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各  位 

会 社 名  株式会社ドリームインキュベータ 
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（訂正）平成 19 年３月期決算短信（非連結） 

 

平成 19 年５月 10 日に発表いたしました「平成 19 年３月期決算短信（非連結）」の内容

に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

（１）17ページ 

 

（訂正前） 

 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18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) 区分 

注記

番号
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

   

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※２ 1,079 124,897 

２ 有価証券利息  ― 6,267 

３ 雑収入  486 1,566 0.0 1,046 132,211 7.1

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ito Mitsushige
財務会計基準機構マーク



（訂正後） 

 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18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) 区分 

注記

番号
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

   

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※２ 1,079 2,595 

２ 有価証券利息  ― 128,568 

３ 雑収入  486 1,566 0.0 1,046 132,211 7.1
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（訂正前） 

 前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18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)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    

１ 税引前当期純利益  1,848,040 390,549 

２ 減価償却費  9,731 7,574 

３ 投資損失引当金の増減額（△は減少）  △50,000 44,714 

４ 役員退職慰労金  3,000 － 

５ 受取利息  △1,079 △124,897 

６ 上場関連費用  23,066 － 

７ 新株発行費  34,247 － 

８ 株式交付費  － 742 

９ 有価証券運用損  － 31,080 

10 支払利息  － 263 

11 営業投資有価証券の増減額（△は増加）   △654,471 △1,930,679 

12 売上債権の増減額（△は増加）   △56,200 4,702 

13 前払費用の増減額（△は増加）   △8,477 7,044 

14 未収入金の増減額（△は増加）  1,352 △225 

15 その他の資産の増減額（△は増加）   △5,852 6,325 

16 未払金の増減額（△は減少）   44,804 △27,538 

17 未払費用の増減額（△は減少）   5,463 △270 

18 前受金の増減額（△は減少）   3,855 26,799 

19 預り金の増減額（△は減少）   3,093 5,851 

20 未払消費税等の増減額（△は減少）  1,456 4,629 

21 未払法人税等(外形標準)の増減額（△は減少）  32,656 △22,762 

 小計  1,234,685 △1,576,094 

22 利息及び配当金の受取額  1,079 122,595 

23 法人税等の支払額  △352,135 △1,230,274 

24 役員退職慰労金の支払額  △11,000 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー  872,628 △2,683,773 

    
    



（訂正後） 

 前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18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)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    

１ 税引前当期純利益  1,848,040 390,549 

２ 減価償却費  9,731 7,574 

３ 投資損失引当金の増減額（△は減少）  △50,000 44,714 

４ 役員退職慰労金  3,000 － 

５ 受取利息  △1,079 △2,595 

６ 有価証券利息  － △122,301 

７ 上場関連費用  23,066 － 

８ 新株発行費  34,247 － 

９ 株式交付費  － 742 

10 有価証券運用損  － 31,080 

11 支払利息  － 263 

12 営業投資有価証券の増減額（△は増加）   △654,471 △1,930,679 

13 売上債権の増減額（△は増加）   △56,200 4,702 

14 前払費用の増減額（△は増加）   △8,477 7,044 

15 未収入金の増減額（△は増加）  1,352 △225 

16 その他の資産の増減額（△は増加）   △5,852 6,325 

17 未払金の増減額（△は減少）   44,804 △27,538 

18 未払費用の増減額（△は減少）   5,463 △270 

19 前受金の増減額（△は減少）   3,855 26,799 

20 預り金の増減額（△は減少）   3,093 5,851 

21 未払消費税等の増減額（△は減少）  1,456 4,629 

22 未払法人税等(外形標準)の増減額（△は減少）  32,656 △22,762 

 小計  1,234,685 △1,576,094 

23 利息及び配当金の受取額  1,079 122,595 

24 法人税等の支払額  △352,135 △1,230,274 

25 役員退職慰労金の支払額  △11,000 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー  872,628 △2,683,773 

    
    

 

 

 

以  上 


