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問合せ先責任者 取締役副社長 今西 昭二 

TEL (03)5419-1288 

 

（訂正）平成 19 年３月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 
 
当社は平成19年3月期決算に関して、平成19年6月11日より監査法人ウィングパートナーズ

に監査を委託しておりましたが、平成19年３月期決算短信（平成19年 5月18 日発表）に修正す

べき事項が生じましたのでお知らせいたします。 
 
1.修正の内容、経緯及び事由 
（1） 売上高、及び売掛金の修正 
連結損益計算書及び個別損益計算書に計上する売上高を 5,575 百万円、1,002 百万円からそれぞ

れ5,325百万円、752百万円に修正いたします。 
また、連結貸借対照表及び個別貸借対照表に計上する売掛金を 1,200 百万円、282 百万円からそ

れぞれ970百万円、19百万円に修正いたします。 
当社はシンクライアント端末の受注を受け販売をいたしましたが、平成 19 年 3 月に納品した製

品に不具合が発生し、調査を行ったところ検収改修に相当な時間を要することから、再納品日であ

る平成19年6月末日には納品が不可能であるため一旦取引を白紙にすることとなり、平成19年3
月期の売上高から取消しをいたしました。 
一方、個別損益計算書の販売費及び一般管理費に受取経費負担金として計上しておりましたもの

を営業外収益として計上いたしました。 
 

（2） 売上原価、たな卸資産及び製品の修正 
 連結損益計算書及び個別損益計算書に計上する売上原価 3,591 百万円、731 百万円からそれぞ

れ3,497百万円、636百万円に修正いたします。 
また、連結貸借対照表に計上するたな卸資産744百万円、個別貸借対照表に計上する製品288百

万円からそれぞれ840百万円、383百万円に修正いたしました。 
いずれも上記（1）の売上高を取消したことによります。 
 

（3） 投資有価証券評価損の計上 
当社が出資をしておりました投資事業組合に関して、98百万円の評価損を計上することにいたし

ました。 
投資事業組合の状況と今後の見通しを、現一時会計監査人である監査法人ウィングパートナーズ

が厳格に見直したところ、評価損を計上する必要があるとの判断にいたったことによります。 
 
これらの修正に伴い、営業利益、法人税、住民税及び法人税等調整額、当期純利益及び各財務諸表

の修正につきましては、本発表に添付しております「正誤表」にてご確認ください。 



※ 正誤表について 
本発表資料では、この度の決算の修正に伴う平成 19 年 3 月期決算短信の修正を、修正前、修正後の記載を掲げて表

しております。修正箇所を、朱書き・下線で示しております。 
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平成19年３月期 決算短信 平成19年7月25日

上場会社名 オープンインタフェース株式会社 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コード番号 ４３０２ ＵＲＬ http://www.oii.co.jp 

代表者     （役職名） 代表取締役 （氏名） 杉山 文彦 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長 （氏名） 今西 昭二 ＴＥＬ （０３）５４１９－１２８８ 

定時株主総会開催日 平成19年6月26日   

有価証券報告書提出予定日 平成19年7月31日 

（百万円未満切捨て） 

１． 平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

（1）連結経営成績 

【修正前】 
（％表示は対前期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 5,575 △13.3 △609 － △650 － △529 －

18年３月期 6,431 44.3 △11 － △82 － △306 －

 

  
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 

営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △1,868 75 － － △19.5 △7.9 △10.9

18年３月期 △687 95 － － △11.7 △1.2 △0.2

（参考）持分法投資損益        19年３月期   －     18年３月期     － 
【修正後】 
  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 5,325 △17.2 △780 － △820 － △799 －

18年３月期 6,431 44.3 △11 － △82 － △306 －

 

  
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 

営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △1,659 50 － － △34.6 △9.5 △14.7

18年３月期 △687 95 － － △11.7 △1.2 △0.2

（参考）持分法投資損益        19年３月期   －     18年３月期  

(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

19年３月期 8,152 2,580 29.5 3,992 76

18年３月期 8,610 3,075 35.7 6,379 99

（参考）自己資本  19年３月期  2,345百万円    18年３月期  3,075百万円 

【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

19年３月期 7,875 2,309 29.3 4,720 52

18年３月期 8,610 3,075 35.7 6,379 99

（参考）自己資本  19年３月期  2,311百万円    18年３月期  3,075百万円 
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（3）連結キャッシュ・フローの状況 

【修正前】 

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 △1,191 △897 △417 1,369

18年３月期 △285 △645 3,964 3,876

 
【修正後】 

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 △1,204 △885 △417 1,369

18年３月期 △285 △645 3,964 3,876
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（百万円未満切捨て） 

〈参考〉個別業績の概要 

（1）個別経営成績 

【修正前】 
１． 平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

２． （％表示は対前期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 1,002 △14.2 △390 － △366 － △900 －

18年３月期 1,168 △29.0 △163 － △194 － △355 －

 

  
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

  円 銭 円 銭

19年３月期 △1,868 76 － －

18年３月期 △796 92 － －

【修正後】 
  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 752 △35.6 △580 － △521 － △1,154 －

18年３月期 1,168 △29.0 △163 － △194 － △355 －

 

  
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

  円 銭 円 銭

19年３月期 △2,394 40 － －

18年３月期 △796 92 － －

 
(2）個別財政状態 

【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

19年３月期 5,357 1,924 35.9 3,992 76

18年３月期 6,917 2,825 40.8 5,861 52

（参考）自己資本   19年３月期    1,924百万円    18年３月期   2,825百万円 

【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

19年３月期 5,104 1,671 32.7 3467 11

18年３月期 6,917 2,825 40.8 5,861 52

（参考）自己資本   19年３月期    1,671百万円    18年３月期   2,825百万円 
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 【修正前】 【修正後】 
 1. 経営成績 

（1）経営成績に関する分析 
－中略－ 

売上高は前年同期比13.3％減の5,575,274千円、売上総利

益は前年同期比27.2％減の1,983,687千円となりました。

営業損失につきましては前年同期の 11,707 千円から

609,304千円となりました。経常損失は、前年同期82,817

千円から650,670千円となりました。 

－中略－ 
不動産の減損損失を特別損失に計上いたしました。その結

果、当期純損失は前年同期306,857千円から529,692千円

となりました。 

 
事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりです。－

中略－ 
インターネット放送およびメディカルソリューションサー

ビスの展開を図ってまいりました。その結果、当連結会計

年度の売上高は2,085,867千円となり、営業損失は368,744

千円となりました。 
－中略－ 

市場調査等の受注が好調に推移いたしました。結果、当連

結会計年度の売上高は3,418,671千円、営業利益は199,974

千円となりました。 
－中略－ 

貸収入など当連結会計年度においての売上高は 70,735 千

円となり、営業損失は27,512千円となりました。 

 

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、4,373,839

千円となり、前連結会計年度末より1,284,883千円の減少

となりました。現金及び預金の2,468,271千円の減少が要

因です。 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、3,778,609

千円となり、前連結会計年度末より827,264千円の増加と

なりました。ソフトウエア439,810千円等の増加が大きな

要因です。 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、1,386,197

千円となり、前連結会計年度末より531,738千円の減少と

なりました。短期借入金456,329千円、未払金315,289千

円等が減少いたしました。 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、4,186,091

千円となり、前連結会計年度末より569,525千円の増加と

 
 

－中略－ 
売上高は前年同期比17.1％減の5,325,274千円、売上総

利益は前年同期比 32.8％減の 1,828,267 千円となりま

した。営業損失につきましては前年同期の 11,707 千円

から780,837千円となりました。経常損失は、前年同期

82,817千円から820,164千円となりました。 

－中略－ 
不動産の減損損失及び投資有価証券の評価損を特別損

失に計上いたしました。その結果、当期純損失は前年同

期306,857千円から799,897千円となりました。 
 

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりです。

－中略－ 
インターネット放送およびメディカルソリューション

サービスの展開を図ってまいりました。その結果、当連

結会計年度の売上高は1,835,867千円となり、営業損失

は544,702千円となりました。 
－中略－ 

市場調査等の受注が好調に推移いたしました。結果、当

連結会計年度の売上高は 3,418,671 千円、営業利益は

204,399千円となりました。 
－中略－ 

貸収入など当連結会計年度においての売上高は198,492

千円となり、営業損失は27,512千円となりました。 

 

 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、

4,195,567千円となり、前連結会計年度末より1,463,155

千円の減少となりました。現金及び預金の2,468,271千

円の減少が要因です。 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、

3,680,398千円となり、前連結会計年度末より729,054

千円の増加となりました。ソフトウエア439,810千円等

の増加が大きな要因です。 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、

1,376,430千円となり、前連結会計年度末より541,505

千円の減少となりました。短期借入金456,329千円、未

払金315,289千円等が減少いたしました。 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、

4,189,670千円となり、前連結会計年度末より573,104



 5 

なりました。長期借入金390,760千円の増加が大きな要因

です。 

当連結会計年度末における純資産合計は2,580,159千円と

なり、前連結会計年度末より、495,405千円の減少となり

ました。資本金、資本剰余金に変更はありません。 

 
(4）会社の対処すべき課題 

記載なし 
 

千円の増加となりました。長期借入金390,760千円の増

加が大きな要因です。 

当連結会計年度末における純資産合計は2,309,864千円

となり、前連結会計年度末より、765,700千円の減少と

なりました。資本金、資本剰余金に変更はありません。

  
(4）会社の対処すべき課題 
④株式の監理ポスト移行に関する課題 
当社グループは当連結会計年度決算作業において、隆盛

監査法人より、「多額の事業支出を行っているインター

ネット放送 Doing を活用したクロスメディアプロモー

ション事業（PIT事業）の確立とそれに伴う事業支出金

の回収可能性の見通しには、当該監査報告書提出日現在

では不確実な部分があり、会社より提示された経営計画

等について合理的であると判断できなかったため、当監

査法人は、継続企業を前提として作成されている連結計

算書類に対する意見表明のための合理的な基礎を得る

ことができなかった。当監査法人は上記事項の連結計算

書類に与える影響の重要性に鑑み、オープンインタフェ

ース株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該

連結計算書類に係わる期間の財産及び損益の状況につ

いての意見を表明しない」との対応を受けて、当該有価

証券報告書の提出が遅延するため、大阪証券取引所ヘラ

クレス市場上場の当社株式が平成 19 年 6 月 14 日付け

で監理ポストに移行いたしました。当社は新たな監査法

人へ監査を依頼し、早期に有価証券報告書を提出するこ

とで、監理ポスト解除に向けて鋭意努力して参ります。 
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4.連結財務諸表 
（1）連結貸借対照表 
                 【修正前】              【修正後】 

 （資産の部）

Ⅰ 　流動資産

1.  現金及び預金

2.  受取手形及び売掛金

3.  たな卸資産

4.  短期貸付金

5.  繰延税金資産

6.  その他

  貸倒引当金

　流動資産合計

Ⅱ 　固定資産

1.  有形固定資産

(1)建物

　 減価償却累計額

(2)車両運搬具

　 減価償却累計額

(3)土地

(4)建設仮勘定

(5)その他

　 減価償却累計額

 有形固定資産合計

2.  無形固定資産

(1)ｿﾌﾄｳｪｱ

(2)連結調整勘定

(3)のれん

(4)その他

無形固定資産合計

3.  投資その他の資産

(1)投資有価証券

(2)長期貸付金

(3)関係会社株式

(4)繰延税金資産

(5)その他

　 貸倒引当金

投資その他の資産合計

　固定資産合計

　資産合計

区分

対前年比

構成比 増減

（％） （千円）

1,414,095 △ 2,468,271

1,200,788 355,878

744,834 107,565

501,602 500,600

55,000 －

464,373 40,084

△ 6,855 124,260

4,373,839 53.7 △ 1,284,883

783,468

158,853 624,614 82,857

26,959

19,354 7,604 △ 5,816

213,782 0

－ －

109,507 △ 12,300

77,980 31,526 △ 2,583

877,528 10.8 △ 154,616

439,810 －

－ －

1,910,679 －

27,941 △ 134,902

2,378,431 29.2 915,089

113,940 △ 3,714

39,810 35,347

0 △ 80,000

61,660 61,660

481,702 207,562

△ 174,463 △ 154,063

522,650 6.4 66,792

3,778,609 46.3 827,264

8,152,448 100.0 △ 457,618

当連結会計期間末

（平成19年3月31日）

金額（千円）

対前年比

構成比 増減

（％） （千円）

1,414,095 △ 2,468,271

970,104 125,195

839,773 202,504

501,602 500,600

55,000 －

431,697 7,408

△ 16,706 114,409

4,195,567 53.2 △ 1,463,155

783,468

158,853 624,614 82,857

26,959

19,354 7,604 △ 5,816

213,782 0

－ －

109,507 △ 12,300

77,980 31,526 △ 2,583

877,528 11.1 △ 154,616

439,810 －

－ －

1,908,697 －

27,941 △ 134,902

2,376,449 30.1 915,089

15,605 △ 102,049

39,810 35,347

0 △ 80,000

61,660 61,660

483,808 209,669

△ 174,463 △ 154,063

426,421 5.4 △ 29,436

3,680,398 46.7 729,054

7,875,965 100.0 △ 734,101

当連結会計期間末

（平成19年3月31日）

金額（千円）
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 （負債の部）

Ⅰ 　流動負債

1.   買掛金

2. 　短期借入金

3.　一年以内償還予定社債

4.　未払金

5.　未払法人税等

6.　繰延税金負債

7.　賞与引当金

8.　その他

　流動負債合計

Ⅱ   固定負債

1.　社債

2.   転換社債型新株予約権付社債

3.　長期借入金

4.　繰延税金負債

5.　退職給付引当金

6.　その他

　固定負債合計

　負債合計

 （資本の部）

Ⅰ 　資本金

Ⅱ 　資本剰余金

Ⅲ 　利益剰余金

Ⅳ その他有価証券評価差額金

Ⅴ 自己株式

　資本合計

　負債・資本合計

区分

対前年比

構成比 増減

（％） （千円）

197,543 39,751

418,121 △ 456,329

60,000 0

179,210 △ 315,289

19,630 △ 5,076

652 22

128,789 40,082

382,249 165,101

1,386,197 17.0 △ 531,738

481,000 201,000

3,000,000 0

393,960 390,760

－ －

303,241 28,833

7,889 △ 50,343

4,186,091 51.4 569,525

5,572,288 68.4 37,786

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

金額（千円）

当連結会計期間末

（平成19年3月31日）
対前年比

構成比 増減

（％） （千円）

197,543 39,751

418,121 △ 456,329

60,000 0

179,210 △ 315,289

19,630 △ 5,076

652 22

133,189 44,482

368,197 151,049

1,376,430 17.4 △ 541,505

481,000 201,000

3,000,000 0

393,960 390,760

－ －

306,820 32,412

7,889 △ 50,343

4,189,670 53.1 573,104

5,566,101 70.6 31,599

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

当連結会計期間末

（平成19年3月31日）

金額（千円）
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 （純資産の部）

Ⅰ 株主資本

1.   資本金

2. 　資本剰余金

3. 　利益剰余金

4. 　自己株式

株主資本合計

Ⅱ 評価・換算差額等

1. 　その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

Ⅲ 新株予約権

Ⅳ 少数株主持分

純資産合計

負債純資産合計

区分

対前年比

構成比 増減

（％） （千円）

1,596,046 19.6 －

1,585,504 19.4 －

△ 835,401 △ 7.8 －

△ 464 △ 0.0 －

2,345,684 31.2 －

203 0.0 －

203 0.0 －

465 0.0 －

33,805 0.4 －

2,380,159 31.6 －

7,952,448 100.0 －

金額（千円）

当連結会計期間末

（平成19年3月31日）
対前年比

構成比 増減

（％） （千円）

1,596,046 20.3 －

1,585,504 20.1 －

△ 905,696 △ 11.4 －

△ 464 △ 0.0 －

2,275,389 28.9 －

203 0.0 －

203 0.0 －

465 0.0 －

33,805 0.4 －

2,309,864 29.3 －

7,875,965 100.0 －

当連結会計期間末

（平成19年3月31日）

金額（千円）
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（2）連結損益計算書 
【修正前】             【修正後】 

Ⅰ   売上高

Ⅱ   売上原価　　　　　　  　

 売上総利益

Ⅲ   販売費及び一般管理費　

1. 給与手当

2. 賞与引当金繰入額

3. 退職給付費用

4. 支払手数料

5. 広告宣伝費

6. のれん償却

7. 貸倒引当金繰入額

8. その他

営業損失

Ⅳ   営業外収益

1. 受取利息

2. 受取配当金

3. 為替差益

4. 還付加算金

5. 投資有価証券運用益

6. 物品売却益

7. その他

Ⅴ   営業外費用

1. 支払利息

2. 社債発行費

3. 新株発行費

4. 株式交付費

5. 支払手数料

6. 貸倒引当金繰入額

7. その他

　経常損失

区分
百分比 増減

（％） （千円）

5,575,274 100.0 △ 855,993

3,591,586 64.4 △ 115,623

1,983,687 35.6 △ 740,370

912,355

103,727

24,926

255,965

260,161

79,961

32,446

923,448 2,592,992 46.5 △ 142,773

609,304 10.9 597,597

1,188

15

－

1,023

－

－

3,559 5,786 0.1 △ 13,843

25,328

4,007

1,431

5,710

10,673 47,151 0.8 △ 43,589

650,670 11.7 567,853

金額（千円）

（自　平成18年４月１日

　 至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

対前年比

百分比 増減

（％） （千円）

5,325,274 100.0 △ 1,105,993

3,497,007 65.7 △ 210,202

1,828,267 34.3 △ 895,790

912,355

108,127

28,505

255,965

259,819

79,961

37,871

926,497 2,609,104 49.0 △ 126,661

780,837 14.7 769,130

1,137

15

－

1,023

－

－

3,611 5,788 0.1 △ 13,841

25,328

4,007

1,431

3,835

7,365

3,146 45,115 0.8 △ 45,625

820,164 15.4 737,347

金額（千円）

（自　平成18年４月１日

　 至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

対前年比
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Ⅵ   特別利益

1. 貸倒引当金戻入益

2. 支払手数料確定差額

3. 保険解約益

4. 賞与引当金戻入益

5. 事業譲渡益

6. その他

Ⅶ 　特別損失

1. 投資有価証券評価損

2. 海外事務所撤退損

3. 貸倒引当金繰入額

4. 固定資産除売却損

5. たな卸資産評価損

6. 減損損失

7. その他

税金等調整前当期当期純損失

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

過年度法人税等

少数株主損失

当期純損失

区分
百分比 増減

（％） （千円）

－

－

1,479

2,433

377,444

17,205 398,562 7.1 317,032

1,009

－

－

408

－

322,063

32,208 355,690 6.4 66,683

607,798 10.9 898,092

8,045

△ 117,376

△ 2,580 △ 111,912 △ 2.0 －

33,805 0.6 －

529,692 9.5 836,549

金額（千円）

（自　平成18年４月１日

　 至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

対前年比

百分比 増減

（％） （千円）

－

－

1,479

2,433

377,444

17,436 398,793 7.5 317,263

99,344

－

－

408

－

322,063

34,953 456,770 8.6 167,763

878,141 16.5 587,847

7,996

△ 117,376

△ 2,580 △ 111,960 △ 2.1 －

33,805 0.6 －

799,987 15.0 493,130

金額（千円）

（自　平成18年４月１日

　 至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

対前年比

 
 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

【修正前】                         【修正後】 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

             ────── 

  

  

  

  

 

※３ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については手形交

換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計

年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年

度末日満期手形が期末残高に含まれております。      

    受取手形          32,550千円  
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連結株主資本等変動計算書 

【修正前】 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３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） 1,596,046 1,585,504 △105,708 △464 3,075,377

連結会計年度中の変動額           

当期純損失    △529,692  △529,692

株主資本以外の項目の連結会計期

間中の変動額（純額） 
      

連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － △529,692 － △529,692

平成19年３月31日 残高（千円） 1,596,046 1,585,504 △635,401 △464 2,545,684

評価・換算差額等 

  
その他有価証券 

評価差額金 

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） 187 465 － 3,076,030

連結会計年度中の変動額         

当期純損失     △529,692

株主資本以外の項目の連結会計期

間中の変動額（純額） 
16 － 33,805 33,822

連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
16 － 33,805 △495,870

平成19年３月31日 残高（千円） 203 465 33,805 2,580,159
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【修正後】 
当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３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） 1,596,046 1,585,504 △105,708 △464 3,075,377

連結会計年度中の変動額           

当期純損失    △799,987  △799,987

株主資本以外の項目の連結会計期

間中の変動額（純額） 
       1,981  1,981

連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － △798,987 － △798,987

平成19年３月31日 残高（千円） 1,596,046 1,585,504 △905,696 △464 2,275,389

評価・換算差額等 

  
その他有価証券 

評価差額金 

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） 187 465 － 3,076,030

連結会計年度中の変動額         

当期純損失     △799,987

株主資本以外の項目の連結会計期

間中の変動額（純額） 
16 － 33,805 35,821

連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
16 － 33,805 △766,166

平成19年３月31日 残高（千円） 203 465 33,805 2,309,864
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 
【修正前】              【修正後】 

  

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

対前年比

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

対前年比

区分 金額（千円） 
増減 

（千円）
金額（千円） 

増減 

（千円）

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 △607,798 △317,503 △878,141 588,504

減価償却費 233,076 163,647 232,231 162,803

連結調整勘定償却 － △70,340 － △70,340

のれん償却額  79,961 79,961 79,961 79,961

減損損失  322,063 322,063 322,063 322,063

貸倒引当金の増減額 (減少:△) 29,803 △87,370 39,654 △77,519

賞与引当金の増減額 (減少:△) 40,082 88,068 44,482 92,468

退職給付引当金の増減額 (減少:△) 28,833 36,952 32,412 40,530

受取利息配当金 △1,268 △667 △1,152 △551

支払利息 25,332 △2,560 25,328 △2,565

社債発行費 4,007 △20,600 4,007 △20,600

新株発行費 － △33,644 － △33,644

為替差損 △192 △192 △192 △192

株式交付費 1,431 1,431 1,431 1,431

投資有価証券運用益  △2,000 △973 － －

投資有価証券売却益 △2,000 △2,000

投資有価証券評価損 1,009 325 99,344 98,661

たな卸資産評価損 － △161,894 － △161,894

保険解約益 △1,479 8,766 △1,479 8,766

事業譲渡益  △377,444 △377,444 △377,444 △377,444

固定資産除売却損  387 387 387 387

売上債権の増減額 (増加:△) △517,047 △978,083 △286,363 △747,399

たな卸資産の増加額 △177,279 219,741 △272,217 124,803

その他流動資産の増減額(増加:△) △32,779 △43,557 38,944 28,167
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当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

対前年比

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

対前年比

区分 金額（千円） 
増減 

（千円）
金額（千円） 

増減 

（千円）

  

仕入債務の増減額 (減少:△) 39,751 132,353 39,751 132,353

その他流動負債の増減額 (減少:△) △302,973 △267,250 △348,346 △312,623

その他 59,054 388,755 41,717 371,417

小計 △1,155,468 △919,630 △1,165,599 △929,762

利息及び配当金の受取額 1,268 626 1,152 510

利息の支払額 △23,074 8,378 △23,070 8,382

法人税等の支払額 △14,534 4,687 △16,976 2,246

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,191,808 △905,938 △1,204,493 △918,623

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の預入れによる支出 △99,000 11,000 △99,000 11,000

定期預金の払戻しによる収入 60,000 △178,265 60,000 △178,265

有形固定資産の取得による支出 △32,305 691,624 △32,305 691,624

有形固定資産の売却による収入 469 432 448 411

無形固定資産の取得による支出 △389,319 △277,737 △389,319 △277,737

投資有価証券の取得による支出 － 388,335 － 388,335

投資有価証券の売却による収入 4,000 △9,488 4,000 △9,488

投資有価証券の払戻による収入  － △322,041 － △322,041

貸付けによる支出 △767,000 △767,000 △767,000 △767,000

貸付金の回収による収入 31,052 16,850 31,052 16,850

非連結子会社の取得に伴う支出  － 80,000 － 80,000

非連結子会社の取得による収入 － △210,054 － △210,054

新規連結子会社の取得に伴う支出 △101,711 △101,711 △76,511 △76,511

関係会社の清算による収入  78,502 78,502 78,502 78,502

連結子会社株式取得による支出  △218 △218 △218 △218

事業譲渡による収入  460,000 460,000 460,000 460,000
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当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

対前年比

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

対前年比

区分 金額（千円） 
増減 

（千円）
金額（千円） 

増減 

（千円）

  

その他の投資等の増加による支出 △167,976 △76,365 △167,826 △76,215

その他の投資等の減少による収入 25,537 △36,604 12,893 △49,249

投資活動によるキャッシュ・フロー △897,968 △252,741 △885,283 △240,056

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増減額（減少:△） △739,800 △809,097 △739,800 △809,097

長期借入れによる収入  350,000 350,000 350,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △156,337 △29,048 △156,337 △29,048

社債の発行による収入 200,000 △20,000 195,992 △24,008

社債の発行に伴う支出 △4,030 14,926 △22 18,934

社債の償還による支出 △60,000 300,000 △60,000 300,000

転換社債型新株予約権付社債の発行に

よる収入 
－ △3,000,000 － △3,000,000

新株の発行に伴う支出 △7,083 26,538 △7,083 26,538

配当金の支払額 △243 169,470 △243 169,470

自己株式の取得による支出 － 68 － 68

新株予約権の権利行使に伴う払込収入 － △1,384,373 － △1,384,373

    財務活動によるキャッシュ・フロー △417,494 △4,381,514 △417,494 △4,381,514

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 (減

少:△) 
△2,507,271 △5,540,194 △2,507,271 △5,540,194

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,876,767 3,032,922 3,876,767 3,032,922

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,369,495 △2,507,271 1,369,495 △2,507,271
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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 

【修正前】                         【修正後】 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 当社グループは、前連結会計年度において転換社債型新株予約

権付社債の発行により財務基盤の更なる安定を図りましたが、営

業キャッシュ・フローは平成13年3月期以降マイナスの状態が継

続しており、当連結会計年度においても営業損失となっておりま

す。このため継続企業の前提に関する重要な疑義を完全に払拭し

たとはいえない状況にあります。 

  今後は、当該事象を解消すべく、テスト＆ソリューション事業

においては当連結会計年度に本格的な営業展開を開始したメディ

カルソリューション販売のさらなる拡充と、インターネット放送

Doingを活用したクロスメディアプロモーション事業（PIT事業）

を確立し、収益増を図っていく所存です。さらに互換性検証をは

じめとするテスティング部門、委託放送事業およびリサーチ＆コ

ンサルテーション事業においては順調に推移している事業展開を

継続して伸ばしていくことで、営業キャッシュ・フローの早期黒

字化と営業損益の改善による財務体質の安定化を図っていく所存

であります。 

  連結財務諸表は継続企業を前提としており、このような重要な

疑義の影響を連結財務諸表に反映しておりません。 

 当社グループは、前連結会計年度において転換社債型新株予約権

付社債の発行により財務基盤の更なる安定を図りましたが、営業キ

ャッシュ・フローは平成13年3月期以降マイナスの状態が継続して

おり、当連結会計年度においても営業損失780,837千円を計上し、

当期純損失799,987千円を計上したことから、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 

  今後は、当該事象を解消すべく、テスト＆ソリューション事業に

おいては当連結会計年度に本格的な営業展開を開始したメディカル

ソリューション販売のさらなる拡充と、インターネット放送Doing

を活用したクロスメディアプロモーション事業（PIT事業）を確立

し、収益増を図っていく所存です。さらに互換性検証をはじめとす

るテスティング部門、委託放送事業およびリサーチ＆コンサルテー

ション事業においては順調に推移している事業展開を継続して伸ば

していくことで、業績向上による営業キャッシュ・フローの早期黒

字化より財務体質の安定化を図っていく所存であります。 

  連結財務諸表は継続企業を前提としており、このような重要な疑

義の存在の影響を連結財務諸表に反映しておりません。 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

【修正前】                         【修正後】 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

※３ 株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び

負債の主な内容 

(1) 株式の取得により新たに株式会社ネクスタームを連結子

会社にしたことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に同社取得に伴う支出との関係は次のとおりであります。 

                  （単位：千円） 

流動資産 185,432

固定資産 16,975

のれん 897,274

流動負債 △342,762

固定負債  △530,741

新規連結子会社株式の取得価額 226,000

新規連結子会社の現金及び現金同等物 △124,288

新規連結子会社株式取得による支出 101,711

                                     

３ ※３株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負

債の主な内容 

(1) 株式の取得により新たに株式会社ウィンズ・インターナシ

ョナルを連結子会社にしたことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びに同社取得に伴う支出との関係は次のとおりであ

ります。                  （単位：千円）

流動資産 213,462

固定資産 16,795

のれん 895,293

流動負債 △368,810

固定負債  △530,741

新規連結子会社株式の取得価額 226,000

新規連結子会社の現金及び現金同等物 △149,489

新規連結子会社株式取得による支出       76,511 

 
 
（有価証券関係） 

当連結会計年度（平成19年３月31日） 

３． 時価評価されていない主な有価証券の内容 

【修正前】 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

    （１）その他有価証券  

       非上場株式 15,000

     投資事業組合への出資持分 98,335

 

【修正後】 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

    （１）その他有価証券  

       非上場株式 15,000

     投資事業組合への出資持分 0
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（退職給付関係） 

２． 退職給付債務に関する事項 

【修正前】                         【修正後】 

当連結会計年度 

（平成19年3月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年3月31日） 

(1)退職給付債務 303,241 千円  

(2)会計基準変更時差異の未処理額 －千円  

(3)退職給付引当金   (1)＋(2) 303,241 千円   

当社及び連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用

しております。 

(1)退職給付債務 306,820 千円  

(2)会計基準変更時差異の未処理額 －千円  

(3)退職給付引当金   (1)＋(2) 306,820 千円  

当社及び連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用

しております。 

３． 退職給付費用に関する事項 

【修正前】                         【修正後】 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

(1)勤務費用 24,926 千円  

   退職給付費用 24,926 千円   

(1)勤務費用 28,505 千円  

   退職給付費用 28,505 千円   
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

【修正前】 

  

テスト＆ソリュ

ーション事業

(千円) 

リサーチ＆コンサ

ルテーション事業

(千円) 

不動産関連

事業(千円)

計 

（千円）

消去または全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び 営業損益             

売上高             

外部顧客に対する売上高 2,085,867 3,418,671 70,735 5,575,274 － 5,575,274

セグメント間の内部売上高又は振替高 820 520 100,244 101,584 (101,584) －

計 2,086,687 3,419,191 170,979 5,676,858 (101,584) 5,575,274

営業費用 2,455,432 3,219,217 198,492 5,873,141 311,437 6,184,579

営業利益又は営業損失（△） △368,744 199,974 △27,512 △196,283
(413,021) 

（注）３ 
△609,304

資産、減価償却費及び資本的支出             

資産 4,554,914 2,638,496 894,538 8,087,949
(135,501) 

（注）４ 
7,952,448

減価償却費 183,074 9,226 40,775 233,076 － 233,076

資本的支出 576,625 16,263 2,571 595  

 

【修正後】 

  

テスト＆ソリュ

ーション事業

(千円) 

リサーチ＆コンサ

ルテーション事業

(千円) 

不動産関連

事業(千円)

計 

（千円）

消去または全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び 営業損益             

売上高             

外部顧客に対する売上高 1,835,867 3,418,671 70,735 5,325,274 － 5,325,274

セグメント間の内部売上高又は振替高 820 520 100,244 101,584 (101,584) －

計 1,836,687 3,419,191 170,979 5,426,858 (101,584) 5,325,274

営業費用 2,381,389 3,214,791 198,492 5,794,674 311,437 6,106,111

営業利益又は営業損失（△） △544,702 204,399 △27,512 △367,815
(413,021) 

（注）３ 
△780,837

資産、減価償却費及び資本的支出            

資産 4,545,839 2,638,496 894,538 8,078,874
(135,501) 

（注）４ 
7,943,373

減価償却費 182,623 9,076 40,531 232,231 － 232,231

資本的支出 576,625 16,263 2,571 595,460 595,460 
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（関連当事者との取引） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

【修正前】 

(1) 役員及び個人主要株主等 

        該当事項はありません。 

【修正後】 
（1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又は

出資金 

（百万円） 

事業の内容又

は職業 

議決権等の所

有（被所有）

割合（％） 
役員の

兼任等 

事業上

の関係 

取引の

内容 

取引金額（百

万円） 
科目 

期末残高

（百万円

円） 

法人主要

株主 

ダイコーホー

ルディングス

㈱ 

東京都

中央区 
90  

(被所有) 

直接4.5％ 

間接23.3％ 
－ 

共同事

業推進 
製品の販売 88 売掛金 0 

法人主要

株主 

ダイコーホー

ルディングス

㈱ 

東京都

中央区 
90  

(被所有) 

直接4.5％ 

間接23.3％ 
－ 

共同事

業推進 
賃料 31 売掛金 16 

法人主要

株主 

ダイコーホー

ルディングス

㈱ 

東京都

中央区 
90  

(被所有) 

直接4.5％ 

間接23.3％ 
－ 

共同事

業推進 

長期前払費

用 
145 

長期前

払費用 
59 

法人主要

株主 

ダイコーホー

ルディングス

㈱ 

東京都

中央区 
90  

(被所有) 

直接4.5％ 

間接23.3％ 
－ 

共同事

業推進 
広告費用 40 前払費用 40 

法人主要

株主 

ダイコーホー

ルディングス

㈱ 

東京都

中央区 
90  

(被所有) 

直接4.5％ 

間接23.3％ 
－ 

共同事

業推進 
立替金 145 立替金 145 

法人主要

株主 

ダイコーホー

ルディングス

㈱ 

東京都

中央区 
90  

(被所有) 

直接4.5％ 

間接23.3％ 
－ 

共同事

業推進 
貸付金 500 

長期貸

付金 
500 

(注)1. ダイコーホールディングス㈱に対する上記貸付金の担保として、同社保有の車両26台270百万円相当及び同社代表取締

役社長の自宅並びにオフィスビル600百万円を受入れております。 
 (2)役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金 

（千円） 
職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 
役員の

兼任等 

事業上

の関係 

取引の内容 
取引金額

（千円） 
科目 

期末残高

（千円） 

子会社役

員 
黒澤 明 － － 

子会社 

取締役 
－ － － 貸付金 37 

長期貸

付金 
36 

 (注)1. 黒澤 明氏に対する上記貸付金の担保として、㈱ウインズ・インターナショナル株式740株を受入れております。 
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（１株当たり情報） 

【修正前】                    【修正後】  
当連結会計年度 

(自  平成18年4月 1日 

  至  平成19年3月31日) 

当連結会計年度 

(自  平成18年4月 1日 

  至  平成19年3月31日) 

１株当たり純資産額                4,866円  34 銭 

１株当たり当期純損失金額          1,098円  80 銭 

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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。     

１株当たり純資産額                4,720円  52 銭 

１株当たり当期純損失金額          1,659円  50 銭 

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、潜在株式は存在するものの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。  

                              【修正前】           【修正後】 

  

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当期純損失              （千円) △529,692 △799,987

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） △592,692 △799,987

期中平均株式数（株） 482,064 482,064

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要  

 ユーロ円建転換社債型新株予約

権付社債（額面総額3,000,000千

円）及び新株予約権１種類（新株

予約権の数990個） 

 ユーロ円建転換社債型新株予約権

付社債（額面総額3,000,000千円）

及び新株予約権１種類（新株予約権

の数990個） 

 
（重要な後発事象） 

【修正前】 

該当事項はありません。 

 

【修正後】 

1.当社グループは、当連結会計年度末後において、保有する不動産２物件について売却交渉を行っております。 
１.理由 

事業の縮小 
（1） 譲渡する個人又は会社の名称 

① 小野 誠治氏 
② ダイコーホールディングス㈱ 

（2） 譲渡資産の種類、譲渡前の使途 
土地建物 賃貸 

（3） 譲渡の時期 
交渉中 

（4） 譲渡価額 
① 300百万円 
② 500百万円 

２.当社株式が平成19年6月14 日付けで大阪証券取引所ヘラクレス市場における監理ポストでの取引に移行いたしました。

詳細は第一部 企業情報 第2事業の状況 3（対処すべき課題）④記載を参照ください。 
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5.個別財務諸表 
（1）貸借対照表 

【修正前】                 【修正後】 

  
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

 

対前年比 

 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比 

区分 金額（千円）  
 構成比

（％） 

増減 

（千円）
金額（千円）  

 構成比

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）                

Ⅰ 流動資産                

１．現金及び預金    685,545  △2,680,501 685,545  △2,680,501

２．受取手形    32,550  32,550 32,550  32,550

３．売掛金   282,340  110,589 19,840 △151,911

４. 製品    288,565  236,642 383,504  331,582

５．仕掛品   262,019  247,604 262,019  247,604

６. 貯蔵品   104  △2,089 104  △2,089

７．前払費用   65,994  △102,309 65,994  △102,309

８．関係会社短期貸付金   2,103,153  543,153 2,103,153  543,153

９．未収入金   3,547  △121,581 3,547  △121,581

10．立替金   145,247  145,247 145,247  145,247

11．未収消費税等   56,126  56,126 68,626  68,626

12．その他   1,566  △98,166 1,566  △98,166

貸倒引当金   △200,037  △95,249 △200,037  △95,249

  流動資産合計   3,726,724 69.6 △1,727,982 3,571,663 70.0 △1,883,043

Ⅱ 固定資産                

１．有形固定資産                

(1）車両運搬具 22,000       22,000      

減価償却累計額 16,573 5,426  △4,229 16,573 5,426  △4,229

(2）工具器具備品 25,985       25,985      

減価償却累計額 19,920 6,065  366 19,920 6,065  366

有形固定資産合計   11,492 0.2 △3,862 11,492 0.2 △3,862

２．無形固定資産                

(1）商標権   1,701  △421 1,701  △421

(2）ソフトウェア   458,551  295,711 458,551  295,711

(3）その他   1,567  － 1,567  －

無形固定資産合計   461,820 8.6 295,289 461,820 8.6 295,289
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当事業年度 

（平成19年３月31日） 

 

対前年比 

 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比 

区分 金額（千円）  
 構成比

（％） 

増減 

（千円）
金額（千円）  

 構成比

（％） 

増減 

（千円） 

３．投資その他の資産                

(1）投資有価証券   112,335  △316 14,000 △98,651

(2）関係会社株式   943,201  △292,088 943,201  △292,088

(3）長期貸付金   36,350  36,350 36,350  36,350

(4）破産更生債権等   104,751  104,751 104,751  104,751

(5）長期前払費用   64,203  55,443 64,203  55,443

(6）その他   1,301  △23,745 1,301  △23,745

 貸倒引当金  △104,751  △104,751 △104,751  △104,751

 投資損失引当金   －  101,027 －  101,027

投資その他の資産合計  1,157,391 21.6 △123,329 1,059,056 20.8 △221,665

固定資産合計  1,630,704 30.4 168,097 1,532,369 30.0 69,763

資産合計  5,357,428 100.0 △1,559,884 5,104,032 100.0 △1,813,281
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【修正前】                  【修正後】 

  
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

 

対前年比

当事業年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 金額（千円）  
 構成比

（％）

増減 

（千円）
金額（千円）  

 構成

比（％） 

増減 

（千円）

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本        

資本金   1,596,046 29.8 1,596,046  1,596,046 31.3 1,596,046

資本剰余金           

資本準備金 1,146,096    1,146,096     

その他資本剰余金 439,408    439,408     

資本剰余金合計    1,585,504 29.6 1,585,504  1,585,504 31.0 1,585,504

利益剰余金           

利益準備金 1,950   1,950    

利益準備金         

その他利益剰余金 951   951    

特別償却準備金      

繰越利益剰余金 △1,259,219  △1,512,615  

利益剰余金合計   △1,256,318 △23.5 △1,256,318 △1,509,714 △29.6 △1,509,714

自己株式  △464 △0.0 △464 △464 △0.0 △464

株主資本合計   1,924,767 35.9 1,924,767 1,671,371 32.7 1,671,371

Ⅱ 新株予約権  99 0.0 99 99 0.0 99

純資産合計   1,924,867 35.9 1,924,867 1,671,470 32.7 1,671,470

負債純資産合計   5,357,428 100.0 5,357,428 5,104,032 100.0 5,104,032
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損益計算書 

【修正前】                   【修正後】 

  

 当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

 

対前年比

 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

対前年比 

区分 金額（千円） 百分比（％）
増減 

（千円）
金額（千円） 

  百分比

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高   1,002,368 100.0 △166,282 752,368 100.0 △416,282

Ⅱ 売上原価                

１．当期製品製造原価 651,990    557,052     

２．ソフトウェア償却費 79,342 731,333 73.0 297,848 79,342 636,394 84.6 202,909

売上総利益   271,034 27.0 △464,130  115,973 15.4 △619,192

Ⅲ 販売費及び一般管理費                

１．役員報酬 67,431       67,431     

２．給与手当 42,266       42,266     

３．賞与 401       401     

４．賞与引当金繰入額 466       466     

５．退職給付費用 1,050       1,050     

６．福利厚生費 8,583       8,583     

７. 広告宣伝費 255,933       255,933     

８．通信交通費 15,982       15,982     

９．減価償却費 6,917       6,917     

10．賃借料 18,896       18,896     

11．支払手数料 116,913       116,913     

12. 顧問料     7,996   

13．業務委託料 33,255       33,255     

14. 租税公課       9,918     

15.交際費 6,777     6,777   

16．長期前払費用償却 86,000       86,000     

17．その他 881 661,755 66.0 △237,349 17,447 696,237 92.5 △202,868

   営業損失   390,720 △39.0 △226,781  580,263 △77.1 △416,324

Ⅳ 営業外収益                
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 当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

 

対前年比

 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

対前年比 

区分 金額（千円） 百分比（％）
増減 

（千円）
金額（千円） 

  百分比

（％） 

増減 

（千円） 

１．受取利息 31,804       31,804    

２．賃貸料収入 －       －     

３. 業務受託収入     34,481   

４. 為替差益  29     29  29     

５. その他 2,853 34,687 3.5 △6,693 2,853 69,168 9.2 △27,788

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 2,585     2,585      

２．社債利息 3,579     3,579      

３．社債発行費 －     －      

４．支払手数料 2,408     2,408      

５．新株発行費 －     －      

６．株式交付費 1,431     1,431      

７．その他 523 10,528 1.1 △61,739 523 10,528 1.4 △61,739

経常損失   366,561 △36.6 △171,735  521,622 △69.3 △326,796

Ⅵ 特別利益                 

１．退職給付引当金戻入益 12,031       12,031      

２．前期損益修正益 －       －      

３．貸倒引当金戻入益 －       －      

投資損失引当金戻入益 101,027       101,027      

その他 2,316 115,376 11.5 81,560 2,316 115,376 15.3 81,560

Ⅶ 特別損失         

有形固定資産除却損 －   －  

２．投資有価証券評価損 316   316  

３. 貸倒引当金繰入額 200,000   200,000  

４. 投資損失引当金繰入額 －   －  

５. 関係会社株式評価損 438,306   438,306  
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 当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

 

対前年比

 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

対前年比 

区分 金額（千円） 百分比（％）
増減 

（千円）
金額（千円） 

  百分比

（％） 

増減 

（千円） 

６.その他 7,497 646,121 64.4 431,676 7,497 744,456 98.9 530,012

税引前当期純損失   897,306 △89.5 △521,851  1,150,702 △152.9 △775,247

法人税、住民税及び事業税 1,210       1,210      

法人税等調整額 △575       △575      

過年度法人税等 2,919 3,553 0.4 23,551 2,919 3,553 0.5 23,551

当期純損失   900,860 △89.9 △545,402  1,154,256 △153.4 △798,803

前期繰越損失   － －  － －

当期未処理損失   － －  － －

         

 
製造原価明細票 

【修正前】                  【修正後】 

  

  

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

対前年比 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

 

対前年比

 

区分 金額（千円） 
構成比 

（％） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

Ⅰ 材料費 302,757 26.1 5,316 207,818 19.5 △89,623

Ⅱ 労務費 39,282 3.4 2,977 39,282 3.7 2,977

Ⅲ 経費 817,271 70.5 569,904 817,271 76.8 569,904

当期総製造費用 1,159,311 100.0 1,064,372 100.0 483,259

期首仕掛品たな卸高 14,415   14,415  

合計 1173,726   1,078,787  

期末仕掛品たな卸高 262,019   262,019  

他勘定振替高 259,715   259,715  

当期製品製造原価 651,990   557,052   
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（3）損失処理計算書及び株主資本等変動計算書 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

【修正前】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

資本金
資本準備

金 

その他資本剰

余金 

資本剰余金

合計 

利益準

備金 特別償却準

備金 

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） 
1,596,046 1,146,096 439,408 1,585,504 1,950 2,822 △360,230 △355,458 △464 2,825,627

事業年度中の変動額                     

利益処分による特別償却準備金の取り崩し      △940 940 －  －

特別償却準備金の取り崩し      △930 930 －  －

当期純損失        △900,860 △900,860  △900,860

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）            

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － － － － △1,870 △898,989 △900,860 － △900,860

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
1,596,046 1,146,096 439,408 1,585,504 1,950 951 △1,259,219 △1,256,318 △464 1,924,767

  新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
99 2,825,727

事業年度中の変動額     

利益処分による特別償却準備金の取り崩し  －

特別償却準備金の取り崩し  －

当期純損失  △900,860

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） － －

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ △900,860

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
99 1,924,867
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【修正後】 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

資本金
資本準備

金 

その他資本剰

余金 

資本剰余金

合計 

利益準

備金 特別償却準

備金 

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） 
1,596,046 1,146,096 439,408 1,585,504 1,950 2,822 △360,230 △355,458 △464 2,825,627

事業年度中の変動額                     

利益処分による特別償却準備金の取り崩し      △940 940 －  －

特別償却準備金の取り崩し      △930 930 －  －

当期純損失        △1,154,256 △1,154,256  △1,154,256

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）            

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － － － － △1,870 △1,152,386 △1,154,256 － △1,154,256

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
1,596,046 1,146,096 439,408 1,585,504 1,950 951 △1,512,615 △1,509,714 △464 1,671,371

  新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
99 2,825,727

事業年度中の変動額    

利益処分による特別償却準備金の取り崩し  －

特別償却準備金の取り崩し  －

当期純損失  △1,154,256

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） － －

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
－ △1,154,256

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
99 1,671,470
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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 

【修正前】                         【修正後】 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 当社は前事業年度において転換社債型新株予約権付社債の発

行により財務基盤の更なる安定を図りましたが、当事業年度に

おいては前事業年度同様に営業損失となっております。このた

め継続企業の前提に関する重要な疑義を完全に払拭したとはい

えない状況にあります。 

  今後は、当該事象を解消すべく、当事業年度に本格的な営業

展開を開始したメディカルソリューション販売の拡充と、イン

ターネット放送Doingを活用したクロスメディアプロモーショ

ン事業（PIT事業）での収益等の施策により営業損益の改善によ

る財務体質の安定化を図っていく所存であります。 

  財務諸表は継続企業を前提としており、このような重要な疑

義の影響を財務諸表に反映しておりません。 

 当社は前事業年度において転換社債型新株予約権付社債の発

行により財務基盤の更なる安定を図りましたが、当事業年度に

おいては営業損失580,263千円、当期純損失1,154,256千円を

計上したことから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

  今後は、当該事象を解消すべく、当事業年度に本格的な営業

展開を開始したメディカルソリューション販売の拡充と、イン

ターネット放送Doingを活用したクロスメディアプロモーショ

ン事業（PIT事業）での収益等の施策による業績向上による財務

体質の安定化を図っていく所存であります。 

  財務諸表は継続企業を前提としており、このような重要な疑

義の存在の影響を財務諸表に反映しておりません。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

【修正前】                        【修正後】 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 

 

 

記載なし 

※５ 期末日満期手形  

   期末日満期手形の会計処理については手形交換日をもって

決済処理をしております。なお、期末日が金融機関の休日であ

ったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

       受取手形            32,550千円 
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（損益計算書関係） 

【修正前】                        【修正後】 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

※１．研究開発費の総額 

                    4,130千円     

※１．研究開発費の総額 

                   4,130千円     

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれておりま

す。 

関係会社への外注加工費     417,854千円 

関係会社からの受取利息   25,621千円  

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれておりま

す。 

関係会社への外注加工費      511,714千円 

関係会社からの受取利息    24,995千円  

※３．              ────── ※３．              ────── 

 

（１株当たり情報） 

【修正前】                        【修正後】 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 3,9921円76銭

１株当たり当期純損失金額 1,868円76銭

 

 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、潜

在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

１株当たり純資産額 3,467円11銭

１株当たり当期純損失金額 2,394円40銭

 

 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、潜

在株式は存在するものの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。 

【修正前】              【修正後】 

  

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

 当期純損失             （千円） 900,860 1,154,256

 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） 900,860 1,154,256

期中平均株式数（株） 482,064 482,064

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要  

 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

（額面総額3,000,000千円）及び新株予約

権1種類（新株予約権の数990個） 

 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

（額面総額3,000,000千円）及び新株予約

権1種類（新株予約権の数990個） 
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（重要な後発事象） 

【修正前】 

  該当事項はありません。 

【修正後】 

当社株式が平成19年6月14日付けで大阪証券取引所ヘラクレス市場における監理ポストでの取引に移行いたしました。

詳細は第一部 企業情報 第2事業の状況 3（対処すべき課題）④記載を参照ください。 
 


