
平成 19 年９月 26 日 

各  位 

 

会 社 名 株式会社アーティストハウスホールディングス

代表社名 代表取締役社長 村上 寿滋 
（コード番号 3716 東証マザーズ） 

問合せ先 経営管理部 
（TEL. 03－5766－9315） 
 

 

（訂正）平成 19 年 5 月期 決算短信 

 

 平成 19 年８月 14 日付けでお知らせいたしました「平成 19 年５月期 決算短信」に一部訂正が発生

いたしましたので、下記のとおりご報告いたします（下線部分のみが訂正箇所であります）。 

 

記 

 

 

1. 決算短信に訂正が発生した理由 

平成19年８月28日付け「平成19年５月期計算関係書類に対する監査意見不表明に関するお知ら

せ」にてご報告申し上げました、持分法適用会社であるAntiquorum S.A.（以下、「ASA」という。）

グループに対する現地スイスの会計事務所の会計監査が完了し、平成19年９月26日付でASAグル

ープに対する現地会計事務所の監査報告書が提出されると共に、決算数値が確定いたしましたの

で、当該数値を当社平成19年５月期業績に反映したことにより、訂正が発生したものであります。 

なお、ASAグループの決算数値の確定により訂正が発生するものは、当社連結業績の数値のみ

であります。 



2. 訂正の箇所 

(1) 1 ページ 

【訂正前】 

 経常利益 当期純利益 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 
百万円 百万円    円    銭 ％ ％

19 年５月期 △1,651 △5,925 △28,044 63 △176.9 △19.1

 

 純資産 1 株あたり純資産 
百万円 円    銭

19 年５月期 2,574 6,655  86

 

【訂正後】 

 経常利益 当期純利益 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 
百万円 百万円    円    銭 ％ ％

19 年５月期 △1,722 △6,067 △28,715.79 △185.1 △20.0

 

 純資産 1 株あたり純資産 
百万円 円    銭

19 年５月期 2,430 6443.59

 

(2) 4 ページ 

【訂正前】 

  (1) 経営成績に関する分析 

   ① 当期の概況 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 5,111 百万円（前年同期比65.9％減）、

営業損失 1,698 百万円（前年同期は 785 百万円の損失）、経常損失1,651百万円（前

年同期は 534 百万円の損失）、当期純損失は5,925百万円（前年同期は 9,496 百万円

の損失）となりました。 

 

【訂正後】 

 (1) 経営成績に関する分析 

   ① 当期の概況 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 5,111 百万円（前年同期比34.1％減）

、営業損失 1,698 百万円（前年同期は 785 百万円の損失）、経常損失1,722百万円（前

年同期は 534 百万円の損失）、当期純損失は6,067百万円（前年同期は 9,496 百万円

の損失）となりました。 
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(3) 6 ページ 

【訂正前】 

(2) 財政状態に関する分析 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、1,228百万円（前年同期は4,559

百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失の計上6,043百万円及び

その他の負債の増加969百万円等の発生によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 19 年５月期 

自己資本比率（％） 40.5

時価ベースの自己資本比率（％） 49.6

 

【訂正後】 

(2) 財政状態に関する分析 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、1,228 百万円（前年同期は 4,559

百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失の計上6,185百万円及び

その他の負債の増加 969 百万円等の発生によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 19 年５月期 

自己資本比率（％） 40.2

時価ベースの自己資本比率（％） 50.9

 

(4) 10 ページ 

【訂正前】 

⑦ 経営成績に関するリスク 

連結  

平成 19 年５月期 

経常利益又は経常損失(△) △1,651,066
（経常利益率） （△32.3）

当期純利益又は当期純損失(△) △5,925,605
（当期純利益率） （△115.9）

 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 5,111 百万円（前年同期比65.9％減）、営業損

失 1,698 百万円（前年同期は 785 百万円の損失）、経常損失1,651百万円（前年同期は 534 百

万円の損失）、当期純損失は5,925百万円（前年同期は 9,496 百万円の損失）となりました。 
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【訂正後】 

⑦ 経営成績に関するリスク 

連結  

平成 19 年５月期 

経常利益又は経常損失(△) △1,722,275
（経常利益率） （△33.7）

当期純利益又は当期純損失(△) △6,067,417
（当期純利益率） （△118.7）

 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 5,111 百万円（前年同期比34.1％減）、営業損

失 1,698 百万円（前年同期は 785 百万円の損失）、経常損失1,722百万円（前年同期は 534 百

万円の損失）、当期純損失は6,067百万円（前年同期は 9,496 百万円の損失）となりました。 

 

(5) 11 ページ 

【訂正前】 

⑨ 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関するリスク 

当社グループは、前連結会計年度に 9,496,927 千円、当連結会計年度に5,925,605千円と多

額の当期純損失を計上しております。また、前連結会計年度に 785,043 千円、当連結会計年

度に 1,698,337 千円と、継続的に営業損失を計上しております。 

 

【訂正後】 

⑨ 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関するリスク 

当社グループは、前連結会計年度に 9,496,927 千円、当連結会計年度に6,067,417千円と多

額の当期純損失を計上しております。また、前連結会計年度に 785,043 千円、当連結会計年

度に 1,698,337 千円と、継続的に営業損失を計上しております。 

 

(6) 14 ページ 

【訂正前】 

名称 住所 
資本金 

(千円) 

議決権の

所有割合
主要な事業の内容 

㈱Ｆｏｕ 
東京都 

渋谷区
10,000 100.00％

台湾・中国等のコンテンツ輸出入、

映像・音楽パッケージ化 

 

【訂正後】 

名称 住所 
資本金 

(千円) 

議決権の

所有割合
主要な事業の内容 

㈱Ｆｏｕ 
東京都 

千代田区
10,000 100.00％

台湾・中国等のコンテンツ輸出入、

映像・音楽パッケージ化 
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(7) 16 ページ 

【訂正前】 

４ 連結財務諸表 

 (1) 連結貸借対象表 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 

Ⅰ 流動資産    

 ４ 短期貸付金 1,273,992  

流動資産合計 3,045,755 52.6 △1,036,575

Ⅱ 固定資産  

 １ 有形固定資産  

有形固定資産合計 1,652,527 28.5 △64,913

２ 無形固定資産  

無形固定資産合計 420,041 7.3 △1,133,103

 投資その他の資産合計 674,047 11.6 △3,486,441 

固定資産合計 2,746,615 47.4 △4,684,458

資産合計 5,972,371 100.0 △5,721,033

 

【訂正後】 

４ 連結財務諸表 

 (1) 連結貸借対象表 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 

Ⅰ 流動資産    

 ４ 短期貸付金 1,203,389  

流動資産合計 2,904,550 51.4 △1,177,780

Ⅱ 固定資産  

 １ 有形固定資産  

有形固定資産合計 1,652,527 29.3 △64,913

２ 無形固定資産  

無形固定資産合計 420,041 7.4 △1,133,103

 投資その他の資産合計 671,660 11.9 △3,488,828 

固定資産合計 2,774,228 48.6 △4,686,845

資産合計 5,648,778 100.0 △5,864,626
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(8) 17 ページ 

【訂正前】 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 

流動負債合計 1,101,575 19.0 △4,764,291 

固定負債合計 2,116,631 36.5 1,017,552 

負債合計 3,218,207 55.6 △3,950,904 

 

【訂正後】 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 

流動負債合計 1,101,575 19.5 △4,764,291 

固定負債合計 2,116,631 37.5 1,017,552 

負債合計 3,218,207 57.0 △3,746,739 
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(9) 18 ページ 

【訂正前】 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金 5,730,125 98.9  

 ２ 資本剰余金 4,097,282 70.7  

 ３ 利益剰余金 △7,457,620 △128.7  

 ４ 自己株式 △1,877 △0.0  

  株主資本合計 2,367,910 40.9 △2,007,506

Ⅱ 評価・換算差額等  

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
468 0.0  

 ２ 為替換算調整勘定 △23,944 △0.4  

 評価・監査差額等合計 △23,476 △0.4 △4.267

Ⅲ 新株予約権 50,000 0.9  

Ⅳ 少数株主持分 179,729 3.1  

   純資産合計 2,574,163 44.4 △1,974,295

   負債純資産合計 5,792,371 100.0 △5,721,033

 

【訂正後】 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金 5,730,125 101.4  

 ２ 資本剰余金 4,097,282 72.5  

 ３ 利益剰余金 △7,599,431 △134.5  

 ４ 自己株式 △1,877 △0.0  

  株主資本合計 2,226,099 39.4 △1,944,845

Ⅱ 評価・換算差額等  

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
468 0.0  

 ２ 為替換算調整勘定 △25,725 △0.5  

 評価・監査差額等合計 △25,257 △0.4 △6,049

Ⅲ 新株予約権 50,000 0.8  

Ⅳ 少数株主持分 179,729 3.2  

   純資産合計 2,430,571 43.0 △2,047,284

   負債純資産合計 5,648,778 100.0 △5,864,626
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(10) 19 ページ 

【訂正前】 

(2) 連結損益計算書 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 百分比（％） 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 5,111,988 100.0 

Ⅱ 売上原価 4,524,482 88.5

 売上総利益 587,506 11.5 △1,476,826

 返品調整引当金戻入額 79,149 1.5

 返品調整引当金繰入額 70,826 1.4

 差引売上総利益 595,829 11.7 △1,458,686

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,294,166 44.9

 営業損失 1,698,337 △33.2 △913,872

Ⅳ 営業外収益  

 ４ 持分法投資利益 46,702  

 10 その他 59,382 272,513 5.3 △327,900

Ⅴ 営業外費用  

 ９ その他 14,051 225,242 4.4 △124,850

 経常損失 1,651,066 △32.3 △1,116,344

 

【訂正後】 

(2) 連結損益計算書 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 百分比（％） 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 5,111,988 100.0 

Ⅱ 売上原価 4,524,482 88.5

 売上総利益 587,506 11.5 △1,476,826

 返品調整引当金戻入額 79,149 1.5

 返品調整引当金繰入額 70,826 1.4

 差引売上総利益 595,829 11.7 △1,458,686

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,294,166 44.9

 営業損失 1,698,337 △33.2 △913,294

Ⅳ 営業外収益  

 ４ 持分法投資利益 0  

 10 その他 59,382 225,810 4.4 △327,900

Ⅴ 営業外費用  

 ９ その他 14,051 249,748 4.9 △124,850

 経常損失 1,722,275 △33.7 △1,187,553
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(11) 20 ページ 

【訂正前】 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 百分比（％） 金額（千円） 

Ⅵ 特別利益  

 10 償却債権取立益 18,169 1,066,391 20.9 1,054,624

Ⅶ 特別損失  

 18 その他 ― 5,458,824 106.8 △3,200,919

 税金等調整前当期純損失 6,043,500 △118.2 3,139,198

法人税等調整額 12,189 △152,570 △3.0 

 少数株主損益 34,675 0.7

 当期純損失 5,925,605 △115.9 5,341,450

 

【訂正後】 

 
当連結会計年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 百分比（％） 金額（千円） 

Ⅵ 特別利益  

 10 償却債権取立益 18,169 1,066,391 20.9 1,054,624

Ⅶ 特別損失  

 18 その他 ― 5,529,427 108.2 △3,130,316

 税金等調整前当期純損失 6,185,311 △121.0 2,997,387

法人税等調整額 12,189 △152,570 △3.1

 少数株主損益 △34,675 0.7

 当期純損失 6,067,417 △118.7 3,429,510

 

(12) 22 ページ 

【訂正前】 

株主資本  

利益剰余金 株主資本合計 
純資産合計 

当期純損失 5,925,605 5,925,605 5,925,605

連結会計年度中の変動額合計（千円） 2,323,793 △2,007,505 △1,974,294

平成 19 年５月 31 日残高（千円） △7,457,620 2,367,910 △2,574,163

 

 

【訂正後】 

株主資本  

利益剰余金 株主資本合計 
純資産合計 

当期純損失 6,067,417 6,067,417 6,067,417

連結会計年度中の変動額合計（千円） 2,181,982 △2,149,317 △2,117,983

平成 19 年５月 31 日残高（千円） △7,599,431 2,226,099 △2,430,571
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(13) 23 ページ 

【訂正前】 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 当連結会計年度 

（自 平成 18 年６月１日 

至 平成19年５月31日） 

比較増減 

 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 △6,043,500

  貸倒引当金の増加額 △78,459

  持分法投資利益(△)又は損失 △44,183

小計 △1,221,167 △189,524

 

【訂正後】 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 当連結会計年度 

（自 平成 18 年６月１日 

至 平成19年５月31日） 

比較増減 

 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 △6,185,311

  貸倒引当金の増加額 △7,856

  持分法投資利益(△)又は損失 27,025

小計 △1,228,766 △189,524

 

(14) 25 ページ 

【訂正前】 

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当社グループは、前連結会計年度に 9,496,927 千円、当連結会計年度に6,067,417千円と多

額の当期純損失を計上しております。また、前連結会計年度に 785,043 千円、当連結会計年

度に 1,698,337 千円と、継続的に営業損失を計上しております。 
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【訂正後】 

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当社グループは、前連結会計年度に 9,496,927 千円、当連結会計年度に6,067,417千円と多

額の当期純損失を計上しております。また、前連結会計年度に 785,043 千円、当連結会計年

度に 1,698,337 千円と、継続的に営業損失を計上しております。 

 

(15) 44 ページ 

【訂正前】 

当連結会計年度（自平成 18 年６月１日 至平成 19 年５月 31 日） 

 消去又は全社（千円） 連結（千円） 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

  資産 2,485,558 7,562,500

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自平成 18 年６月１日 至平成 19 年５月 31 日） 

 消去又は全社（千円） 連結（千円） 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出   

  資産 571,837 5,648,778

 

(16) 60 ページ 

【訂正前】 

(１株当たり情報) 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年６月１日 

至 平成 19 年５月 31 日） 

1 株当たり純資産 6,655.86円

1 株当たり当期純損失 28,044.63円

 

１．１株当たり純資産額及び潜在株調整後１株当たり純資産額 

 当連結会計年度 

（自 平成 18 年６月１日 

至 平成 19 年５月 31 日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 2,574,163

普通株式に係る純資産額 2,344,434
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２．１株当たり当期純資産及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 当連結会計年度 

（自 平成 18 年６月１日 

至 平成 19 年５月 31 日） 

当期純損失（千円） 5,925,605

普通株式に係る当期純損失（千円） 5,925,605

 

【訂正後】 

(１株当たり情報) 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年６月１日 

至 平成 19 年５月 31 日） 

1 株当たり純資産 6248.20円

1 株当たり当期純損失 28715.79円

 

１．１株当たり純資産額及び潜在株調整後１株当たり純資産額 

 当連結会計年度 

（自 平成 18 年６月１日 

至 平成 19 年５月 31 日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 2,430,571

普通株式に係る純資産額 2,200,841

 

２．１株当たり当期純資産及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 当連結会計年度 

（自 平成 18 年６月１日 

至 平成 19 年５月 31 日） 

当期純損失（千円） 6,067,417

普通株式に係る当期純損失（千円） 6,067,417

 

(17) 66 ページ 

【訂正前】 

 
当事業年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 

（純資産の部）  

 繰越利益剰余金 △3,940,501  

 

【訂正後】 

 
当事業年度 

（平成 19 年５月 31 日） 
比較増減 

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 

（純資産の部）  

 繰越利益剰余金 △7,599,431  

 

以 上 

 

12 


