
 

 

平成１９年９月７日 

各   位 

                                         会 社 名       株式会社ベンチャー・リンク 

                    代表者名 代表取締役社長 松本信彦 

                     （コード番号９６０９ 東証第１部） 

問合せ先 管理本部ＩＲ室長 平柳裕章 

TEL．０３－５８２７－７２１１ 

          

 

 

（訂正）平成 19 年 12 月期 中間決算短信の一部訂正について 

 

平成 19 年 8 月 9 日に発表しました「平成 19 年 12 月期 中間決算短信」に一部訂正すべき箇所があり

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

記 

 

 

 

１．訂正の内容 

 

①中間連結財務諸表 (1)中間連結貸借対照表および(3)中間連結株主資本等変動計算書 

②中間個別財務諸表 (1)中間貸借対照表および(3)中間株主資本等変動計算書 

 

上記①および②における資本金ならびに資本剰余金の金額の訂正となります。 

 

・資本金  （訂正前） 13,225,037 千円 → （訂正後） 13,225,040 千円 ＊2,500 円の増加 

・資本剰余金  （訂正前） 557 千円   → （訂正後）      555 千円 ＊2,500 円の減少 

 

   なお、科目間の振替であり、株主資本合計額に変動はありません。 

 

 

２．訂正の理由 

 

   ストックオプション行使に伴う新株発行により、資本金および資本剰余金が変動しましたが、その金

額の記載に各々2,500 円の誤りがありました。僅かな金額ではありますが訂正いたします。 

 

 

 

 

 

 



３．訂正箇所（訂正箇所は下線を付して表示しております） 

 （１）14 ページ ４ 中間連結財務諸表 （１）中間連結貸借対照表 
 
【訂正前】 

  当中間連結会計期間末 
(平成 19 年６月 30 日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成 18 年 12 月 31 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

(負債の部)   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  13,225,037 13,224,480 

 ２ 資本剰余金  557 12,827,860 

 ３ 利益剰余金  △3,467,680 △15,884,097 

 ４ 自己株式  △626,171 △626,147 

   株主資本合計  9,131,743 58.2 9,542,096 56.5

Ⅱ 評価・換算差額等   
 １ その他有価証券評価 
   差額金  182,338 435,851 

 ２ 為替換算調整勘定  31,015 15,252 

   評価・換算差額等合計  213,353 1.4 451,104 2.7

Ⅲ 新株予約権  - - 300 0.0

Ⅳ 少数株主持分  517,780 3.3 948,378 5.6

   純資産合計  9,862,878 62.9 10,941,879 64.8

   負債純資産合計  15,682,793 100.0 16,893,353 100.0
   

 
【訂正後】 
  

  当中間連結会計期間末 
(平成 19 年６月 30 日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成 18 年 12 月 31 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

(負債の部)   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  13,225,040 13,224,480 

 ２ 資本剰余金  555 

 

12,827,860 

 ３ 利益剰余金  △3,467,680 △15,884,097 

 ４ 自己株式  △626,171 △626,147 

   株主資本合計  9,131,743 58.2 9,542,096 56.5

Ⅱ 評価・換算差額等   
 １ その他有価証券評価 
   差額金  182,338 435,851 

 ２ 為替換算調整勘定  31,015 15,252 

   評価・換算差額等合計  213,353 1.4 451,104 2.7

Ⅲ 新株予約権  - - 300 0.0

Ⅳ 少数株主持分  517,780 3.3 948,378 5.6

   純資産合計  9,862,878 62.9 10,941,879 64.8

   負債純資産合計  15,682,793 100.0 16,893,353 100.0
   

 

 



 

 （２）17 ページ (3)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 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 
 
【訂正前】 
 

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 12 月 31 日残高(千円) 13,224,480 12,827,860 △15,884,097 △626,147 9,542,096

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 557 557  1,115

 中間純損失 △411,443  △411,443

 自己株式の取得 △24 △24

 資本剰余金の取崩 △12,827,860 12,827,860  

 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) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
    (千円) 

557 △12,827,303 12,416,416 △24 △411,467 

平成 19 年 6 月 30 日残高(千円) 13,225,037 557 △3,467,680 △626,171 9,131,743

 
 
【訂正後】 
 

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 12 月 31 日残高(千円) 13,224,480 12,827,860 △15,884,097 △626,147 9,542,096

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 560 555  1,115

 中間純損失 △411,443  △411,443

 自己株式の取得 △24 △24

 資本剰余金の取崩 △12,827,860 12,827,860  

 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) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 
    (千円) 

560 △12,827,305 12,416,416 △24 △410,353 

平成 19 年 6 月 30 日残高(千円) 13,225,040 555 △3,467,680 △626,171 9,131,743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （３）41 ページ ５ 中間個別財務諸表 (1)中間貸借対照表 
 
【訂正前】 
 

  当中間会計期間末 
(平成 19 年６月 30 日) 

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成 18 年 12 月 31 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

(純資産の部)   
Ⅰ 株主資本   
 １ 資本金  13,225,037 108.7 13,224,480 104.6
 ２ 資本剰余金   
  (1) 資本準備金  557 12,827,860 

   資本剰余金合計  557 0.0 12,827,860 101.5
 ３ 利益剰余金   
  (1) 利益準備金  － 220,864 
  (2) その他利益剰余金   
    繰越利益剰余金  △3,516,086 △16,365,242 

   利益剰余金合計  △3,516,086 △28.9 △16,144,378 △127.7
 ４ 自己株式  △626,171 △5.1 △626,147 △5.0

   株主資本合計  9,083,337 74.7 9,281,816 73.4
Ⅱ 評価・換算差額等   
 １ その他有価証券 
   評価差額金  177,030 1.4 427,226 3.4

  評価・換算差額等合計  177,030 1.4 427,226 3.4

   純資産合計  9,260,367 76.1 9,709,042 76.8

   負債純資産合計  12,165,614 100.0 12,643,214 100.0
   

 
 
【訂正後】 

  当中間会計期間末 
(平成 19 年６月 30 日) 

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成 18 年 12 月 31 日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

(純資産の部)   
Ⅰ 株主資本   
 １ 資本金  13,225,040 108.7 13,224,480 104.6
 ２ 資本剰余金   
  (1) 資本準備金  555 12,827,860 

   資本剰余金合計  555 0.0 12,827,860 101.5
 ３ 利益剰余金   
  (1) 利益準備金  － 220,864 
  (2) その他利益剰余金   
    繰越利益剰余金  △3,516,086 △16,365,242 

   利益剰余金合計  △3,516,086 △28.9 △16,144,378 △127.7
 ４ 自己株式  △626,171 △5.1 △626,147 △5.0

   株主資本合計  9,083,337 74.7 9,281,816 73.4
Ⅱ 評価・換算差額等   
 １ その他有価証券 
   評価差額金  177,030 1.4 427,226 3.4

  評価・換算差額等合計  177,030 1.4 427,226 3.4

   純資産合計  9,260,367 76.1 9,709,042 76.8

   負債純資産合計  12,165,614 100.0 12,643,214 100.0
   

 

 



 

（４）43 ページ (3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 
 
【訂正前】 
 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 
その他 

利益剰余金

 

資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

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 12 月 31 日残高 

(千円) 
13,224,480 12,827,860 12,827,860 220,864 △16,365,242 △16,144,378 △626,147 9,281,816

中間会計期間中の変動額         

 新株の発行 557 557 557 
    1,115

 中間純損失     △199,569 △199,569  △199,569

 自己株式の取得       △24 △24

 資本準備金の取崩  △12,827,860 △12,827,860  12,827,860 12,827,860   

 利益準備金の取崩    △220,864 220,864    

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 

 (純額) 

        

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
557 △12,827,303 △12,827,303 △220,864 12,849,155 12,628,291 △24 △198,478

平成 19 年６月 30 日残高 

(千円) 
13,225,037 557 557 

 △3,516,086 △3,516,086 △626,171 9,083,337

 
 
【訂正後】 
 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 
その他 

利益剰余金

 

資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

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 12 月 31 日残高 

(千円) 
13,224,480 12,827,860 12,827,860 220,864 △16,365,242 △16,144,378 △626,147 9,281,816

中間会計期間中の変動額         

 新株の発行 560 555 555 
    1,115

 中間純損失     △199,569 △199,569  △199,569

 自己株式の取得       △24 △24

 資本準備金の取崩  △12,827,860 △12,827,860  12,827,860 12,827,860   

 利益準備金の取崩    △220,864 220,864    

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 

 (純額) 

        

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
560 △12,827,305 △12,827,305 △220,864 12,849,155 12,628,291 △24 △198,478

平成 19 年６月 30 日残高 

(千円) 
13,225,040 555 555 

 △3,516,086 △3,516,086 △626,171 9,083,337

 
以上 


	（４）43ページ (3) 中間株主資本等変動計算書

