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平成19年5月25日 

各  位 

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 六 丁 目 1 0 番 1 号

株 式 会 社 フ ォ ー サ イ ド ・ ド ッ ト ・ コ ム

代 表 取 締 役  安 嶋  幸 直

（JASDAQ・コード：2330） 

問い合わせ 取締役経営管理本部長兼 CFO 川﨑雅嗣

T E L 03－5339－5820（IR 問合せ窓口）

 

平成18年12月期決算短信（連結）及び一部追加資料の修正に関するお知らせ 

 

平成19年3月16日付で発表の「平成18年12月期決算短信（連結）」及び平成19年3月23日付で発表の『「平成

18年12月期決算短信（連結）」及び「平成18年12月期個別財務諸表の概要」の一部追加に関するお知らせ』（以

下、「一部追加資料（税効果会計関係）」）を、下記の通り修正致しますのでお知らせ致します。なお、修正箇所につ

いては、   を付して表示しております。 

 

記 

１． 修正理由 

同日付（平成19年5月25日）で発表の「有価証券報告書の訂正報告書の提出について」の事象の発生に伴い、

平成19年3月16日付「平成18年12月期決算短信（連結）」及び平成19年3月23日付「一部追加資料（税効

果会計関係）」を修正致します。なお、前述の「一部追加資料（税効果会計関係）」は平成19年3月29日に

一部訂正しております。 

 

２． 修正内容 

Ⅰ．平成19年3月16日付「平成18年12月期決算短信（連結）」（本資料P1～P11） 

Ⅱ．平成19年3月23日及び平成19年3月29日付「一部追加資料（税効果会計関係）」（本資料P12） 

 

Ⅰ．平成19年3月16日付「平成18年12月期決算短信（連結）」 

1.平成18年12月期の連結業績（平成17年11月1日～平成18年12月31日）（P1） 

（1）連結経営成績 

【修正前】 

 
当期純利益 

1株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率 

総資産経

常利益率 

売上高 

経常利益率

 

18年12月期 

17年10月期 

百万円  % 

△65,022  ― 

△9,735 (―) 

円  銭

△27,358  76

△5,344  43

円   銭

―    ―

   ―    ―

% 

△166.6 

△19.9 

% 

7.5 

1.7 

%

8.9

3.9

【修正後】 

 
当期純利益 

1株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率 

総資産経

常利益率 

売上高 

経常利益率

 

18年12月期 

17年10月期 

百万円  % 

△60,417  ― 

△9,735 (―) 

円  銭

△25,421  13

△5,344  43

円   銭

―    ―

   ―    ―

% 

△145.4 

△19.9 

% 

7.5 

1.7 

%

8.9

3.9
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（2）連結財政状態 

【修正前】 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 

18年12月期 

17年10月期 

百万円 

24,294 

153,622 

百万円

7,812

70,321

% 

31.8 

45.8 

円   銭

3,250    52

29,588    65

【修正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 

18年12月期 

17年10月期 

百万円 

29,324 

153,622 

百万円

12,842

70,321

% 

43.5 

45.8 

円   銭

5,367    01

29,588    65

 

3.経営成績及び財政状態 

 1.経営成績「＜当社の業績＞」（P7） 

【修正前】 

当連結会計年度の業績と致しまして売上高は74,596,830千円（前連結会計年度売上高41,469,975千円）、

経常利益は6,651,850千円（前連結会計年度経常利益1,608,634千円）となりましたが、一方で、２Ｇ事業の

撤退に伴う事業整理損51,954,064千円及び平成18年10月13日付けの日本公認会計士協会による「消費者金

融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」の公表内容に基づき、利息

返還損失引当金繰入額13,851,539千円を特別損失に計上したことにより、当期純損失は65,022,230千円（前

連結会計年度純損失9,735,434千円）となりました。 

【修正後】 

当連結会計年度の業績と致しまして売上高は74,596,830 千円（前連結会計年度売上高41,469,975 千円）、

経常利益は6,651,850千円（前連結会計年度経常利益1,608,634千円）となりましたが、一方で、２Ｇ事業の

撤退に伴う事業整理損47,348,996千円及び平成18年10月13日付けの日本公認会計士協会による「消費者金

融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」の公表内容に基づき、利息

返還損失引当金繰入額13,851,539千円を特別損失に計上したことにより、当期純損失は60,417,163千円（前

連結会計年度純損失9,735,434千円）となりました。 

 

2.財政状態「資産、負債及び純資産の状況」（P8-P9） 

【修正前】 

 当連結会計年度末における資産、負債及び純資産の状況のうち前連結会計年度末と比較し変動がある項目は

主に以下のとおりであります。  

 総資産の状況は前連結会計年度末と比較し129,328,213 千円減の24,294,702 千円となりました。負債の状

況は58,350,453千円減の16,482,371千円となりました。主な要因と致しましては、平成18年12月に消費者

金融業の株式会社キャスコを一部売却し連結子会社から外れたことが挙げられます。また、２Ｇ事業の撤退に

伴う事業整理損 51,954,064 千円を計上したことにより関連する資産が減少しております。純資産の状況は前

連結会計年度末と比較し62,509,562 千円減の7,812,330 千円となりました。主な要因と致しましては、前述

による事業整理損及び連結子会社である消費者金融業の株式会社キャスコにおいて平成18年10月13日付け

の日本公認会計士協会による「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査
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上の取扱い」の公表内容に基づき利息返還損失引当金 13,851,539 千円を計上した事により利益剰余金が△

64,900,436千円となったことが挙げられます。なお、前述のとおり株式会社キャスコは連結子会社から外れて

おります。 

【修正後】 

 当連結会計年度末における資産、負債及び純資産の状況のうち前連結会計年度末と比較し変動がある項目は

主に以下のとおりであります。  

     総資産の状況は前連結会計年度末と比較し124,298,046 千円減の29,324,869 千円となりました。負債の状

況は58,350,453千円減の16,482,371千円となりました。主な要因と致しましては、平成18年12月に消費者

金融業の株式会社キャスコを一部売却し連結子会社から外れたことが挙げられます。また、２Ｇ事業の撤退に

伴う事業整理損 47,348,996 千円を計上したことにより関連する資産が減少しております。純資産の状況は前

連結会計年度末と比較し57,479,395千円減の12,842,497千円となりました。主な要因と致しましては、前述

による事業整理損及び連結子会社である消費者金融業の株式会社キャスコにおいて平成18年10月13日付け

の日本公認会計士協会による「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査

上の取扱い」の公表内容に基づき利息返還損失引当金 13,851,539 千円を計上した事により利益剰余金が△

60,295,368 千円となったことが挙げられます。なお、前述のとおり株式会社キャスコは連結子会社から外れ

ております。 

 

2.財政状態「キャッシュ・フローの状況」（P9） 

【修正前】 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は4,900,095千円となり、前連結会計年度と比べ5,203,478

千円の増加となりました。 

     これは主に、事業整理損51,954,064 千円（前連結会計年度比51,954,064 千円増）、利息返還損失引当金繰

入額13,851,539千円（前連結会計年度比13,851,539千円増）、関係会社株式売却損4,827,729千円（前連結

会計年度比4,827,729千円増）、営業貸付金の減少額4,376,637千円（前連結会計年度比4,376,637千円増）

等の増加要因があったものの、利息返還損失△2,845,221千円（前連結会計年度比2,845,221千円減）、貸倒

引当金増減額△1,613,006千円（前連結会計年度比1,665,122千円減）等の減少要因があったことによるもの

です。 

【修正後】 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は5,023,151千円となり、前連結会計年度と比べ5,326,534

千円の増加となりました。 

     これは主に、事業整理損47,348,996 千円（前連結会計年度比47,348,996 千円増）、利息返還損失引当金繰

入額13,851,539千円（前連結会計年度比13,851,539千円増）、関係会社株式売却損4,827,729千円（前連結

会計年度比4,827,729千円増）、営業貸付金の減少額4,376,637千円（前連結会計年度比4,376,637千円増）

等の増加要因があったものの、利息返還損失△2,845,221千円（前連結会計年度比2,845,221千円減）、貸倒

引当金増減額△1,613,006千円（前連結会計年度比1,665,122千円減）等の減少要因があったことによるもの

です。 
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４．連結財務諸表「(1)連結貸借対照表」(P12-P14) 

【修正前】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

    （平成17年10月31日） （平成18年12月31日） 
対前年比 

注記 構成比 構成比 増減 

区分 番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％） （千円） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

流動資産合計   90,187,002 58.7 16,018,708 65.9 △74,168,294

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※2 1,554,910 1.0 367,541 1.5 △1,187,369

２．無形固定資産     

(1）営業権   44,954,327 －  

(2）連結調整勘定   1,897,473 －  

            

(3）商標権   － 6,038,553  

(4）その他   10,938,167 1,418,023  

無形固定資産合計   57,789,968 37.6 7,456,576 30.7 △50,333,392

３．投資その他の資産     

投資その他の資産合計   4,091,033 2.7 451,875 1.9 △3,639,158

固定資産合計   63,435,912 41.3 8,275,993 34.1 △55,159,919

資産合計   153,622,915 100.0 24,294,702 100.0 △129,328,213

                  

         

前連結会計年度 当連結会計年度 

    （平成17年10月31日） （平成18年12月31日） 
対前年比 

注記 構成比 構成比 増減 

区分 番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％） （千円） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

流動負債合計   52,710,908 34.3 15,135,454 62.3 △37,575,455

Ⅱ 固定負債     

固定負債合計   22,121,916 14.4 1,346,917 5.5 △20,774,999

負債合計   74,832,824 48.7 16,482,371 67.8 △58,350,453

                  

         

前連結会計年度 当連結会計年度 

    （平成17年10月31日） （平成18年12月31日） 
対前年比 

注記 構成比 構成比 増減 

区分 番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％） （千円） 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 39,561,857 162.8 39,561,857

２．資本剰余金   － － 29,611,119 121.9 29,611,119

３．利益剰余金   － － △64,900,436 △267.1 △64,900,436

４．自己株式   － － △402,077 △1.7 △402,077

  株主資本合計    － － 3,870,463 15.9 3,870,463

Ⅱ 評価・換算差額等     
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１．その他有価証券評価差額金   － － △83,165 △0.3 △83,165

２．為替換算調整勘定   － － 3,938,042 16.2 3,938,042

 評価・換算差額等合計   － － 3,854,877 15.9 3,854,877

Ⅲ 少数株主持分   － － 86,989 0.4 86,989

純資産合計   － － 7,812,330 32.2 7,812,330

負債純資産合計   － － 24,294,702 100 24,294,702

                  

【修正後】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

    （平成17年10月31日） （平成18年12月31日） 
対前年比 

注記 構成比 構成比 増減 

区分 番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％） （千円） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

流動資産合計   90,187,002 58.7 16,018,708 54.6 △74,168,294

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※2 1,554,910 1.0 367,541 1.3 △1,187,369

２．無形固定資産     

(1）営業権   44,954,327 －  

(2）連結調整勘定   1,897,473 －  

(3) のれん   － 3,413,766  

(4）商標権   － 7,654,953  

(5）その他   10,938,167 1,418,023  

無形固定資産合計   57,789,968 37.6 12,486,742 42.6 △45,303,226

３．投資その他の資産     

投資その他の資産合計   4,091,033 2.7 451,875 1.5 △3,639,158

固定資産合計   63,435,912 41.3 13,306,160 45.4 △50,129,752

資産合計   153,622,915 100.0 29,324,869 100.0 △124,298,046

                  

         

前連結会計年度 当連結会計年度 

    （平成17年10月31日） （平成18年12月31日） 
対前年比 

注記 構成比 構成比 増減 

区分 番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％） （千円） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

流動負債合計   52,710,908 34.3 15,135,454 51.6 △37,575,455

Ⅱ 固定負債     

固定負債合計   22,121,916 14.4 1,346,917 4.6 △20,774,999

負債合計   74,832,824 48.7 16,482,371 56.2 △58,350,453
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前連結会計年度 当連結会計年度 

    （平成17年10月31日） （平成18年12月31日） 
対前年比 

注記 構成比 構成比 増減 

区分 番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％） （千円） 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 39,561,857 134.9 39,561,857

２．資本剰余金   － － 29,611,119 101.0 29,611,119

３．利益剰余金   － － △60,295,368 △205.6 △60,295,368

４．自己株式   － － △402,077 △1.4 △402,077

  株主資本合計    － － 8,475,530 28.9 8,475,530

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額金   － － △83,165 △0.3 △83,165

２．為替換算調整勘定   － － 4,363,142 14.9 4,363,142

 評価・換算差額等合計   － － 4,279,977 14.6 4,279,977

Ⅲ 少数株主持分   － － 86,989 0.3 86,989

純資産合計   － － 12,842,497 43.8 12,842,497

負債純資産合計   － － 29,324,869 100 29,324,869

                  

 

４．連結財務諸表「(2)連結損益計算書」(P15-P16) 

【修正前】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 （自 平成17年11月１日 

    至 平成17年10月31日） 至 平成18年12月31日） 

対前年比 

注記 百分比 百分比 増減 
区分 

番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％） （千円） 

      

Ⅶ 特別損失     

５．事業整理損 ※5,6 － 51,954,064   

９. その他 ※6,7 1,206,610 10,804,561 26.1 1,280,071 74,268,778 99.5 63,464,217

税金等調整前当期純損失   9,165,662 22.1 66,032,460 △88.5 56,866,798

当期純損失   9,735,434 23.5 65,022,230 △87.2 55,286,796

【修正後】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 （自 平成17年11月１日 

    至 平成17年10月31日） 至 平成18年12月31日） 

対前年比 

注記 百分比 百分比 増減 
区分 

番号 
金額（千円） 

（％）
金額（千円） 

（％） （千円） 

      

Ⅶ 特別損失     

５．事業整理損 ※5,6 － 47,348,996   

９. その他 ※6,7 1,206,610 10,804,561 26.1 1,280,071 69,663,710 93.4 58,859,149

税金等調整前当期純損失   9,165,662 22.1 61,427,393 △82.3 52,261,731

当期純損失   9,735,434 23.5 60,417,163 △81.0 50,681,729
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４.連結財務諸表「(3)連結株主資本等変動計算書」(P15-P16) 

当連結会計年度（自 平成17年11月１日 至 平成18年12月31日） 

【修正前】 

株主資本 

  資本金 資本剰余金合計 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年10月31日残高（千円） 39,561,857 39,562,902 △10,149,123 △402,077 68,573,558 

連結会計年度中の変動額           

資本準備金 

減少差益取崩額 
 △9,595,285 9,595,285  － 

剰余金の配当  △356,497  △356,497 

当期純利益  △65,022,230  △65,022,230 

連結子会社の減少に伴う 

利益剰余金の増減 
 675,632  675,632 

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額(純額) 
   

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
－ △9,951,783 △54,751,312 － △64,703,095 

平成18年12月31日残高（千円） 39,561,857 29,611,119 △64,900,436 △402,077 3,870,463 

 

評価・換算差額等 

  

その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年10月31日残高（千円） △42,000 1,790,333 1,748,333 8,468,198 78,790,090

連結会計年度中の変動額           

資本準備金 

減少差益取崩額 
  －

剰余金の配当   △356,497

当期純利益   △65,022,230

連結子会社の減少に伴う 

利益剰余金の増減 
  675,632

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額(純額) 
△41,165 2,147,709 2,106,544 △8,381,209 △6,274,665

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△41,165 2,147,709 2,106,544 △8,381,209 △70,977,760

平成18年12月31日残高（千円） △83,165 3,938,042 3,854,877 86,989 7,812,330

【修正後】 

株主資本 

  資本金 資本剰余金合計 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年10月31日残高（千円） 39,561,857 39,562,902 △10,149,123 △402,077 68,573,558 

連結会計年度中の変動額           

資本準備金 

減少差益取崩額 
 △9,595,285 9,595,285  － 

剰余金の配当  △356,497  △356,497 

当期純利益  △60,417,163  △60,417,163 

連結子会社の減少に伴う 

利益剰余金の増減 
 675,632  675,632 

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額(純額) 
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連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
－ △9,951,783 △50,146,245 － △60,098,028 

平成18年12月31日残高（千円） 39,561,857 29,611,119 △60,295,368 △402,077 8,475,530 

 

評価・換算差額等 

  

その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年10月31日残高（千円） △42,000 1,790,333 1,748,333 8,468,198 78,790,090

連結会計年度中の変動額           

資本準備金 

減少差益取崩額 
  －

剰余金の配当   △356,497

当期純利益   △60,417,163

連結子会社の減少に伴う 

利益剰余金の増減 
  675,632

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額(純額) 
△41,165 2,572,809 2,531,644 △8,381,209 △5,849,564

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△41,165 2,572,809 2,531,644 △8,381,209 △65,947,593

平成18年12月31日残高（千円） △83,165 4,363,142 4,279,977 86,989 12,842,497

 

４.連結財務諸表「(4)連結キャッシュ・フロー計算書」（P19） 

【修正前】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 （自 平成17年11月１日 

    至 平成17年10月31日） 至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失   △9,165,662 △66,032,460

事業整理損   － 51,954,064

      

【修正後】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 （自 平成17年11月１日 

    至 平成17年10月31日） 至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失   △9,165,662 △61,427,393

事業整理損   － 47,348,996
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４.連結財務諸表「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」（P29） 

【修正前】 【修正後】 

当連結会計年度 

（自 平成17年11月１日 

至 平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年11月１日 

至 平成18年12月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 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、7,725,341千円であ

ります。 

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 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、12,755,508 千円で

あります。 

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

 

４.連結財務諸表「表示方法の変更」（P30） 

【修正前】 【修正後】 

当連結会計年度 

（自 平成17年11月１日 

至 平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年11月１日 

至 平成18年12月31日） 

（連結貸借対照表関係）  

１．（省略） 

２．（省略） 

３．（省略） 

  

  

（連結貸借対照表関係）  

１．（省略） 

２．のれんに係る表示方法の変更  

前連結会計年度において、「営業権」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「のれん」と表示しており

ます。 

３．（省略） 

４．（省略） 
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注記事項「（連結損益計算書関係）」（P32） 

【修正前】 【修正後】 

当連結会計年度 

（自 平成17年11月１日 

至 平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年11月１日 

至 平成18年12月31日） 

※５ 事業整理損 

（省略） 

のれん 47,837,158千円

無形固定資産 2,513,884千円

  計 50,351,042千円 

※５ 事業整理損 

（省略） 

のれん 44,848,492千円

無形固定資産 897,483千円

  計 45,745,975千円 

 

注記事項「（セグメント情報）【事業の種類別セグメント情報】」（P39） 

当連結会計年度（自 平成17年11月１日 至 平成18年12月31日） 

【修正前】 

コンテンツ 消去又は 

事業 全社 

  （千円） 

マスターライツ

事業 

（千円） 

金融事業 

（千円） 

計 

（千円） 
（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益   

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出   

資産 21,677,692 562,360 － 22,240,052 2,054,649 24,294,702

減価償却費 1,233,758 93,136 388,358 1,715,254 26,566 1,741,820

減損損失 50,705,710 － － 50,705,710 68,483 50,774,193

資本的支出 571,305 34,329 － 605,634 16,291 621,926

【修正後】 

コンテンツ 消去又は 

事業 全社 

  （千円） 

マスターライツ

事業 

（千円） 

金融事業 

（千円） 

計 

（千円） 
（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益   

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出   

資産 26,707,858 562,360 － 27,270,218 2,054,649 29,324,868

減価償却費 1,233,758 93,136 388,358 1,715,254 26,566 1,741,820

減損損失 46,100,631 － － 46,100,631 68,483 45,169,114

資本的支出 571,305 34,329 － 605,634 16,291 621,926

 

注記事項「（セグメント情報）【所在地別セグメント情報】」（P41） 

当連結会計年度（自 平成17年11月１日 至 平成18年12月31日） 

【修正前】 

日本 北中南米 欧州 アジア その他  計 消去又は 連結 

（千円） （千円） （千円） （千円）  （千円） （千円） 全社 （千円）

              （千円）   

Ⅰ．売上高及び営業利益   

Ⅱ．資産 1,121,382 2,407,755 17,359,091 126,704 1,395,174 22,410,108 1,884,593 24,294,702
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【修正後】 

日本 北中南米 欧州 アジア その他  計 消去又は 連結 

（千円） （千円） （千円） （千円）  （千円） （千円） 全社 （千円）

              （千円）   

Ⅰ．売上高及び営業利益   

Ⅱ．資産 1,121,382 2,423,099 22,250,908 126,704 1,518,179 27,440,275 1,884,593 29,324,868

 

注記事項「（1株当たり情報）」（P43） 

【修正前】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 （自 平成17年11月１日 

至 平成17年10月31日） 至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 29,588円65銭１株当たり純資産額 3,250円52銭

１株当たり当期純損失 5,344円43銭１株当たり当期純損失 27,358円76銭

なお、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

たり当期純損失であ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については、１株当

たり当期純損失であるため記載しておりません。 

（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 

  至 平成17年10月31日) 至 平成18年12月31日) 

当期純損失（千円） 9,735,434 65,022,230

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 9,735,434 65,022,230

期中平均株式数（株） 1,821,603.68 2,376,651.00

 

【修正後】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成16年11月１日 （自 平成17年11月１日 

至 平成17年10月31日） 至 平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 29,588円65銭１株当たり純資産額 5,367円01銭

１株当たり当期純損失 5,344円43銭１株当たり当期純損失 25,421円13銭

なお、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

たり当期純損失であ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については、１株当

たり当期純損失であるため記載しておりません。 

（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成16年11月１日 (自 平成17年11月１日 

  至 平成17年10月31日) 至 平成18年12月31日) 

当期純損失（千円） 9,735,434 60,417,163

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 9,735,434 60,417,163

期中平均株式数（株） 1,821,603.68 2,376,651.00
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Ⅱ．平成19年3月23日及び平成19年3月29日付「一部追加資料（税効果会計関係）」 

 

 

 

以  上 

【修正前】 【修正後】 

当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  （千円）

繰延税金資産（流動）  

  税務上の繰越欠損金 452,339

  コンテンツ資産評価損 318,881

  リストラクチャリング費用 151,538

  支払利息損金不算入額 97,088

  その他 362,904

繰延税金資産（流動）小計 1,382,752

    評価性引当額 △1,023,159

繰延税金資産（流動）合計 359,593

繰延税金資産（固定）  

    事業整理損 20,737,319

    税務上の繰越欠損金 6,571,164

    投資有価証券評価損 501,146

  その他 311,176

繰延税金資産（固定）小計 28,120,805

    評価性引当額 △28,120,805

繰延税金資産（固定）合計 －

 

繰延税金負債（流動）  

無形固定資産 △205,489

その他 △46,090

繰延税金負債（流動）合計 △251,580

繰延税金資産の純額 108,012 

  （千円）

繰延税金資産（流動）  

  税務上の繰越欠損金 452,339

  コンテンツ資産評価損 318,881

  リストラクチャリング費用 151,538

  支払利息損金不算入額 97,088

  その他 362,904

繰延税金資産（流動）小計 1,382,752

    評価性引当額 △1,023,159

繰延税金資産（流動）合計 359,593

繰延税金資産（固定）  

    事業整理損 18,863,057

    税務上の繰越欠損金 6,571,164

    投資有価証券評価損 501,146

  その他 311,176

繰延税金資産（固定）小計 26,246,543

    評価性引当額 △26,246,543

繰延税金資産（固定）合計 －

 

繰延税金負債（流動）  

無形固定資産 △205,489

その他 △46,090

繰延税金負債（流動）合計 △251,580

繰延税金資産の純額 108,012 

２．（省略）  ２．（省略） 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /Batang
    /BatangChe
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Dotum
    /DotumChe
    /EstrangeloEdessa
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /Impact
    /Kartika
    /Latha
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mangal-Regular
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /NSimSun
    /OCRB
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PMingLiU
    /Raavi
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


