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News Release 
 

（訂正）平成 19 年 9 月期決算短信の一部訂正について 

  

当社は、平成 19 年 11 月 12 日付けで発表しました、「平成 19 年 9 月期 決算短信」について、一

部訂正しましたので、下記の通りお知らせいたします。 この訂正による経営成績への影響はございま

せん。 

 

記 
 
１． 訂正の理由 

セグメント情報について、IMJ 単体の事業をセグメント毎に集計する際に、誤った手

順で作業を行い、社内取引による売上高の一部を Web インテグレーション事業に多く配

賦していたため、広告マーケティング事業の売上高及び営業利益が、実際より少なく集

計されておりました。 
これにより、連結の Web インテグレーション事業と広告マーケティング事業の売上高、

営業利益に訂正が発生したため、以下のように訂正させていただきます。 
税効果会計について、一部のグループ会社で集計ミスがあったことが有価証券報告書

作成中に分かったため、訂正いたします。 

セグメント間の売上高、営業利益と税効果会計の内訳の訂正となりますので、連結の売

上高、営業利益には影響はございません。 

 

 

 

２． 訂正箇所  

 １．【3-４ページ】    

   １ 経営成績 （１）経営成績に関する分析 ■連結セグメント別業績 説明文章 

 ２．【36 ページ】     

   （セグメント情報） 1 事業の種類別セグメント情報 当連結会計年度 

 ３．【40-41 ページ】  

   (税効果会計関係) 

 

 

 

３． 訂正内容   訂正箇所は、＿＿で示しております。 

１．１ 経営成績 （１）経営成績に関する分析 ■連結セグメント別業績 

【訂正前】 

   セグメント別売上は、ウェブインテグレーション事業7,431百万円（セグメント間の内部売上高又は

振替高278百万円を含む、前年同期比105.7％） 

  【訂正後】 

セグメント別売上は、ウェブインテグレーション事業7,342百万円（セグメント間の内部売上高又は

振替高278百万円を含む、前年同期比104.4％） 

 

 



【訂正前】 

広告マーケティング事業4,955百万円（セグメント間の内部売上高又は振替高118百万円を含む、

前年同期比139.1％）となりました。 

【訂正後】 

広告マーケティング事業5,044百万円（セグメント間の内部売上高又は振替高118百万円を含む、

前年同期比141.7％）となりました。 

 

【訂正前】（ウェブインテグレーション事業） 

   当事業の売上高は前年同期比105.7％の7,431百万円（セグメント間の内部売上高又は振替高

278百万円を含む）、営業利益は前年同期比77.8％の506百万円となりました。 

【訂正後】（ウェブインテグレーション事業） 

   当事業の売上高は前年同期比104.4％の7,342百万円（セグメント間の内部売上高又は振替高

278百万円を含む）、営業利益は前年同期比61.3％の399百万円となりました。 

 

【訂正前】（広告マーケティング事業） 

当事業の売上高は前年同期比139.1％の4,955百万円（セグメント間の内部売上高又は振替高

118百万円を含む）、営業利益は△96百万円 (前年は△80百万円)となりました。 

【訂正後】（広告マーケティング事業） 

当事業の売上高は前年同期比141.7％の 5,044百万円（セグメント間の内部売上高又は

振替高 118 百万円を含む）、営業利益は17 百万円 (前年は△80 百万円)となりました。 

 

【訂正前】（広告マーケティング事業） 

一方、減益となった主な要因は、売上げ拡大のために当連結会計年度に採用した人材の戦力

化の遅れによるものでございます。 

【訂正後】（広告マーケティング事業） 

文章削除 

 

 2. 【36 ページ】  （セグメント情報） 1 事業の種類別セグメント情報 当連結会計年度 

【訂正前】 

当連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年 9 月 30 日) 

 

  

ウェブインテグ

レーション事

業 

(千円) 

モバイルインテ

グレーション 

事業 

(千円) 

エンタテインメ

ント事業 

(千円) 

広告マーケティ

ング事業 

（千円） 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び 

  営業損益     
  

売上高   

(1) 外部顧客に対 

  する売上高 
7,152,775 4,626,366 2,001,828 4,836,383 18,617,354 ― 18,617,354

(2) セグメント 

  内部売上高 

  又は振替高 

278,719 335,291 11,700 118,680 744,392 (744,392) ―

 計 7,431,495 4,961,658 2,013,528 4,955,064 19,361,747 (744,392) 18,617,354

営業費用 6,924,500 5,159,713 1,994,024 5,051,548 19,129,787 (604,933) 18,524,854

営業利益 

又は営業損失（△） 
506,994 △198,055 19,504 △96,483 231,959 (139,459) 92,500

Ⅱ 資産、減価償却費 

  及び資本的支出   
  

  資産 2,419,900 3,416,385 2,786,688 1,889,390 10,512,364 2,728,766 13,241,131



  減価償却費 122,209 198,286 26,406 85,930 432,832 21,506 454,339

  減損損失 77,181 ― ― ― 77,181 25,116 102,298

  資本的支出 183,136 162,733 71,039 34,808 451,718 11,200 462,918

 

 

 

【訂正後】 

当連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年 9 月 30 日) 

  

ウェブインテ

グレーション

事業 

(千円) 

モバイルイン

テグレーショ

ン 

事業 

(千円) 

エンタテイン

メント事業

(千円) 

広告マーケテ

ィング事業

（千円） 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び 

  営業損益    
  

売上高   

(1) 外部顧客に対 

  する売上高 
7,063,433 4,626,366 2,001,828 4,925,725 18,617,354 ― 18,617,354

(2) セグメント 

  内部売上高 

  又は振替高 

278,719 335,291 11,700 118,680 744,392 (744,392) ―

計 7,342,153 4,961,658 2,013,528 5,044,406 19,361,747 (744,392) 18,617,354

営業費用 6,942,525 5,159,713 1,994,024 5,026,953 19,123,217 (598,363) 18,524,854

営業利益 

又は営業損失（△） 
399,627 △198,055 19,504 17,452 238,529 (146,029) 92,500

Ⅱ 資産、減価償却費 

  及び資本的支出 
  

  資産 2,419,900 3,416,385 2,786,688 1,889,390 10,512,364 2,728,766 13,241,131

  減価償却費 122,209 198,286 26,406 85,930 432,832 21,506 454,339

  減損損失 77,181 ― ― ― 77,181 25,116 102,298

  資本的支出 183,136 162,733 71,039 34,808 451,718 11,200 462,918

 

  

 

【訂正前】 

   ３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  当連結会計年度 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不能

営業費用の金額(千円) 
136,063

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であ

ります。 

 

【訂正後】 

   ３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  当連結会計年度 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不能

営業費用の金額(千円) 
142,633

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であ

ります。 

 



 

 ３．【40 ページ】  (税効果会計関係) 

 

【訂正前】 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  
前連結会計年度 

(平成 18 年９月 30 日)
  

当連結会計年度 
(平成 19 年９月 30 日)

(流動の部)         

 繰延税金資産       

  貸倒引当金繰入限度超過額  ―千円    22,493千円

  賞与引当金繰入限度超過額  104,698    86,622 

  関係会社整理に伴う損失否認  ―    98,711 

  未払事業税否認  15,569    23,551 

  債務保証損失引当金否認  ―    8,951 

  その他  35,797     55,513  

   計  156,065     295,844  

  評価性引当額  △28,867     △65,678  

   繰延税金資産計  127,198     230,165  

       

(固定の部)       

 繰延税金資産       

  一括償却資産償却限度超過額  6,766    5,165 

  投資有価証券等評価損否認  18,020    10,973 

  減価償却限度超過額  41,960    40,717 

  貸倒引当金繰入限度超過額  27,499    25,132 

  繰越欠損金  241,534    170,247 

  その他  41,048     50,230  

   計  376,829     302,468  

  評価性引当額  △354,481    △262,149 

  繰延税金負債との相殺  △22,347     △27,315  

   繰延税金資産計  ―     13,002  

       

(固定の部)       

 繰延税金負債       

  その他有価証券評価差額金  △574,052    △78,804 

  繰延税金資産(固定)との相殺  22,347     27,315  

   繰延税金負債計  △551,705     △51,488  

 

 

 

 

 

 



 

 

【訂正後】 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  
前連結会計年度 

(平成 18 年９月 30 日)
  

当連結会計年度 
(平成 19 年９月 30 日)

(流動の部)         

 繰延税金資産       

  貸倒引当金繰入限度超過額  ―千円    8,962千円

  賞与引当金否認  104,698    103,194 

  関係会社整理に伴う損失否認  ―    98,711 

  未払事業税否認  15,569    22,774 

  債務保証損失引当金否認  ―    8,951 

  その他  35,797     53,161  

   計  156,065     295,755  

  評価性引当額  △28,867     △65,590  

   繰延税金資産(流動)計  127,198     230,165  

       

(固定の部)       

 繰延税金資産       

  一括償却資産損金算入限度超過額  6,766    5,735 

  投資有価証券等評価損否認  18,020    15,205 

  減価償却限度超過額  41,960    82,443 

  貸倒引当金繰入限度超過額  27,499    41,673 

  繰越欠損金  241,534    265,041 

  その他  41,048     8,901  

   計  376,829     419,000  

  評価性引当額  △354,481    △356,933 

  繰延税金負債との相殺  △22,347     △49,064  

   繰延税金資産(固定)計  ―     13,002  

       

 繰延税金負債       

  その他有価証券評価差額金  △574,052    △78,733 

   その他  ―     △21,818  

     計  △574,052     △100,552  

 繰延税金資産(固定)との相殺  22,347     49,064  

   繰延税金負債計  △551,705     △51,488  

 

 

 

 

 

 



 

【訂正前】 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  
前連結会計年度 

(平成 18 年９月 30 日)
  

当連結会計年度 
(平成 19 年９月 30 日)

法定実効税率  40.7％    40.7％ 

 (調整)       

交際費等永久に損金に算入されない項目  5.6    44.9 

住民税均等割  2.8    14.7 

IT 投資に伴う税額控除  △1.7    ― 

教育訓練費増加額特別控除  ―    △3.1 

のれん償却額  ―    55.6 

連結調整勘定償却額  8.6    ― 

持分変動損益  △14.6    △30.3 

持分法による投資損失  4.2    6.4 

関係会社株式売却損益 
 ―    △21.8 

未実現利益 
 ―    10.8 

減損損失 
 ―    31.0 

評価性引当額等  0.8     53.5  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  46.4     202.4  

 

 

【訂正後】 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  
前連結会計年度 

(平成 18 年９月 30 日)
  

当連結会計年度 
(平成 19 年９月 30 日)

法定実効税率  40.7％    40.7％ 

 (調整)       

交際費等永久に損金に算入されない項目  5.6    30.6 

住民税均等割  2.8    15.6 

IT 投資に伴う税額控除  △1.7    ― 

教育訓練費増加額特別控除  ―    △3.1 

のれん償却額等  ―    63.1 

連結調整勘定償却額  8.6    ― 

持分変動損益  △14.6    △30.3 

持分法による投資損失  4.2    6.4 

連結上の関係会社株式売却損益調整額 
 ―    △20.0 

未実現損益調整額 
 ―    10.7 

評価性引当額等  0.8     88.9  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  46.4     202.4  

 

 

 

 



 

４. 今後の対応 

決算短信作成にあたっては、通常チェック・作成担当含め複数名で行っておりました

が平成19年9月期決算短信作成については、人員の都合上複数名での確認が行われず、

作成プロセスについてチェック機能が働きませんでした。 

    今後は、現在鋭意推進中の内部統制の一環として、プロセスをドキュメント化するとともに、 

   複数名でチェックできる体制を構築し、対応していきたいと考えております。 

 

 

 

                    ＜本件に関するお問合せ先＞ 

 
株式会社 アイ・エム・ジェイ http://www.imjp.co.jp/ 
取締役 兼 CFO 浅川達也  TEL：03-5759-0840 e-mail：irpr@imjp.co.jp 


