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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月期中間決算短信（連結）の修正に関するお知らせ 

 

平成18年6月30日付で発表の「平成18年12月期中間決算短信（連結）」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「半期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18年6月30日付「平成18年12月期中間決算短信（連結）」を修正致します。 

 

２． 修正内容 

1.平成18年4月中間期の連結業績（平成17年11月1日～平成18年4月30日）（P1） 

（1）連結経営成績 

【修正前】 

１株当たり中間 潜在株式調整後１株 
  中間(当期)純利益 

(当期)純利益 当たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 
18年４月中間期 △19,445 (―) △8,181 81 ―― 

17年４月中間期 △3,696 (―) △2,370 48 ―― 

17年10月期 △9,735   △5,344 43    

【修正後】 

１株当たり中間 潜在株式調整後１株 
  中間(当期)純利益 

(当期)純利益 当たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 
18年４月中間期 △17,530 (―) △7,376 05 ―― 

17年４月中間期 △3,696 (―) △2,370 48 ―― 

17年10月期 △9,735   △5,344 43    

 

（2）連結財政状態 

【修正前】 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18年４月中間期 132,574 50,465 38.1 21,233 87
17年４月中間期 92,312 28,441 30.8 17,392 36
17年10月期 153,622 70,321 45.8 29,588 65
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【修正後】 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18年４月中間期 134,435 52,326 38.9 22,016 89
17年４月中間期 92,312 28,441 30.8 17,392 36
17年10月期 153,622 70,321 45.8 29,588 65

 

3.経営成績及び財政状態 

 1.経営成績「当期の概況（自 平成17年11月1日 至 平成18年4月30日）」（P6） 

【修正前】 

（省略） 

このような事業環境の中で、当中間連結会計期間の業績といたしましては売上高は30,765,458千円（前年

同期比107.8%増）、営業利益は1,317,410千円（前年同期比137.5％増）、経常利益は1,316,828千円（前年同

期比 63.1%増）を達成することができましたが、一方で、２Ｇ事業の撤退に伴う事業整理損 20,817,977 千円

を特別損失に計上した結果、中間純損失は19,445,309千円となりました。 

【修正後】 

（省略） 

このような事業環境の中で、当中間連結会計期間の業績といたしましては売上高は 30,765,458 千円（前年

同期比107.8%増）、営業利益は1,317,410千円（前年同期比137.5％増）、経常利益は1,316,828千円（前年同

期比 63.1%増）を達成することができましたが、一方で、２Ｇ事業の撤退に伴う事業整理損 18,902,956 千円

を特別損失に計上した結果、中間純損失は17,530,288千円となりました。 

 

2.財政状態「（営業活動によるキャッシュ・フロー）」（P7） 

【修正前】 

当中間連結会計期間の営業活動による資金の収入は 2,365,107 千円となり、前中間連結会計期間に比べて

2,054,835 千円増加となりました。 

これは、当中間連結会計期間の税金等調整前中間純損失は20,036,664 千円となり、前中間連結会計期間に

比べて16,542,414 千円の減少となりましたが、この主な原因は２Ｇ事業からの撤退に伴う事業整理損による

ものであること、一方で、当中間連結会計期間において前受金の増加額2,491,848 千円と前中間連結会計期間

に比べ大幅な増加となったこと等が主な要因であります。 

【修正後】 

当中間連結会計期間の営業活動による資金の収入は 2,365,107 千円となり、前中間連結会計期間に比べて

2,054,835 千円増加となりました。 

これは、当中間連結会計期間の税金等調整前中間純損失は18,121,643 千円となり、前中間連結会計期間に

比べて14,627,393 千円の減少となりましたが、この主な原因は２Ｇ事業からの撤退に伴う事業整理損による

ものであること、一方で、当中間連結会計期間において前受金の増加額 2,491,848 千円と前中間連結会計期

間に比べ大幅な増加となったこと等が主な要因であります。 
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５．中間連結財務諸表等「(1)中間連結貸借対照表」(P11-P12) 

【修正前】 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

    

前中間連結会計期間末 

（平成17 年４月30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18 年４月30 日） 
（平成17 年10 月31 日） 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 

番号 

金額（千円） 
（％）

金額（千円） 
（％） 

金額（千円） 
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

流動資産合計     71,171,781 77.1   89,931,610 67.8   90,187,002 58.7 

Ⅱ 固定資産                     

２．無形固定資産                     

(1）商標権   －     7,236,425     7,277,539     

(2）営業権   14,911,379     27,319,041     44,954,327     

(3）連結調整勘定   －     1,430,591     1,897,473     

(4）その他   2,998,274 17,909,653   2,187,792 38,173,851   3,660,628 57,789,968   

固定資産合計     21,140,952 22.9   42,642,642 32.2   63,435,912 41.3 

資産合計     92,312,733 100.0   132,574,253 100.0   153,622,915 100.0 

                      

 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

    

前中間連結会計期間末 

（平成17 年４月30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18 年４月30 日） 
（平成17 年10 月31 日） 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 

番号 

金額（千円） 
（％）

金額（千円） 
（％） 

金額（千円） 
（％）

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

流動負債合計     58,365,059 63.2   52,356,361 39.5   52,710,908 34.3 

Ⅱ 固定負債                     

固定負債合計     2,046,001 2.2   22,933,904 17.3   22,121,916 14.4 

負債合計     60,411,061 65.4   75,290,266 56.8   74,832,824 48.7 

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     16,861,295 18.3   39,561,857 29.9   39,561,857 25.8 

Ⅱ 資本剰余金     16,863,464 18.3   29,611,119 22.3   39,562,902 25.8 

Ⅲ 利益剰余金     △4,110,026 △4.4   △19,999,147 △15.1   △10,149,123 △6.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金     － －  23,171 0.0   △42,000 △0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定     △771,639 △0.8   1,670,581 1.3   1,790,333 1.1 

Ⅵ 自己株式     △401,331 △0.4   △402,077 △0.3   △402,077 △0.3

資本合計     28,441,762 30.8   50,465,505 38.1   70,321,892 45.8 

負債、少数株主持分 

及び資本合計     92,312,733 100.0   132,574,253 100.0   153,622,915 100.0 
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【修正後】 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

    

前中間連結会計期間末 

（平成17 年４月30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18 年４月30 日） 
（平成17 年10 月31 日） 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 

番号 

金額（千円） 
（％）

金額（千円） 
（％） 

金額（千円） 
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

流動資産合計     71,171,781 77.1   89,931,610 66.9   90,187,002 58.7 

Ⅱ 固定資産                     

２．無形固定資産                     

(1）商標権   －     7,236,425     7,277,539     

(2）営業権   14,911,379     29,180,008     44,954,327     

(3）連結調整勘定   －     1,430,591     1,897,473     

(4）その他   2,998,274 17,909,653   2,187,792 40,034,818   3,660,628 57,789,968   

固定資産合計     21,140,952 22.9   44,503,610 33.1   63,435,912 41.3 

資産合計     92,312,733 100.0   134,435,221 100.0   153,622,915 100.0 

                      

 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

    

前中間連結会計期間末 

（平成17 年４月30 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18 年４月30 日） 
（平成17 年10 月31 日） 

注記 構成比 構成比 構成比
区分 

番号 

金額（千円） 
（％）

金額（千円） 
（％） 

金額（千円） 
（％）

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

流動負債合計     58,365,059 63.2   52,356,361 38.9   52,710,908 34.3 

Ⅱ 固定負債                     

固定負債合計     2,046,001 2.2   22,933,904 17.1   22,121,916 14.4 

負債合計     60,411,061 65.4   75,290,266 56.0   74,832,824 48.7 

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     16,861,295 18.3   39,561,857 29.4   39,561,857 25.8 

Ⅱ 資本剰余金     16,863,464 18.3   29,611,119 22.0   39,562,902 25.8 

Ⅲ 利益剰余金     △4,110,026 △4.4   △18,084,125 △13.4   △10,149,123 △6.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金     － －  23,171 0.0   △42,000 △0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定     △771,639 △0.8   1,616,528 1.2   1,790,333 1.1 

Ⅵ 自己株式     △401,331 △0.4   △402,077 △0.3   △402,077 △0.3

資本合計     28,441,762 30.8   52,326,472 38.9   70,321,892 45.8 

負債、少数株主持分 

及び資本合計     92,312,733 100.0   134,435,221 100.0   153,622,915 100.0 
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５．中間連結財務諸表等「(2)中間連結損益計算書」(P13) 

【修正前】 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成16 年11 月１日 
   

前中間連結会計期間 

（自 平成16 年11 月１日 

至 平成17 年４月30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17 年11 月１日 

至 平成18 年４月30 日） 
至 平成17 年10 月31 日） 

注記 百分比 百分比 百分比

区分 
番号

金額（千円） 
（％）

金額（千円） 
（％） 

金額（千円） 
（％）

       

Ⅶ 特別損失      

４．事業整理損 ※5 － 20,817,977  － 

５．その他 ※7 359,293 4,312,862 29.1 978,792 21,796,769 70.8 2,485,834 10,804,561 26.1

税金等調整前中間（当期） 

純損失    3,494,250 △23.6 20,036,664 △65.1  9,165,662 △22.1

中間（当期）純損失    3,696,337 △25.0 19,445,309 △63.2  9,735,434 △23.5

       

【修正後】 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成16 年11 月１日 
   

前中間連結会計期間 

（自 平成16 年11 月１日 

至 平成17 年４月30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17 年11 月１日 

至 平成18 年４月30 日） 
至 平成17 年10 月31 日） 

注記 百分比 百分比 百分比

区分 
番号

金額（千円） 
（％）

金額（千円） 
（％） 

金額（千円） 
（％）

       

Ⅶ 特別損失      

４．事業整理損 ※5 － 18,902,956  － 

５．その他 ※7 359,293 4,312,862 29.1 978,792 19,881,748 64.6 2,485,834 10,804,561 26.1

税金等調整前中間（当期） 

純損失    3,494,250 △23.6 18,121,643 △58.9  9,165,662 △22.1

中間（当期）純損失    3,696,337 △25.0 17,530,288 △57.0  9,735,434 △23.5

       

 

５．中間連結財務諸表等「(3)中間連結剰余金計算書」(P14) 

【修正前】 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成16 年11 月１日 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成16 年11 月１日 

至 平成17 年４月30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17 年11 月１日 

至 平成18 年４月30 日） 
至 平成17 年10 月31 日） 

注記 

区分 番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）               

（利益剰余金の部）               

Ⅲ 利益剰余金減少高               

１．中間（当期）純損失   3,696,337 19,445,309  9,735,434

２．配当金   232,993 3,929,330 － 19,445,309 232,993 9,968,427
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Ⅳ 利益剰余金中間期末 

     （期末）残高   △4,110,026 △19,999,147 △10,149,123

                

【修正後】 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成16 年11 月１日 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成16 年11 月１日 

至 平成17 年４月30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17 年11 月１日 

至 平成18 年４月30 日） 
至 平成17 年10 月31 日） 

注記 

区分 番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）               

（利益剰余金の部）               

Ⅲ 利益剰余金減少高               

１．中間（当期）純損失   3,696,337 17,530,288  9,735,434

２．配当金   232,993 3,929,330 － 17,530,288 232,993 9,968,427

Ⅳ 利益剰余金中間期末 

     （期末）残高   △4,110,026 △18,084,125 △10,149,123

                

 

５.中間連結財務諸表「(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書」（P15） 

【修正前】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成16 年11 月１日 

至 平成17 年４月30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17 年11 月１日 

至 平成18 年４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16 年11 月１日 

至 平成17 年10 月31 日） 

注記 
区分 

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   △3,494,250 20,036,664 △9,165,662

事業整理損    － 20,794,923 －

     

【修正後】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成16 年11 月１日 

至 平成17 年４月30 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17 年11 月１日 

至 平成18 年４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16 年11 月１日 

至 平成17 年10 月31 日） 

注記 
区分 

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   △3,494,250 18,121,643 △9,165,662

事業整理損    － 18,879,901 －
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注記事項「（中間連結損益計算書関係）」（P31） 

【修正前】 【修正後】 

当中間連結会計年度 

（自 平成17年11月１日 

至 平成18年4月30日） 

当中間連結会計年度 

（自 平成17年11月１日 

至 平成18年4月30日） 

※５ 事業整理損 

（省略） 

営業権 18,987,521千円

無形固定資産 612,697千円

  計 19,600,219千円 

※５ 事業整理損 

（省略） 

営業権 17,072,500千円

無形固定資産 612,697千円

  計 17,685,197千円 

 

注記事項「（１株当たり情報）」（P42） 

【修正前】 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１株当たり純資産額 17,392円36銭 

１株当たり中間純 
損失金額 

2,370円48銭 

 

１株当たり純資産額 21,233円87銭

１株当たり中間純 
損失金額 

8,181円81銭

 

１株当たり純資産額 29,588円65銭

１株当たり当期純 
損失金額 

5,344円43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。 

 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。 

 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株当たり中間（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。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日)

中間（当期）純損失（千円） 3,696,337 △19,445,309 9,735,434

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） 

3,696,337 △19,445,309 9,735,434

期中平均株式数（株） 1,559,319.02 2,376,651.00 1,821,603.68

 

【修正後】 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１株当たり純資産額 17,392円36銭 

１株当たり中間純 
損失金額 

2,370円48銭 

 

１株当たり純資産額 22,016円89銭

１株当たり中間純 
損失金額 

7,376円05銭

 

１株当たり純資産額 29,588円65銭

１株当たり当期純 
損失金額 

5,344円43銭
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

 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。 

 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。 

 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株当たり中間（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。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年11月１日 
至 平成17年４月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日)

中間（当期）純損失（千円） 3,696,337 17,530,288 9,735,434

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） 

3,696,337 17,530,288 9,735,434

期中平均株式数（株） 1,559,319.02 2,376,651.00 1,821,603.68

 

 

以  上 
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