189,207 62.8  － －

３ 利益剰余金     

 
(1)その他利益

剰余金 
    

 
繰越利益剰余
金 

 － 
△

2,110,870
 － 

 利益剰余金合計   － － △
2,110,870

△60.6  － －

４ 自己株式   － － △2,038 △0.1  － －

 株主資本合計   － － 2,353,906 67.5  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ 
その他有価証券
評価差額金 

  － △520   －

 
評価・換算差額等合
計 

  － － △520 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 12,500 0.4  － －

 純資産合計   － － 2,365,886 67.9  － －

 負債純資産合計   － － 3,485,286 100.0  － －

      



－ ３ － 

（訂正後） 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（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
(％)

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金 ※１ 522,916  295,311  430,606  

２ 売掛金  68,336  87,973  825,754  

３ 信託未収収益  －  59,036  －  

４ 営業投資有価証券  1,077,251  875,678  1,039,545  

５ 商品  79,259  12,121  37,288  

６ 仕掛品  239,996  61,320  198,911  

 ７ 前渡金  1,071  9,148  －  

 ８ 未収入金  1,060  －  1,004  

 ９ 短期貸付金  777,200  1,281,220  1,515,920  

１０ 前払費用  7,496  10,785  20,124  

１１ 未収消費税等  21,092  3,854  －  

１２ その他  35,986  114,758  39,836  

 貸倒引当金  △1,520  △974  △4,069  

 流動資産合計   2,830,148 66.9 2,810,235 86.2  4,104,923 77.0

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※２ 1,531  0.0 3,826  0.1 3,372  0.0

２ 無形固定資産       

 (1)ソフトウェア  159,302  14,545  146,114  

 (2)その他  1,599   1,720  1,833  

 無形固定資産合計  160,901  3.8 16,265  0.5 147,948  2.8

３ 投資その他の資産       

 (1)投資有価証券  1,015,460  222,300  854,724  

 (2)出資金  92,029  94,851  94,807  

  (3)その他  121,843  113,563  119,718  

 貸倒引当金  △9,243  △8,142  △9,243  

 投資その他の資
産合計 

 1,220,089  28.9 422,573  13.0 1,060,007  19.9

 固定資産合計   1,382,522 32.7 442,664 13.6  1,211,328 22.7

Ⅲ 繰延資産   18,417 0.4 6,909 0.2  13,517 0.3

 資産合計   4,231,089 100.0 3,259,809 100.0  5,329,769 100.0

          



－ ４ － 

（訂正後） 

 
前第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（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
(％)

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金  72,913  27,804 312,482 

２ 短期借入金 ※３ 1,745,000  710,000 1,150,000 

３ 
１年以内返済予
定長期借入金 

 33,600  － 25,300 

４ 未払金  21,331  9,188 45,057 

５ 未払法人税等  4,065  7,742 9,068 

６ 預り金  7,165  2,861 7,180 

７ 組合出資預り金  69,541  27,827 51,647 

８ その他  72,147  26,786 29,135 

 流動負債合計   2,025,765 47.9 812,212 24.9  1,629,873 30.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  300,000 300,000 300,000 

２ 新株予約権  20,000 － 20,000 

 固定負債合計   320,000 7.5 300,000 9.2  320,000 6.0

 負債合計   2,345,765 55.4 1,112,212 34.1  1,949,873 36.6

 



－ ５ － 

（訂正後） 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（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
(％)

＜省略＞         

(純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   － － 2,277,607 69.9  － －

２ 資本剰余金    

 (1)資本準備金  － 2,189,207 － 

 資本剰余金合計   － － 2,189,207 67.2  － －

３ 利益剰余金    

 
(1)その他利益

剰余金 
   

 
繰越利益剰余
金 

 － △2,329,159  － 

 利益剰余金合計   － － △2,329,159 △71.5  － －

４ 自己株式   － － △2,038 △0.1  － －

 株主資本合計   － － 2,135,617 65.5  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ 
その他有価証券
評価差額金 

  － △520  －

 
評価・換算差額等合
計 

  － － △520 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 12,500 0.4  － －

 純資産合計   － － 2,147,597 65.9  － －

 負債純資産合計   － － 3,259,809 100.0  － －

     

 

 

 



－ ６ － 

②【四半期損益計算書】                                

（訂正前）→ Ｐ６ 

   
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４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４月１日 
  至 平成18年３月31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   460,181 100.0 837,214 100.0  1,498,265 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1  711,063 154.5 556,387 66.5  1,376,494 91.9

 売上総利益又は売上 
総損失（△） 

  △250,882 △54.5 280,826 33.5  121,770 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  457,958 99.5 504,838 60.3  626,121 41.8

  営業損失   708,840 △154.0 224,011 △26.8  504,350 △33.7

Ⅳ 営業外収益 ※2  116,976 25.4 12,777 1.5  8,006 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※3  52,677 11.5 75,184 8.9  155,977 10.4

 経常損失   644,541 △140.1 286,418 △34.2  652,321 △43.5

Ⅵ 特別利益 ※4  － － 1,645 0.2  － －

Ⅶ 特別損失 ※5,6  － － 750,229 89.6  － －

 税引前四半期(当期)純 
損失 

  644,541 △140.1 1,035,002 △123.6  652,321 △43.5

 
法人税、住民税及び 
事業税 

 712 712  950 

 法人税等調整額  － 712 0.1 － 712 0.1 － 950 0.1

 四半期(当期)純損失   645,253 △140.2 1,035,715 △123.7  653,271 △43.6

 前期繰越損失   421,883 －  421,883

 四半期(当期)未処理 
損失 

  1,067,137 －  1,075,155

      

 
 
 



－ ６ － 

（訂正後） 

   
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４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４月１日 
  至 平成18年３月31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   460,181 100.0 616,374 100.0  1,498,265 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1  711,063 154.5 556,387 90.3  1,376,494 91.9

 売上総利益又は売上 
総損失（△） 

  △250,882 △54.5 59,987 9.7  121,770 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  457,958 99.5 504,838 81.9  626,121 41.8

  営業損失   708,840 △154.0 444,850 △72.2  504,350 △33.7

Ⅳ 営業外収益 ※2  116,976 25.4 12,777 2.1  8,006 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※3  52,677 11.5 75,184 12.2  155,977 10.4

 経常損失   644,541 △140.1 507,257 △82.3  652,321 △43.5

Ⅵ 特別利益 ※4  － － 4,196 0.7  － －

Ⅶ 特別損失 ※5,6  － － 750,229 121.7  － －

 税引前四半期(当期)純 
損失 

  644,541 △140.1 1,253,291 △203.3  652,321 △43.5

 
法人税、住民税及び 
事業税 

 712 712  950 

 法人税等調整額  － 712 0.1 － 712 0.1 － 950 0.1

 四半期(当期)純損失   645,253 △140.2 1,254,004 △203.4  653,271 △43.6

 前期繰越損失   421,883 －  421,883

 四半期(当期)未処理 
損失 

  1,067,137 －  1,075,155

      

 



－ ７ － 

③【四半期株主資本等変動計算書】 

（訂正前）→ Ｐ７ 

当第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

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 

自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

第３四半期中の変動額    

新株の発行（千円） 4,696 4,696 4,696 － － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － － △1,035,715 △1,035,715 － △1,035,715

株主資本以外の項目の第

３四半期会計期間中の変

動額(純額) (千円) 

－ － － － － － －

第３四半期会計期間中の

変動額合計（千円） 
4,696 4,696 4,696 △1,035,715 △1,035,715 － △1,026,322

平成18年12月31日 残高 

（千円） 
2,277,607 2,189,207 2,189,207 △2,110,870 △2,110,870 △2,038 2,353,906

 
 

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） 
△333 △333 20,000 3,399,895

第３四半期中の変動額  

新株の発行（千円） － － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － － △1,035,715

株主資本以外の項目の第

３四半期会計期間中の変

動額(純額) (千円) 

△187 △187 △7,500 △7,687

第３四半期会計期間中の

変動額合計 （千円） 
△187 △187 △7,500 △1,034,009

平成18年12月31日 残高 

（千円） 
△520 △520 12,500 2,365,886

 



－ ７ － 

（訂正後） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日） 

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 

自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

第３四半期中の変動額    

新株の発行（千円） 4,696 4,696 4,696 － － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － － △1,254,004 △1,254,004 － △1,254,004

株主資本以外の項目の第

３四半期会計期間中の変

動額(純額) (千円) 

－ － － － － － －

第３四半期会計期間中の

変動額合計（千円） 
4,696 4,696 4,696 △1,254,004 △1,254,004 － △1,244,611

平成18年12月31日 残高 

（千円） 
2,277,607 2,189,207 2,189,207 △2,329,159 △2,329,159 △2,038 2,135,617

 
 

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） 
△333 △333 20,000 3,399,895

第３四半期中の変動額  

新株の発行（千円） － － － 9,392

第３四半期純利益(千円) － － － △1,254,004

株主資本以外の項目の第

３四半期会計期間中の変

動額(純額) (千円) 

△187 △187 △7,500 △7,687

第３四半期会計期間中の

変動額合計 （千円） 
△187 △187 △7,500 △1,252,298

平成18年12月31日 残高 

（千円） 
△520 △520 12,500 2,147,597

 



－ ８ － 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
（訂正前）→ Ｐ８ 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31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、前々期 504,166 千円、前期

504,350 千円、当第３四半期会計期間

224,011 千円と大幅な営業損失を計上し

ております。 

当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う

人件費・経費の増加、匿名組合等の出資

に係る損失・評価損の取込により生じた

ものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、前期

より開始した信託業務を事業の中核と

して積極的に推進しており、今後は、信

託業務及び関連事業による収益拡大に

より、利益計上体質への改善を図ってい

く計画であります。 

 四半期財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、このような疑

義の影響を四半期財務諸表には反映

しておりません。 

当社は、前期 504,166 千円、当期

504,350 千円と大幅な営業損失を計上し

ております。 

当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う

人件費・経費の増加、匿名組合等の出資

に係る損失・評価損の取込により生じた

ものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、当期

より開始した信託業務を事業の中核と

して、信託スキームを活用した新たな金

融商品を開発し、信託スキームのメリッ

トをアピールすることで受託財産額の

積み上げを図り、信託業務及び関連事業

による収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を目指す計画であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として作

成しており、このような疑義の影響を財

務諸表には反映しておりません。 

 
 
（訂正後） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31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、前々期 504,166 千円、前期

504,350 千円、当第３四半期会計期間

444,850 千円と大幅な営業損失を計上し

ております。 

当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う

人件費・経費の増加、匿名組合等の出資

に係る損失・評価損の取込により生じた

ものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、前期

より開始した信託業務を事業の中核と

して積極的に推進しており、今後は、信

託業務及び関連事業による収益拡大に

より、利益計上体質への改善を図ってい

く計画であります。 

 四半期財務諸表は継続企業を前提

として作成しており、このような疑

義の影響を四半期財務諸表には反映

しておりません。 

当社は、前期 504,166 千円、当期

504,350 千円と大幅な営業損失を計上し

ております。 

当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う

人件費・経費の増加、匿名組合等の出資

に係る損失・評価損の取込により生じた

ものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、当期

より開始した信託業務を事業の中核と

して、信託スキームを活用した新たな金

融商品を開発し、信託スキームのメリッ

トをアピールすることで受託財産額の

積み上げを図り、信託業務及び関連事業

による収益拡大により、利益計上体質へ

の改善を目指す計画であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として作

成しており、このような疑義の影響を財

務諸表には反映しておりません。 



－ １１ － 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
（訂正前）→ Ｐ11 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

＜省略＞   

 

────── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は、2,353,386千円であります。 

 中間財務諸表等規則の改正により、当第

３四半期会計期間における四半期財務諸

表は、改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。 

 

────── 

 
 
（訂正後） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

＜省略＞   

 

────── 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額

は、2,135,097千円であります。 

 中間財務諸表等規則の改正により、当第

３四半期会計期間における四半期財務諸

表は、改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。 

 

────── 



－ １３ － 

注記事項 
（訂正前）→ Ｐ13 

（四半期貸借対照表関係） 
前第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

＜省略＞   

※２．   ──── 

 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

 

※２．   ──── 

 

※３．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,495千円です。 

 

※３．有形固定資産の減価償却累計

額は、4,168千円です。 

 

※３．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,835千円です。 

※４．当社においては運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行４行

と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当四半期

会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越限度額1,000,000千円 

借入実行残高  950,000千円 

差引額        50,000千円 

 

※４．当社においては運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当四半期

会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越限度額 200,000千円 

借入実行残高  170,000千円 

差引額        30,000千円 

※４．当社においては運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行４行

と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越限度額1,000,000千円 

借入実行残高    900,000千円 

 差引額        100,000千円 

５．    ──── ５．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラムの

権利に対する債務について保証を行

っております。 

株式会社メビウス 57,768千円 

５．    ──── 

 



－ １３ － 

（訂正後） 
（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年12月31日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

＜省略＞   

※２．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,495千円です。 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計

額は、4,168千円です。 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計

額は、2,835千円です。 

※３．当社においては運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行４行

と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当四半期

会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越限度額1,000,000千円 

借入実行残高  950,000千円 

差引額        50,000千円 

 

※３．当社においては運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当四半期

会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越限度額 200,000千円 

借入実行残高  170,000千円 

差引額        30,000千円 

※３．当社においては運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行４行

と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越限度額1,000,000千円 

借入実行残高    900,000千円 

 差引額        100,000千円 

４．    ──── ４．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラムの

権利に対する債務について保証を行

っております。 

株式会社メビウス 57,768千円 

４．    ──── 

 
 
 
 
 



－ １４ － 

（訂正前）→ Ｐ14 
（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

＜省略＞ 

※４．       ──── ※４．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益     1,645千円

※４．       ──── 

＜以下省略＞ 
 
 
（訂正後） 
（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
   至 平成17年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

＜省略＞ 

※４．       ──── ※４．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益     4,196千円

※４．       ──── 

＜以下省略＞ 
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