
 1 

平成 19 年 12 月 26 日 

各位 

会 社 名 株式会社フォーバルクリエーティブ

代表社名 代表取締役社長 金 住治 

( コ ー ド ： 2 7 2 4 、 大 証 ヘ ラ ク レ ス G )

問合せ先 取締役 浦野 義朗 

(TEL：03-5797-0040)

 

(修正・訂正)平成 20 年 3 月期中間決算短信の一部修正・訂正について 

 

平成 19 年 11 月 16 日に発表いたしました「平成 20 年 3 月期中間決算短信」の記載内容に一部修正

及び訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせします。 

 一部修正及び訂正箇所は＿＿＿＿線で示しております。 

 

記 

☐  1 ページ 

1. 19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 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 中間(当期)純利益

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

1,095  △11.7 
1,224   46.0  

△30    ─ 
△40     ─  

△18     ―  
 △36     ―  

△154     ―  
△38     ─  

19 年 3 月期 1,890            △62    ─   △55     ─  △194    ─   
 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 円  銭 円  銭

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

△19,103.85 
△4,830.44 

―   
―   

19 年 3 月期 △24,083.06   ―   

  
修正後 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間(当期)純利益

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

1,095  △10.5 
1,224   46.0  

△30    ─ 
△40     ─  

△21     ―  
 △36     ―  

△166     ―  
△38     ─  

19 年 3 月期 1,890            △62    ─   △55     ─  △194    ─   

 
 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 円  銭 円  銭

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

△20,545.35 
△4,830.44 

―   
―   

19 年 3 月期 △24,083.06   ―   
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 (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９月中間期 1,427 624 43.3 76,463 64 
18年９月中間期 1,524 907 59.5 112,066 10 

 19年３月期 1,306 788 59.8 96,569 71 

 

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９月中間期 1,544 613 39.3 75,841 89 
18年９月中間期 1,524 907 59.5 112,066 10 

 19年３月期 1,306 788 59.8 96,569 71 

 

☐ 2 ページ  
5. 個別業績の概要（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日） 
(1) 個別経営成績 
修正前 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 914 △18.0 △55 ─ △44 ─ △168 ─ 
18年９月中間期 1,079 30.2 △34 ─ △30 ─ △32 ─ 
 19年３月期 2,107 ― △76 ― △68 ― △207 ― 

 

 １株当たり中間 
    (当期)純利益 

 円 銭 
19年９月中間期 △20,824 78 
18年９月中間期 △4,076 54 

 19年３月期 △25,675 75 

 

修正後 
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
19年９月中間期 915 △15.2 △56 ─ △47 ─ △181 ─ 
18年９月中間期 1,079 30.2 △34 ─ △30 ─ △32 ─ 
 19年３月期 2,107 ― △76 ― △68 ― △207 ― 

 

 １株当たり中間 
    (当期)純利益 

 円 銭 
19年９月中間期 △22,439 31 
18年９月中間期 △4,076 54 

 19年３月期 △25,675 75 

 

 

 

 

 

 



 3 

(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９月中間期 1,367 612 44.3 74,926 45 

18年９月中間期 1,507 927 61.5 114,591 16 

 19年３月期 1,258 790 62.2 96,753 45 

 
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９月中間期 1,484 599 39.9 73,311 92 

18年９月中間期 1,507 927 61.5 114,591 16 

 19年３月期 1,258 790 62.2 96,753 45 

 
☐ 3 ページ 
１ 経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 
 修正・訂正前 
なお「ソフトウエア取引の収益の会計処理に関する実務上の取り扱い(実務対応報告第 17 号 

企業会計基準委員会 平成 18 年 3 月 30 日)が公表されたことにより、本年 4月以降開始する

事業年度から適用するという指針に基づき、当期より提供期間にわたる契約の履行に応じて

収益認識を行うよう変更することとしました。この変更により、過年度に計上した保守売上

の中で今期以降に収益認識を行うものを過年度売上修正額として 128 百万円を当中間期に特

別損失に計上するとともに、過年度に収益を計上した保守売上の中で当中間期に収益認識を

行うものにつきましては改めて売上・利益の計上を行いました。 

 

以上の結果、当中間期の連結売上高は 1,095 百万円(前年同期比 10.5％減)となり、営業損失

は 30 百万円(前年同期は 40 百万円の営業損失）、経常損失は 18 百万円(前年同期は 36 百万円

の経常損失)、中間純損失は 154 百万円(前年同期は 38 百万円の純損失)となりました。  

事業別の状況は次のとおりであります。  

【プロダクトセールス事業】  

当事業部門は、統合型セキュリティアプライアンス商品が中小企業向けを中心に引き続き堅調に

推移し、当事業部門の 60.9％を占めることとなりました。また、大手企業向けファイアウォール

商品(ライセンス) は競合の激化、需要一巡化、大型商談の減少などの影響を受け前年比 59.0%と

大幅な減少となりました。  

以上の結果、当事業部門の連結売上高は 441 百万円(前年同期比 25.3%減)となり、売上構成比率は

40.3％となりました。  

【保守サービス事業】  

当事業部門は、商品の販売後に継続して安定的に売上が見込めるストック型ビジネスとして当社

グループの売上の重要な位置を占めております。特に大手企業向けファイアウォール商品の保守

については顧客・パートナーに対する技術面でのサポートが高く評価されております。  
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当中間期における保守売上高は大手企業向け保守売上の減少により、連結売上高は 396 百万円(前

年同期比 15.0％減)売上構成比率は 36.1％となりました。  

【プロフェッショナルサービス事業】  

当事業部門は、セキュリティに関連したマネージドサービス、コンサルティング、導入設置、教

育、人材派遣などのサービスビジネスであり、当社の今後の大きな柱に成長させていく分野と位

置づけています。  

新しいサービス事業としては、前期末に企業向け包括的セキュリティサービス「FC トータル セ

キュアオフィス サービス」を開発し運用を開始したほか、当第 1 四半期にはモバイルを利用し

た電子認証プラットフォームの開発ならびにサービス運用を開始いたしました。  

また、IT 技術者の旺盛な需要を背景にネットワーク及びセキュリティ分野の管理者、技術者の人

材育成及びアウトソーシング業務を行う当社 100％出資の子会社クリエーティブソリューション

ズは順調に売上を伸ばしております。  

以上の結果、当事業部門の連結売上高は 258 百万円(前年同期比 53.0％増)となり売上構成比率は

23.6％となりました。  
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修正・訂正後 
なお「ソフトウエア取引の収益の会計処理に関する実務上の取り扱い(実務対応報告第 17 号 企

業会計基準委員会 平成 18 年 3 月 30 日)が公表されたことにより、本年 4 月以降開始する事業年

度から適用するという指針に基づき、当期より提供期間にわたる契約の履行に応じて収益認識を

行うよう変更することとしました。この変更により、過年度に計上した保守売上の中で今期以降

に収益認識を行うものを過年度保守売上修正損として 126 百万円を当中間期に特別損失に計上す

るとともに、過年度に収益を計上した保守売上の中で当中間期に収益認識を行うものにつきまし

ては改めて売上・利益の計上を行いました。 

 
以上の結果、当中間期の連結売上高は 1,095 百万円(前年同期比 10.5％減)となり、営業損失は 30

百万円(前年同期は 40 百万円の営業損失）、経常損失は 21 百万円(前年同期は 36 百万円の経常損

失)、中間純損失は 166 百万円(前年同期は 38 百万円の純損失)となりました。  

事業別の状況は次のとおりであります。  

【プロダクトセールス事業】  

当事業部門は、統合型セキュリティアプライアンス商品が中小企業向けを中心に引き続き堅調に

推移し、当事業部門の 60.9％を占めることとなりました。また、大手企業向けファイアウォール

商品(ライセンス) は競合の激化、需要一巡化、大型商談の減少などの影響を受け前年比 59.0%と

大幅な減少となりました。  

以上の結果、当事業部門の連結売上高は 440 百万円(前年同期比 14.7%減)となり、売上構成比率は

40.2％となりました。  

【保守サービス事業】  

当事業部門は、商品の販売後に継続して安定的に売上が見込めるストック型ビジネスとして当社

グループの売上の重要な位置を占めております。特に大手企業向けファイアウォール商品の保守

については顧客・パートナーに対する技術面でのサポートが高く評価されております。  

当中間期における保守売上高は大手企業向け保守売上の減少により、連結売上高は 397 百万円(前

年同期比 25.4％減)売上構成比率は 36.2％となりました。  

【プロフェッショナルサービス事業】  

当事業部門は、セキュリティに関連したマネージドサービス、コンサルティング、導入設置、教

育、人材派遣などのサービスビジネスであり、当社の今後の大きな柱に成長させていく分野と位

置づけています。  

新しいサービス事業としては、前期末に企業向け包括的セキュリティサービス「FC トータル セ

キュアオフィス サービス」を開発し運用を開始したほか、当第 1 四半期にはモバイルを利用し

た電子認証プラットフォームの開発ならびにサービス運用を開始いたしました。  

また、IT 技術者の旺盛な需要を背景にネットワーク及びセキュリティ分野の管理者、技術者の人

材育成及びアウトソーシング業務を行う当社 100％出資の子会社クリエーティブソリューション

ズは順調に売上を伸ばしております。  

以上の結果、当事業部門の連結売上高は 258 百万円(前年同期比 52.9％増)となり売上構成比率は

23.5％となりました。  
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☐ 5 ページ 

 (2) 財政状態に関する分析 
修正前 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動におけるキャッシュ・フローは、増加要因として、売上債権の減少 163 百万円、前

受金の増加 599 百万円等であり、減少要因として、税金等調整前中間純損失 141 百万円、たな卸

資産の増加 482 百万円、仕入債務の減少 158 百万等により 67 百万円の減少となりました。 

  
   修正後 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動におけるキャッシュ・フローは、増加要因として、売上債権の減少 91 百万円、前受

金の増加 674 百万円等であり、減少要因として、税金等調整前中間純損失 154 百万円、たな卸資

産の増加 527 百万円、仕入債務の減少 102 百万円等により 67 百万円の減少となりました。 
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☐ 12 ページ 
４ 中間連結財務諸表 
(1) 中間連結貸借対照表 
修正・訂正前 
 

  前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

(資産の部)           
Ⅰ 流動資産           
 １ 現金及び預金   317,306   351,863   536,167  
 ２ 受取手形及び売掛金 ※１  458,249   290,435   453,553  
 ３ 有価証券   336,330   ─   0  
 ４ たな卸資産   170,521   606,123   123,956  
 ５ 繰延税金資産   722   ─   ─  
 ６ その他   63,549   41,438   44,424  
   流動資産合計   1,346,680 88.3  1,289,861 90.3  1,158,102 88.7 

Ⅱ 固定資産           
 １ 有形固定資産 ※２          
  (1) 建物  14,235   12,214   13,147   
  (2) 器具備品  20,510 34,746  54,481 66,695  60,224 73,372 5.6 

 ２ 無形固定資産   19,263   12,155   15,395 1.2 

 ３ 投資その他の資産           
  (1) 投資有価証券  58,950   23   41   
  (2) 繰延税金資産  7,995   ─   ─   
  （3）長期前払費用  ─   27,720   29,923   
    (4) 差入保証金  ─   31,200   29,338   
  (5) その他  56,643   14,373   14,373   
    貸倒引当金  ─   △14,373   △14,373   
   投資その他の資産 

   合計         123,588 8.1  58,943 4.1  59,303 4.5 

   固定資産合計   177,598 11.7  137,795 9.7  148,072 11.3 

   資産合計   1,524,278 100.0  1,427,656 100.0  1,306,174 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

(負債の部)           
Ⅰ 流動負債           
 １ 買掛金   280,327   85,112   243,236  
 ２ 短期借入金   200,000   ─   100,000  
 ３ 未払金   ─   38,727   69,150  
 ４ 前受金   ─   599,501   ─  
 ５ 未払法人税等   1,751   13,142   2,325  
 ６ 未払消費税等   26,605   4,728   37,692  
 ７ その他   94,073   46,923   51,352  
   流動負債合計   602,758 39.5  788,136 55.2  503,757 38.6 

Ⅱ 固定負債           
 １ 退職給付引当金   14,252   14,528   13,603  
   固定負債合計   14,252 1.0  14,528 1.0  13,603 1.0 

   負債合計   617,010 40.5  802,665 56.2  517,361 39.6 

           
(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           
 １ 資本金   444,336 29.1  444,336 31.1  444,336 34.0 

 ２ 資本剰余金   136,636 9.0  136,636 9.9  136,636 10.5 

 ３ 利益剰余金   355,479 23.3  37,410 2.6  199,990 15.3 

   株主資本合計   936,451 61.4  618,382 43.3  780,962 59.8 

Ⅱ 評価・換算差額等           
   その他有価証券 
   評価差額金   △30,173   △21 △0.0  △3 △0.0 

   評価・換算差額等 
   合計   △30,173 △2.0  △21 △0.0  △3 △0.0 

Ⅲ 新株予約権   989 0.1  6,629 0.4  7,853 0.6 

   純資産合計   907,268 59.5  624,990 43.8  788,812 60.4 

   負債純資産合計   1,524,278 100.0  1,427,656 100.0  1,306,174 100.0 
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修正・訂正後 

  前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

(資産の部)           
Ⅰ 流動資産           
 １ 現金及び預金   317,306   351,863   536,167  
 ２ 受取手形及び売掛金 ※１  458,249   362,003   453,553  
 ３ 有価証券   336,330   ─   0  
 ４ たな卸資産   170,521   651,763   123,956  
 ５ 繰延税金資産   722   ─   ─  
 ６ その他   63,549   52,584   44,424  
   流動資産合計   1,346,680 88.3  1,418,215 91.8  1,158,102 88.7 

Ⅱ 固定資産           
 １ 有形固定資産 ※２          
  (1) 建物  14,235   933   13,147   
  (2) 器具備品  20,510 34,746  54,481 55,415  60,224 73,372 5.6 

 ２ 無形固定資産   19,263   12,155   15,395 1.2 

 ３ 投資その他の資産           
  (1) 投資有価証券  58,950   23   41   
  (2) 繰延税金資産  7,995   ─   ─   
  (3) その他  56,643   73,293   73,635   
    貸倒引当金  ─   △14,373   △14,373   
   投資その他の資産 

   合計         123,588 8.1  58,943 3.8  59,303 4.5 

   固定資産合計   177,598 11.7  126,514 8.2  148,072 11.3 

   資産合計   1,524,278 100.0  1,544,730 100.0  1,306,174 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

(負債の部)           
Ⅰ 流動負債           
 １ 買掛金   280,327   140,245   243,236  
 ２ 短期借入金   200,000   ─   100,000  
 ３ 前受金   ─   674,498   433  
 ４ 未払法人税等   1,751   11,743   2,325  
 ５ 未払消費税等   26,605   4,728   37,692  
 ６ その他   94,073   85,651   120,069  
   流動負債合計   602,758 39.5  916,867 59.4  503,757 38.6 

Ⅱ 固定負債           
 １ 退職給付引当金   14,252   14,528   13,603  
   固定負債合計   14,252 1.0  14,528 0.9  13,603 1.0 

   負債合計   617,010 40.5  931,396 60.3  517,361 39.6 

           
(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           
 １ 資本金   444,336 29.1  444,336 28.8  444,336 34.0 

 ２ 資本剰余金   136,636 9.0  136,636 8.8  136,636 10.5 

 ３ 利益剰余金   355,479 23.3  25,752 1.7  199,990 15.3 

   株主資本合計   936,451 61.4  606,725 39.3  780,962 59.8 

Ⅱ 評価・換算差額等           
   その他有価証券 
   評価差額金   △30,173   △21 △0.0  △3 △0.0 

   評価・換算差額等 
   合計   △30,173 △2.0  △21 △0.0  △3 △0.0 

Ⅲ 新株予約権   989 0.1  6,629 0.4  7,853 0.6 

   純資産合計   907,268 59.5  613,333 39.7  788,812 60.4 

   負債純資産合計   1,524,278 100.0  1,544,730 100.0  1,306,174 100.0 
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 ☐ 14 ページ 
(2) 中間連結損益計算書 
修正・訂正前 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(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 

    
(％) 

金額(千円) 
百分比 

    
(％) 

Ⅰ 売上高   1,224,413 100.0  1,095,247 100.0  2,422,851 100.0 

Ⅱ 売上原価   985,421 80.5  858,888 78.4  1,932,932 79.8 

   売上総利益   238,991 19.5  236,358 21.6  489,918 20.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  279,551 22.8  266,580 24.3  552,855 22.8 

   営業損失   40,559 △3.3  30,222 △2.7  62,936 △2.6 

Ⅳ 営業外収益           
 １ 受取利息  6,576   291   15,144   
 ２ 為替差益  ─   9,546   ─   
 ３ その他  352 6,928 0.6 3,181 13,020 1.1 460 15,605 0.6 

Ⅴ 営業外費用           
 １ 支払利息  144   248   917   
 ２ 為替差損  2,964   ─   7,202   
 ３ その他  ─ 3,109 0.3 578 826  ─ 8,120 0.3 

   経常損失   36,739 △3.0  18,028 △1.6  55,451 △2.3 

Ⅵ 特別利益           
 １ 新株予約権戻入益  ― ― ― 4,283 4,283 0.3 ─ ─ ─ 
Ⅶ 特別損失           
 １ 過年度売上修正額  ―   128,165   ─   
 ２ その他  ― ― ― ─ 128,165 11.7 128,546 128,546 5.3 

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失   36,739 △3.0  141,910   183,997 △7.6 

   法人税、住民税 
       及び事業税  1,128   12,582   641   
   法人税等調整額  1,065 2,193 0.2  12,582 1.1 9,783 10,424 0.4 

   中間(当期)純損失   38,933 △3.2  154,492 △14.1  194,422 △8.0 
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修正・訂正後 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(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 

    
(％) 

金額(千円) 
百分比 

    
(％) 

Ⅰ 売上高   1,224,413 100.0  1,095.968 100.0  2,422,851 100.0 

Ⅱ 売上原価   985,421 80.5  870,001 79.4  1,932,932 79.8 

   売上総利益   238,991 19.5  225,967 20.6  489,918 20.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  279,551 22.8  256,842 23.4  552,855 22.8 

   営業損失   40,559 △3.3  30,875 △2.8  62,936 △2.6 

Ⅳ 営業外収益           
 １ 受取利息  6,576   291   15,144   
 ２ 為替差益  ─   7,154   ─   
 ３ その他  352 6,928 0.6 3,181 10,628 1.0 460 15,605 0.6 

Ⅴ 営業外費用           
 １ 支払利息  144   248   917   
 ２ 為替差損  2,964   ─   7,202   
 ３ その他  ─ 3,109 0.3 578 826  ─ 8,120 0.3 

   経常損失   36,739 △3.0  21,073 △1.9  55,451 △2.3 

Ⅵ 特別利益           
 １ 新株予約権戻入益  ― ― ― 4,283 4,283 0.4 ─ ─ ─ 
Ⅶ 特別損失           
 １ 固定資産除却損     11,280      
 ２ 過年度保守売上修正損  ―   126,896   ─   
 ３ その他  ― ― ― ─ 138,177 12.6 128,546 128,546 5.3 

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失   36,739 △3.0  154,967   183,997 △7.6 

   法人税、住民税 
       及び事業税  1,128   11,182   641   
   法人税等調整額  1,065 2,193 0.2  11,182 1.0 9,783 10,424 0.4 

   中間(当期)純損失   38,933 △3.2  166,150 △15.1  194,422 △8.0 
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☐ 16 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４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 
修正前 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 444,336 136,636 199,990 780,962 

中間連結会計期間中の変動額     

 新株の発行     

 別途積立金取崩額 (注）     

 剰余金の配当   △ 8,087 △ 8,087 

 中間純損失 (△)   △ 154,492 △ 154,492 

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) 
    

平成19年９月30日残高(千円) 444,336 136,636 37,410 618,382 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) △3 △3 7,853 788,812 

中間連結会計期間中の変動額     

 新株の発行     

 別途積立金取崩額 (注）      

 剰余金の配当    △8,087 

 中間純損失 (△)    △154,492 

 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) 
△17 △17 △1,224 △1,241 

中間連結会計期間中の変動額合計  

(千円) 
△17 △17 △1,224 △1,241 

平成19年９月30日残高(千円) △21 △21 6,629 624,990 
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修正後 
株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 444,336 136,636 199,990 780,962 

中間連結会計期間中の変動額     

 新株の発行     

 別途積立金取崩額 (注）     

 剰余金の配当   △ 8,087 △ 8,087 

 中間純損失 (△)   △ 166,150 △ 166,150 

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) 
  △174,,237 △174,237 

平成19年９月30日残高(千円) 444,336 136,636 25,752 606,725 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) △3 △3 7,853 788,812 

中間連結会計期間中の変動額     

 新株の発行     

 別途積立金取崩額 (注）      

 剰余金の配当    △8,087 

 中間純損失 (△)    △166,150 

 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) 
△17 △17 △1,224 △1,242 

中間連結会計期間中の変動額合計  

(千円) 
△17 △17 △1,224 △175,479 

平成19年９月30日残高(千円) △21 △21 6,629 613,333 
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☐ 18 ページ 
(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

修正前 
 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

   税金等調整前中間(当期) 

純損失(△) 
 △36,739 △141,910 △183,997

   減価償却費  12,649 21,622 31,283

   株式報酬費用  989 3,059 7,853

   退職給付引当金の増減額 

（減少：△） 
 422 925 △225

   貸倒引当金の増加額  ─ ─ 14,373

   受取利息及び受取配当金    △6,576 △291 △15,144

   支払利息  144 248 917

   売上債権の増減額 

   (増加:△) 
 △54,373 163,117 △49,677

    

たな卸資産の増加額 

    

 △63,722 △482,166 △17,157

   前受金の増加額  ─ 599,068 ─

   仕入債務の増減額 

   (減少:△) 
 68,481 △158,124 31,390

   未払消費税等の増減額 

   (減少:△) 
 24,936 △32,963 36,022

   投資有価証券評価損  ─ 62,149

   有価証券解約損  ─ ─ 26,168

   新株予約権戻入益  ─ △4,283 ─

   その他  30,155 △36,087 33,170

    小計  △23,633 △67,786 △22,872

   利息及び配当金の受取額     6,613 291 15,181

   利息の支払額  △288 △497 △1,166

   法人税等の支払額  △1,073 731 △1,939

    営業活動による 

    キャッシュ・フロー 
 △18,381 △67,260 △10,796
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修正後 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

   税金等調整前中間(当期) 

純損失(△) 
 △36,739 △154,967 △183,997

   減価償却費  12,649 21,622 31,283

   固定資産除却損  ─ 11,280 ─

   株式報酬費用  989 3,059 7,853

   退職給付引当金の増減額 

（減少：△） 
 422 925 △225

   貸倒引当金の増加額  ─ ─ 14,373

   受取利息及び受取配当金    △6,576 △291 △15,144

   支払利息  144 248 917

   売上債権の増減額 

   (増加:△) 
 △54,373 91,549 △49,677

    

たな卸資産の増加額 

    

 △63,722 △527,806 △17,157

   前受金の増減額 

   （減少：△） 
 ─ 674,065 △796

   仕入債務の増減額 

   (減少:△) 
 68,481 △102,991 31,390

   未払消費税等の増減額 

   (減少:△) 
 24,936 △32,963 36,022

   投資有価証券評価損  ─ ─ 62,149

   有価証券解約損  ─ ─ 26,168

   新株予約権戻入益  ─ △4,283 ─

   その他  30,155 △46,011 33,966

    小計  △23,633 △66,565 △22,872

   利息及び配当金の受取額     6,613 291 15,181

   利息の支払額  △288 △497 △1,166

   法人税等の支払額  △1,073 △490 △1,939

    営業活動による 

    キャッシュ・フロー 
 △18,381 △67,260 △10,796
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☐ 20 ページ 
(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
訂正前 

 訂正後項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４．会計処理基準
に関する事項 

 (1) 重要な資産
の評価基準及
び評価方法 

② たな卸資産 
   移動平均法による原価

法を採用しております。 

② たな卸資産 
同左 

② たな卸資産 
同左 

 (2) 重要な減価
償却資産の
減価償却の
方法 

① 有形固定資産 
   定率法を採用しており

ます。 
   なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま
す。 

  建物   １５年 
  器具備品 ３年～５年 

① 有形固定資産 
同左 

    
 
 
 
 
 
 なお、平成19年度税制
改正に伴い、平成19年４
月以降取得した有形固定
資産については、改正後
の法人税法に基づく償却
方法により減価償却して
おります。 
 

① 有形固定資産 
同左 
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訂正後 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４．会計処理基準
に関する事項 

 (1) 重要な資産
の評価基準及
び評価方法 

②商品及び貯蔵品 
 
 
 
 移動平均法による原価法を
採用しております。 

②商品（ソフトウェア等
使用許諾権を除く）及び
貯蔵品 
 
    同左 

②商品及び貯蔵品 
 
  
 
    同左 

     ─── 商品(ソフトウェア等使用
許諾権） 
 
 個別法による原価法を
採用しております。 

 ─── 

 (2) 重要な減価
償却資産の
減価償却の
方法 

① 有形固定資産 
   定率法を採用しており

ます。 
   なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま
す。 

  建物   １５年 
  器具備品 ３年～５年 

① 有形固定資産 
同左 

    
 
 
 
 
 
 （会計方針の変更）  
 法人税法の改正（所得
税法等の一部を改正する
法律 平成19年３月30日 
法律第６号）及び（法人
税法施行令の一部を改正
する政令平成19年３月30
日政令第83号))に伴い、当
中間会計期間から、平成

19年４月１日以降に取得
したものについては、改
正後の法人税法に基づく
方法に変更しておりま
す。これによる損益に与
える影響は軽微でありま
す。     
（追加情報）  
 当中間会計期間から、
平成19年３月31日以前に
取得したものについて
は、償却可能限度額まで
償却が終了した翌年から
５年間で均等償却する方
法によっております。  
 当該変更に伴う損益に
与える影響は軽微であり
ます。 
 

① 有形固定資産 
同左 
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☐ 22 ページ 
 訂正前 
(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 前中間連結会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

     ── （有形固定資産の減価償却

方法の変更）  
  平成19年度税制改正に伴

い、当連結中間会計期間より

平成19年４月１日以降取得し

た有形固定資産については、

改正後の法人税法に基づく償

却方法により減価償却費を計

上しております。その影響額

は軽微であります。 
  

    ── 

 
訂正後 
削除 
 
 
追加 
表示方法の変更 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

         ──── （中間連結貸借対照表）  
 前中間連結会計期間において流動負債の「その

他」に含めて表示しておりました「前受金」（前中

間連結会計期間268千円）については、資産総額の

100分の５超となったため、当中間連結会計期間よ

り区分掲記しております。 
 （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 
 前中間連結会計期間において営業活動における

キャッシュ・フローの小計区分前の「その他」に含

めて表示しておりました「前受金の増加額」（前中

間連結会計期間796千円減少)については、重要性が

増したため、当中間連結会計期間より区分掲記して

おります。 
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☐ 23 ページ 
修正・訂正前 
（6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

     ── （保守売上の収益認識方法

の変更） 
 従来、保守料の収益につい

ては、保守契約の開始時に一

括して収益認識しておりまし

たが、「ソフトウェア取引の収

益の会計処理に関する実務上

の取扱い」（平成18年3月30日
企業会計基準委員会：実務対

応報告第17号）が公表され、

収益計上の厳格な適用が求め

られたこと及び適正な期間損

益計算を行うことから、当期

より保守売上については契約

期間に対応させ収益認識する

という処理に変更いたしまし

た。  
この結果、従来の方法に比較

して、売上高115,243千円、売

上原価106,739千円がそれぞ

れ少なく、営業損失、経常損

失及び税引前中間純損失がそ

れぞれ8,503千円多く計上さ

れております。  
なお、過年度に計上した当期

以降の保守契約期間に係わる

売上高と売上原価の差額につ

いては、特別損失として過年

度売上修正額として128,165
千円計上しております。  
 

    ── 
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修正・訂正後 
 (追加情報) 

前中間連結会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

     ── （保守売上の収益認識方法の

変更） 
 従来、保守料の収益につい

ては、保守契約の開始時に一

括して収益認識しておりまし

たが、「ソフトウェア取引の収

益の会計処理に関する実務上

の取扱い」（平成18年3月30日
企業会計基準委員会：実務対

応報告第17号）が公表され、

収益計上の厳格な適用が求め

られたこと及び適正な期間損

益計算を行うことから、当中

間連結会計期間より保守売上

については契約期間に対応さ

せ収益認識するという処理に

変更いたしました。  
この結果、従来の方法に比較

して、売上高107,015千円、売

上原価94,460千円がそれぞれ

少なく、営業損失、経常損失

及び税金等調整前中間純損失

がそれぞれ12,554千円多く計

上されております。  
なお、過年度に計上した当中

間連結会計期間以降の保守契

約期間に係わる売上高と売上

原価の差額については、特別

損失に過年度保守売上修正損

として126,896千円計上して

おります。  
 

    ── 
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 ☐ 23 ページ 
（7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 
(中間連結貸借対照表関係) 
修正前 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

   

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
60,560千円

  

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
85,736千円

  

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
73,372千円

  
 
（7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 
(中間連結貸借対照表関係) 
修正後 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

   

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
60,560千円

  

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
80,333千円

  

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
73,372千円
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☐ 24 ページ 
(中間連結損益計算書関係) 
修正前 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 
広告宣伝費 7,668千円

役員報酬 34,903千円

給与手当 107,453千円

地代家賃 17,477千円

諸手数料 25,836千円

業務委託費 10,997千円

退職給付費用 2,395千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 
広告宣伝費 3,596千円

役員報酬 31,447千円 
給与手当 86,610千円

地代家賃 18,476千円

諸手数料 14,645千円

業務委託費 30,682千円

退職給付費用 1,630千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 
広告宣伝費 14,478千円 
役員報酬 69,598千円

給与手当 207,113千円

地代家賃 35,317千円

諸手数料 47,677千円

業務委託費 27,955千円

退職給付費用 4,500千円
 

 
修正後 

前中間連結会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 
広告宣伝費 7,668千円

役員報酬 34,903千円

給与手当 107,453千円

地代家賃 17,477千円

諸手数料 25,836千円

業務委託費 10,997千円

退職給付費用 2,395千円

※２      ──── 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 
広告宣伝費 3,596千円

役員報酬 31,447千円 
給与手当 86,610千円

地代家賃 18,476千円

諸手数料 14,645千円

業務委託費 20,945千円

退職給付費用 1,630千円

※２ 固定資産除却損 

    建物            11,280千円 

 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 
広告宣伝費 14,478千円 
役員報酬 69,598千円

給与手当 207,113千円

地代家賃 35,317千円

諸手数料 47,677千円

業務委託費 27,955千円

退職給付費用 4,500千円

※２      ──── 

 

 
☐ 35 ページ 
(ストック・オプション等関係) 
訂正前 
当中間連結会計期間（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日） 

１．当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 
訂正後 
当中間連結会計期間（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日） 
１．当該中間連結会計期間における損益計上額及び科目名 
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☐ 36 ページ、37 ページ 
(１株当たり情報) 
修正・訂正前 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 112,066円10銭 １株当たり純資産額 76,463円64銭１株当たり純資産額 96,569円71銭

１株当たり中間純損失 4,830円44銭 １株当たり中間純損失 19,103円85銭１株当たり当期純損失 24,083円06銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、１株当たり
中間純損失が計上されているため記
載しておりません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当たり
当期純損失が計上されているため記
載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末
    (平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末 
    (平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
    (平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借
対照表)の純資産の部の合計額
(千円) 

907,268 624,990 788,812 

普通株式に係る純資産額(千円) 906,278 618,361 780,959 

差額の主な内訳(千円) 
     新株予約権 

989 6,629 7,853 

普通株式の発行済株式数(株) 8,087 8,087 8,087 

普通株式の自己株式数(株) ― ─ ─ 

1株当たり純資産額の算定に 
    用いられた普通株式の数
（株） 

8,087 8,087 8,087 
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２ １株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり中間(当期)純損失    

中間(当期)純損失(千円) 38,933 154,492 194,422 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─ ─ 
普通株式に係る中間(当期)純損失 
    (千円) 38,933 154,492 194,422 

普通株式の期中平均株式数(株) 8,060 8,087 8,073 

    
潜在株式調整後１株当たり中間 
    (当期)純利益    

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ─ ─ 

普通株式増加数(株) ― ─ ─ 

 (うち新株予約権) ― ─ ─ 
希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純
利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要 

平成 12 年８月７日臨
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株引
受権） 
普通株式  58 株 
 

平成 12 年８月７日臨時
株主総会決議ストック
オプション（新株引受
権） 
普通株式   40 株 
 

平成 12 年８月７日臨時
株主総会決議ストック
オプション（新株引受
権） 
普通株式 40 株 
 

 平成 13 年 10 月 19 日
臨時株主総会決議スト
ックオプション（新株
引受権） 
普通株式  15 株 
 

平成 13 年 10 月 19 日臨
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株引受
権） 
普通株式   10 株 
 

平成 13 年 10 月 19 日臨
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株引受
権） 
普通株式  10 株 
 

 平成 14 年６月 27 日定
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株予
約権） 
普通株式  80 株 
 

平成 14年６月 27日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式   80 株 
 

平成 14年６月 27日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式 80 株 
 

 平成 15 年６月 25 日定
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株予
約権） 
普通株式  40 株 
 

平成 15年６月 25日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式   40 株 
 

平成 15年６月 25日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式  40 株 
 

 平成 16 年６月 26 日定
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株予
約権） 
普通株式  40 株 
 

平成 16年６月 26日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式   －株 
 

平成 16年６月 26日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式  40 株 
 

 平成 18 年６月 24 日定
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株予
約権） 
普通株式 220株 

平成 18年６月 24日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式   100株 

平成18年６月24日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式  220株 
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修正・訂正後 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 112,066円10銭 １株当たり純資産額 75,841円89銭１株当たり純資産額 96,569円71銭

１株当たり中間純損失 4,830円44銭 １株当たり中間純損失 20,545円35銭１株当たり当期純損失 24,083円06銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、１株当たり
中間純損失が計上されているため記
載しておりません。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当たり
当期純損失が計上されているため記
載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末
    (平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末 
    (平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
    (平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借
対照表)の純資産の部の合計額
(千円) 

907,268 613,333 788,812 

普通株式に係る純資産額(千円) 906,278 606,703 780,959 

差額の主な内訳(千円) 
     新株予約権 

989 6,629 7,853 

普通株式の発行済株式数(株) 8,087 8,087 8,087 

普通株式の自己株式数(株) ― ─ ─ 

1株当たり純資産額の算定に 
    用いられた普通株式の数
（株） 

8,087 8,087 8,087 
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２ １株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり中間(当期)純損失    

中間(当期)純損失(千円) 38,933 166,150 194,422 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─ ─ 
普通株式に係る中間(当期)純損失 
    (千円) 38,933 166,150 194,422 

普通株式の期中平均株式数(株) 8,060 8,087 8,073 

    
潜在株式調整後１株当たり中間 
    (当期)純利益    

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ─ ─ 

普通株式増加数(株) ― ─ ─ 

 (うち新株予約権) ― ─ ─ 
希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純
利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要 

平成 12 年８月７日臨
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株引
受権） 
普通株式  58 株 
 

平成 12 年８月７日臨時
株主総会決議ストック
オプション（新株引受
権） 
普通株式   40 株 
 

平成 12 年８月７日臨時
株主総会決議ストック
オプション（新株引受
権） 
普通株式 40 株 
 

 平成 13 年 10 月 19 日
臨時株主総会決議スト
ックオプション（新株
引受権） 
普通株式  15 株 
 

平成 13 年 10 月 19 日臨
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株引受
権） 
普通株式   10 株 
 

平成 13 年 10 月 19 日臨
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株引受
権） 
普通株式  10 株 
 

 平成 14 年６月 27 日定
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株予
約権） 
普通株式  80 株 
 

平成 14年６月 27日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式   80 株 
 

平成 14年６月 27日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式 80 株 
 

 平成 15 年６月 25 日定
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株予
約権） 
普通株式  40 株 
 

平成 15年６月 25日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式   40 株 
 

平成 15年６月 25日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式  40 株 
 

 平成 16 年６月 26 日定
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株予
約権） 
普通株式  40 株 
 

平成 16年６月 26日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式  40 株 
     （注） 

平成 16年６月 26日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式  40 株 
 

 平成 18 年６月 24 日定
時株主総会決議ストッ
クオプション（新株予
約権） 
普通株式 220株 

平成 18年６月 24日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式   100株 

平成18年６月24日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権） 
普通株式  220株 

     （注）平成 19 年９月 30 日時点では消滅しております。 
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☐ 39 ページ 
５ 中間個別財務諸表 
(1) 中間貸借対照表 
修正・訂正前 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
    要約貸借対照表 

    (平成19年３月31日) 

区分 
注記

  
番号

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  277,993 264,195 481,395 

 ２ 受取手形 ※1 3,468 1,963 4,579 

 ３ 売掛金  408,781 237,836 395,953 

 ４ 有価証券  336,330 ─ 0 

 ５ たな卸資産  170,521 606,123 123,956 

 ６ 繰延税金資産  722 ─ ─ 

 ７ その他 ※3 62,499 39,867 24,519 

   流動資産合計   1,260,317 83.6 1,149,986 84.1  1,030,404 81.9

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※2   

  (1) 建物  14,235 12,214 13,147 

  (2) 器具備品  20,089 54,151 59,804 

   計  34,324 66,365 72,951 

 ２ 無形固定資産  19,263 12,155 15,395 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  58,950 23 41 

  (2) 関係会社株式  80,000 80,000 80,000 

  (3) 長期前払費用  17,761 27,720 29,923 

  (4) 繰延税金資産  7,995 ─ ─ 

  （5）長期未収入金  ─ 14,373 14,373 

  (6) その他  29,338 31,200 29,338 

    貸倒引当金  ─ △14,373 △14,373 

   計  194,045 138,943 139,303 

   固定資産合計   247,634 16.4 217,464 15.9  224,651 18.1

   資産合計   1,507,951 100.0 1,367,451 100.0  1,258,055 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
    要約貸借対照表 

    (平成19年３月31日) 

区分 
注記

  
番号

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  280,327 85,112 243,236 

 ２ 短期借入金  200,000 ─ 100,000 

 ３ 前受金  ─ 599,501 ─ 

 ３ 未払法人税等  1,455 764 2,125 

 ４ 未払消費税等 ※3 19,710 ─ 22,230 

 ５ その他  64,517 11,678 86,560 

   流動負債合計   566,010 37.5 740,362 54.1  454,153 36.1

Ⅱ 固定負債    

 １ 退職給付引当金  14,252 14,528 13,603 

   固定負債合計   14,252 1.0 14,528 1.0  13,603 1.1

   負債合計   580,262 38.5 754,891 55.2  467,756 37.2

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   444,336 29.4 444,336 32.4  444,336 35.3

 ２ 資本剰余金    

    資本準備金  136,636 136,636 136,636 

   資本剰余金合計   136,636 9.1 136,636 9.9  136,636 10.9

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  25,900 25,900 25,900 

  (2) その他利益剰余 
金  

   

    別途積立金  250,000 100,000 250,000 

    繰越利益剰余金  99,999 △100,921 △74,424 

   利益剰余金合計   375,899 24.9 24,978 1.8  201,475 16.0

   株主資本合計   956,872 63.4 605,951 44.3  782,448 62.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

   その他有価証券 
       評価差額金 

  △30,173 △21  △3

   評価・換算差額等 
       合計 

  △30,173 △2.0 △21 △0.0  △3 0.0

Ⅲ 新株予約権   989 0.1 6,629 0.4  7,853 0.6

   純資産合計   927,688 61.5 612,559 44.8  790,298 62.8

   負債純資産合計   1,507,951 100.0 1,367,451 100.0  1,258,055 100.0

    
 



 30 

修正・訂正後 
 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
    要約貸借対照表 

    (平成19年３月31日) 

区分 
注記

  
番号

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  277,993 264,195 481,395 

 ２ 受取手形 ※1 3,468 1,963 4,579 

 ３ 売掛金  408,781 309,404 395,953 

 ４ 有価証券  336,330 ─ 0 

 ５ たな卸資産  170,521 651,763 123,956 

 ６ 繰延税金資産  722 ─ ─ 

 ７ その他 ※3 62,499 51,013 24,519 

   流動資産合計   1,260,317 83.6 1,278,340 86.1  1,030,404 81.9

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※2   

  (1) 建物  14,235 933 13,147 

  (2) 器具備品  20,089 54,151 59,804 

   有形固定資産合計  34,324 55,084 72,951 

 ２ 無形固定資産  19,263 12,155 15,395 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  58,950 23 41 

  (2) 関係会社株式  80,000 80,000 80,000 

  (3) 長期前払費用  17,761 27,720 29,923 

  (4) 繰延税金資産  7,995 ─ ─ 

  （5）長期未収入金  ─ 14,373 14,373 

  (6) その他  29,338 31,200 29,338 

    貸倒引当金  ─ △14,373 △14,373 

 投資その他の資産合計  194,045 138,943 139,303 

   固定資産合計   247,634 16.4 206,184 13.9  224,651 18.1

   資産合計   1,507,951 100.0 1,484,524 100.0  1,258,055 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
    要約貸借対照表 

    (平成19年３月31日) 

区分 
注記

  
番号

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

金額(千円) 
構成比

   
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  280,327 140,245 243,236 

 ２ 短期借入金  200,000 ─ 100,000 

 ３ 前受金  ─ 674,498 433 

 ４ 未払法人税等  1,455 764 2,125 

 ５ 未払消費税等 ※3 19,710 ─ 22,230 

 ６ その他  64,517 54,984 86,560 

   流動負債合計   566,010 37.5 870,492 58.6  454,153 36.1

Ⅱ 固定負債    

 １ 退職給付引当金  14,252 14,528 13,603 

   固定負債合計   14,252 1.0 14,528 1.0  13,603 1.1

   負債合計   580,262 38.5 885,021 59.6  467,756 37.2

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   444,336 29.4 444,336 29.9  444,336 35.3

 ２ 資本剰余金    

    資本準備金  136,636 136,636 136,636 

   資本剰余金合計   136,636 9.1 136,636 9.2  136,636 10.9

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  25,900 25,900 25,900 

  (2) その他利益剰余 
金  

   

    別途積立金  250,000 100,000 250,000 

    繰越利益剰余金  99,999 △113,977 △74,424 

   利益剰余金合計   375,899 24.9 11,922 0.8  201,475 16.0

   株主資本合計   956,872 63.4 592,894 39.9  782,448 62.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

   その他有価証券 
       評価差額金 

  △30,173 △21  △3

   評価・換算差額等 
       合計 

  △30,173 △2.0 △21 △0.0  △3 0.0

Ⅲ 新株予約権   989 0.1 6,629 0.5  7,853 0.6

   純資産合計   927,688 61.5 599,502 40.4  790,298 62.8

   負債純資産合計   1,507,951 100.0 1,484,524 100.0  1,258,055 100.0
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☐ 41 ページ 
(2) 中間損益計算書 
修正・訂正前 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(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 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   1,079,690 100.0 914,795 100.0  2,107,036 100.0

Ⅱ 売上原価   869,431 80.5 733,184 80.1  1,693,555 80.4

   売上総利益   210,259 19.5 181,611 19.9  413,481 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   245,090 22.7 237,572 25.9  489,602 23.2

   営業損失   34,831 △3.2 55,960 △6.1  76,121 △3.6

Ⅳ 営業外収益 ※1  7,071 0.7 11,872 1.3  15,824 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※2  3,109 0.3 248 0.0  0.4

   経常損失   30,868 △2.8 44,337 △4.8  68,417 △3.2

Ⅵ 特別利益 ※3  ― ― 4,283 0.4  ─ ─

Ⅶ 特別損失 ※4  ― ― 128,165 14.0  128,546 6.1

   税引前中間(当期) 
   純損失 

  30,868 △2.8 168,219 △18.3  196,963 △9.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 923 190  533 

   法人税等調整額  1,065 1,988 0.2 ─ 190 0.0 9,783 10,316 0.5

   中間(当期)純損失   32,856 △3.0 168,410 △18.4  207,280 △9.8
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修正・訂正後 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(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 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   1,079,690 100.0 915,517 100.0  2,107,036 100.0

Ⅱ 売上原価   869,431 80.5 734,559 80.2  1,693,555 80.4

   売上総利益   210,259 19.5 180,958 19.8  413,481 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   245,090 22.7 237,572 26.0  489,602 23.2

   営業損失   34,831 △3.2 56,614 △6.2  76,121 △3.6

Ⅳ 営業外収益 ※1  7,071 0.7 9,480 1.0  15,824 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※2  3,109 0.3 248 0.0  0.4

   経常損失   30,868 △2.8 47,382 △5.2  68,417 △3.2

Ⅵ 特別利益 ※3  ― ― 4,283 0.5  ─ ─

Ⅶ 特別損失 ※4  ― ― 138,177 15.1  128,546 6.1

   税引前中間(当期) 
   純損失 

  30,868 △2.8 181,275 △19.8  196,963 △9.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 923 190  533 

   法人税等調整額  1,065 1,988 0.2 ─ 190 0.0 9,783 10,316 0.5

   中間(当期)純損失   32,856 △3.0 181,466 △19.8  207,280 △9.8
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☐ 43 ページ 
(3) 中間株主資本等変動計算書 
修正前 

当中間会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 
 

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 利益準備金 

別 途    
積立金 

繰越利益    
剰 余 金 

利 益    
剰余金    
合 計 

株 主    
資 本    
合 計 

平成19年３月31日残高(千円) 444,336 136,636 25,900 250,000 △74,424 201,475 782,448 

中間会計期間中の変動額        

 新株の発行        

 別途積立金取崩額     △150,000 150,000   

 剰余金の配当      △8,087 △8,087 △8,087 

 中間純損失 (△)     △168,410 △168,410  

 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)    △150,000 △26,497 △176,497 △176,497 

平成19年９月30日残高(千円) 444,336 136,636 25,900 100,000 △100,921 24,978 605,951 

 
 

評価・換算 
 差 額 等 

 その他 
   有価証券  
評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) △3 7,853 790,298 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行    

 別途積立金取崩額     

 剰余金の配当    △8,087 

 中間純損失 (△)   △168,410 
 株主資本以外の項目の中間 
     会計期間中の変動額(純額) △17 △1,224 △1,241 

中間会計期間中の変動額合計(千円) △17 △1,224 △177,738 

平成19年９月30日残高(千円) △21 6,629 612,559 
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修正後 

当中間会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 
 

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 利益準備金 

別 途    
積立金 

繰越利益    
剰 余 金 

利 益    
剰余金    
合 計 

株 主    
資 本    
合 計 

平成19年３月31日残高(千円) 444,336 136,636 25,900 250,000 △74,424 201,475 782,448 

中間会計期間中の変動額        

 新株の発行        

 別途積立金取崩額     △150,000 150,000 ─╾ ─╾ 

 剰余金の配当      △8,087 △8,087 △8,087 

 中間純損失 (△)     △181,466 △181,466 △181,466 

 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)    △150,000 △39,553 △189,553 △189,553 

平成19年９月30日残高(千円) 444,336 136,636 25,900 100,000 △113,977 11,922 592,894 

 
 

評価・換算 
差 額 等 

 その他 
 有価証券 

  評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) △3 7,853 790,298 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行    

 別途積立金取崩額     

 剰余金の配当    △8,087 

 中間純損失 (△)   △181,466 
 株主資本以外の項目の中間 
     会計期間中の変動額(純額) △17 △1,224 △1,242 

中間会計期間中の変動額合計(千円) △17 △1,224 △190,794 

平成19年９月30日残高(千円) △21 6,629 599,502 
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☐ 45 ページ 
(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
訂正前 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ たな卸資産
の評価基準
及び評価方
法 

商品及び貯蔵品 
  移動平均法による原価法
を採用しております。 

商品及び貯蔵品 
同左 

商品及び貯蔵品 
同左 

３ 固定資産の
減価償却の
方法 

(1) 有形固定資産 
定率法を採用しておりま
す。 
なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
建物 
器具備品 

15年 
３年～５年  

(1) 有形固定資産 
定率法を採用しており
ます。  
なお、主な耐用年数は
以下のとおりでありま
す。  
建物     15年   
器具備品 ３年～５年 
 
なお、平成19年度税制
改正に伴い、平成19年
４月以降取得した有形
固定資産については、
改正後の法人税法に基
づく償却方法により減
価償却しております。  
 

(1) 有形固定資産 
定率法を採用しており
ます。 
なお、主な耐用年数は
以下のとおりでありま
す。 
建物     15年  
器具備品 ３年～５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 37 

訂正後 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ たな卸資産
の評価基準
及び評価方
法 

商品及び貯蔵品 
    
 
移動平均法による原価法を採
用しております。 
 
    ─── 

商品（ソフトウェア等使
用許諾権を除く）及び貯
蔵品 
    同左 

 
商品(ソフトウェア等使用
許諾権） 
 
個別法による原価法を採

用しております。 
 

商品及び貯蔵品 
 
 

同左 
 

─── 

３ 固定資産の
減価償却の
方法 

(1) 有形固定資産 
定率法を採用しておりま
す。 
なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
建物 
器具備品 

15年 
３年～５年  

(1) 有形固定資産 
定率法を採用しており
ます。  
なお、主な耐用年数は
以下のとおりでありま
す。  
建物     15年   
器具備品 ３年～５年 
 
（会計方針の変更）  
 法人税法の改正（所
得税法等の一部を改正
する法律 平成19年３
月30日 法律第６号）
及び（法人税法施行令
の一部を改正する政令
平成19年３月30日政令
第83号))に伴い、当中間
会計期間から、平成19
年４月１日以降に取得
したものについては、
改正後の法人税法に基
づく方法に変更してお
ります。これによる損
益に与える影響は軽微
であります。     
（追加情報）  
 当中間会計期間か
ら、平成19年３月31日
以前に取得したものに
ついては、償却可能限
度額まで償却が終了し
た翌年から５年間で均
等償却する方法によっ
ております。  
 当該変更に伴う損益
に与える影響は軽微で
あります。 
 

(1) 有形固定資産 
定率法を採用しており
ます。 
なお、主な耐用年数は
以下のとおりでありま
す。 
建物     15年  
器具備品 ３年～５年 

 



 38 

☐ 47 ページ 
(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
訂正前 

前中間会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

     ─── （有形固定資産の減価償却方

法の変更）  
平成19年度税制改正に伴い、当

中間会計期間より平成19年４

月１日以降取得した有形固定

資産については、改正後の法人

税法に基づく償却方法により

減価償却費を計上しておりま

す。その影響額は軽微でありま

す。  
  

     ─── 

 
訂正後 
削除
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訂正前 
 
訂正後 
追加 
表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

         ──── （中間貸借対照表）  
 前中間会計期間において流動負債の「その他」に

含めて表示しておりました「前受金」（前中間会計

期間268千円）については、資産総額の100分の５

超となったため、当中間会計期間より区分掲記して

おります。 
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☐ 48 ページ 

訂正前 
(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

      ─── （保守売上の収益認識方法の変更）  
 従来、保守料の収益については、

保守契約の開始時に一括して収益

認識しておりましたが、「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関す

る実務上の取扱い」（平成18年3月
30日企業会計基準委員会：実務対

応報告第17号）が公表され、収益

計上の厳格な適用が求められたこ

と及び適正な期間損益計算を行う

ことから、当期より保守売上につい

ては契約期間に対応させ収益認識

するという処理に変更いたしまし

た。  
この結果、従来の方法に比較して、

売上高 115,243千円、売上原価

106,739千円がそれぞれ少なく、営

業損失、経常損失及び税引前中間純

損失がそれぞれ8,503千円多く計上

されております。  
なお、過年度に計上した当期以降の

保守契約期間に係わる売上高と売

上原価の差額については、特別損失

として過年度売上修正額として

128,165千円計上しております。  
 

     ─── 
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訂正後 
(追加情報) 

前中間会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

      ─── （保守売上の収益認識方法の変更）  
 従来、保守料の収益については、

保守契約の開始時に一括して収益

認識しておりましたが、「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関す

る実務上の取扱い」（平成18年3月
30日企業会計基準委員会：実務対

応報告第17号）が公表され、収益

計上の厳格な適用が求められたこ

と及び適正な期間損益計算を行う

ことから、当中間会計期間より保守

売上については契約期間に対応さ

せ収益認識するという処理に変更

いたしました。  
この結果、従来の方法に比較して、

売上高 107,015千円、売上原価

94,460千円がそれぞれ少なく、営

業損失、経常損失及び税金等調整後

中間純損失がそれぞれ12,554千円

多く計上されております。  
なお、過年度に計上した当中間会計

期間以降の保守契約期間に係わる

売上高と売上原価の差額について

は、特別損失に過年度保守売上修正

損として126,896千円計上してお

ります。  
 

     ─── 
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☐ 48 ページ 
 (6) 中間個別財務諸表に関する注記事項 
(中間貸借対照表関係) 
修正前 
 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
60,207千円

  

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
85,130千円

  

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
71,434千円

  
 
修正後 
 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
60,207千円

  

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
79,728千円

  

※２有形固定資産の減価償却累

計額 
71,434千円
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☐ 49 ページ 
(中間損益計算書関係) 
修正・訂正前 

前中間会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

有価証券利息 6,567千円

 

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

有価証券利息 －千円

為替差益 9,546千円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

有価証券利息 15,056千円

 

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

為替差損 2,964千円
 

※２     ─ 

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

為替差損 7,202千円
 

※３      ― ※３ 特別利益のうち主要なもの 

新株予約権戻
入益 

4,283千円
 

※３      ─ 

 
 

※４      ― ※４ 特別損失のうち主要なもの 

過年度売上修
正額 

128,165千円
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

有価証券解 
約損 

26,168千円

たな卸資産 
廃棄損 

5,317千円

投資有価証 
券評価損 

62,149千円

貸倒引当金 
繰入額 

14,373千円

特定商品取扱 
中止損 

20,537千円
 

 
修正・訂正後 

前中間会計期間 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

有価証券利息 6,567千円

 

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

有価証券利息 －千円

為替差益 7,154千円

 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

有価証券利息 15,056千円

 

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

為替差損 2,964千円
 

※２     ─ 

 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

為替差損 7,202千円
 

※３      ― ※３ 特別利益のうち主要なもの 

新株予約権戻
入益 

4,283千円
 

※３      ─ 

 
 

※４      ― ※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却
損 

11,280千円

     

過年度保守売

上修正損 
126,896千円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

有価証券解 
約損 

26,168千円

たな卸資産 
廃棄損 

5,317千円

投資有価証 
券評価損 

62,149千円

貸倒引当金 
繰入額 

14,373千円

特定商品取扱 
中止損 

20,537千円
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☐ 53 ページ、54 ページ 
 
(１株当たり情報) 
修正・訂正前 
 

前中間会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(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 114,591円16銭 １株当たり純資産額 74,926円45銭 １株当たり純資産額 96,753円45銭

１株当たり中間純損失 4,076円54銭 １株当たり中間純損失 33,386円91銭１株当たり当期純損失 24,083円06銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、１株当たり中間純損

失が計上されているため記載しておりま

せん。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり当期純損失が

計上されているため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間会計期間末 

    (平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

    (平成19年９月30日) 

前事業年度末 

    (平成19年３月31日)

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資産の部の 

    合計額(千円) 
927,688 612,559 790,298

普通株式に係る純資産額(千円) 926,698 605,930 782,445

差額の主な内訳(千円) 

     新株予約権 
989 6,629 7,853

普通株式の発行済株式数(株) 8,087 8,087 8,087

普通株式の自己株式数(株) ― ─ ─

1株当たり純資産額の算定に用いられた 

    普通株式の数（株） 
8,087 8,087 8,087
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２ １株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純損失 

中間(当期)純損失(千円) 32,856 168,410 194,422

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ─ ─

普通株式に係る中間(当期) 
    純損失(千円) 

32,856 168,410 194,422

普通株式の期中平均株式数 
    (株) 

8,060 8,073 8,073

 

潜在株式調整後１株当たり 
    中間(当期)純利益 
中間(当期)純利益調整額 
    (千円) 

― ─ ─

普通株式増加数(株) ― ─ ─

 (うち新株予約権) ― ─ ─

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概
要 

平成12年８月７日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
    普通株式  58株 
 

平成12年８月７日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式   40株 
 

平成12年８月７日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式  40株 
 

 平成13年10月19日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
    普通株式  15株 
 

平成13年10月19日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式   10株 
 

平成13年10月19日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式  10株 
 

 平成14年６月27日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
    普通株式  80株 
 

平成14年６月27日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式   80株 
 

平成14年６月27日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  80株 
 

 平成15年６月25日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
    普通株式  40株 
 

平成15年６月25日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式   40株 
 

平成15年６月25日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  40株 
 

 平成16年６月26日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  40 株 
 

平成16年６月26日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式   －株 
 

平成16年６月26日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  40 株 
 

 平成18年６月24日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
    普通株式 220株 

平成18年６月24日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式   100株 

平成18年６月24日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権）  
普通株式 220株  
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修正・訂正後 
 

前中間会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(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 114,591円16銭 １株当たり純資産額 73,311円92銭 １株当たり純資産額 96,753円45銭

１株当たり中間純損失 4,076円54銭 １株当たり中間純損失 22,439円31銭１株当たり当期純損失 24,083円06銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、１株当たり中間純損

失が計上されているため記載しておりま

せん。 

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり当期純損失が

計上されているため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間会計期間末 

    (平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

    (平成19年９月30日) 

前事業年度末 

    (平成19年３月31日)

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資産の部の 

    合計額(千円) 
927,688 599,502 790,298

普通株式に係る純資産額(千円) 926,698 592,873 782,445

差額の主な内訳(千円) 

     新株予約権 
989 6,629 7,853

普通株式の発行済株式数(株) 8,087 8,087 8,087

普通株式の自己株式数(株) ― ─ ─

1株当たり純資産額の算定に用いられた 

    普通株式の数（株） 
8,087 8,087 8,087
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２ １株当たり中間(当期)純損失 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成 18 年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純損失 

中間(当期)純損失(千円) 32,856 181,466 207,280

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ─ ─

普通株式に係る中間(当期) 
    純損失(千円) 

32,856 181,466 207,280

普通株式の期中平均株式数 
    (株) 

8,060 8,087 8,073

 

潜在株式調整後１株当たり 
    中間(当期)純利益 
中間(当期)純利益調整額 
    (千円) 

― ─ ─

普通株式増加数(株) ― ─ ─

 (うち新株予約権) ― ─ ─

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概
要 

平成12年８月７日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
    普通株式  58株 
 

平成12年８月７日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式   40株 
 

平成12年８月７日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式  40株 
 

 平成13年10月19日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
    普通株式  15株 
 

平成13年10月19日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式   10株 
 

平成13年10月19日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株引受権） 
普通株式  10株 
 

 平成14年６月27日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
    普通株式  80株 
 

平成14年６月27日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式   80株 
 

平成14年６月27日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  80株 
 

 平成15年６月25日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
    普通株式  40株 
 

平成15年６月25日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式   40株 
 

平成15年６月25日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  40株 
 

 平成16年６月26日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  40 株 
 

平成16年６月26日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  40 株 
     （注） 

平成16年６月26日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式  40 株 
 

 平成18年６月24日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
    普通株式 220株 

平成18年６月24日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権） 
普通株式   100株 

平成18年６月24日定時株
主総会決議ストックオプ
ション（新株予約権）  
普通株式 220株  

 （注）平成１９年９月３０日時点では消滅しております。 

 

 
 
 
以上 


