
 

 

2008 年 3 月 31 日 

 
各 位 

 

（修正・訂正）「平成 20 年６月期 中間決算短信」の一部修正・訂正について 

 

会 社 名 ニューディール株式会社 

代表者名 代表取締役社長 向田 尊洋 

     （コード番号 ４７４０ 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理本部長 林 義朗 

     （TEL. ０３－５３６８－５０２１） 

 

 平成20年3月7日に発表いたしました「平成20年6月期 中間決算短信」において、記載事項の一部に

修正・訂正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、修正・訂正箇所には赤字及び下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．修正・訂正の理由 

(1) 前回発表時後に、債権の一部に回収懸念債権が生じたため、会計監査人との協議の結果、貸

倒引当金の増額を行いました。 

(2) 上記以外に記載誤りがありましたので一部訂正いたします。 

 

２．修正・訂正の内容 

平成20年6月期 中間決算短信 

 

・１ページ 

1. 19 年 12 月中間期の連結業績（平成 19 年７月１日～平成 19 年 12 月 31 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12月中間期 2,084 31.0 △711 ― △715 ― △506 ― 

18年12月中間期 1,590 10.1 △549 ― △688 ― △591 ― 

 19年 ６月期 4,345 ― △1,986 ― △2,714 ― △5,418 ― 
 

 
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12月中間期 △2 23 ― ― 

18年12月中間期 △3 17 ― ― 

 19年 ６月期 △28 94 ― ― 

 



 

〈修正後〉 
 (％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12月中間期 2,084 31.0 △711 ― △715 ― △640 ― 

18年12月中間期 1,590 10.1 △549 ― △688 ― △591 ― 

 19年 ６月期 4,345 ― △1,986 ― △2,714 ― △5,418 ― 
 

 
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12月中間期 △2 83 ― ― 

18年12月中間期 △3 17 ― ― 

 19年 ６月期 △28 94 ― ― 

 

(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12月中間期 8,002 3,314 41.3 14 60 

18年12月中間期 9,104 8,296 89.7 43 79 

 19年 ６月期 8,705 3,858 43.5 16 70 

(参考) 自己資本 19年12月中間期 3,309百万円 18年12月中間期 8,172百万円 19年６月期 3,785百万円

 

〈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12月中間期 7,867 3,180 40.3 14 00 

18年12月中間期 9,104 8,296 89.7 43 79 

 19年 ６月期 8,705 3,858 43.5 16 70 

(参考) 自己資本 19年12月中間期 3,173百万円 18年12月中間期 8,172百万円 19年６月期 3,785百万円

 

・２ページ 

1. 19 年 12 月中間期の個別業績（平成 19 年７月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

(1) 個別経営成績 

〈修正前〉 

 (％表示は対前年中間期増減率)

 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12月中間期 1,269 36.0 △663 ― △678 ― △502 ― 

18年12月中間期 933 △35.4 △372 ― △356 ― △687 ― 

 19年 ６月期 2,943 ― △1,612 ― △1,622 ― △5,630 ― 
 

 
１株当たり中間 
    (当期)純利益 

 円 銭 
19年12月中間期 △2 22 

18年12月中間期 △3 68 

 19年 ６月期 △30 08 

 
 
 
 
 



 

〈修正後〉 

 (％表示は対前年中間期増減率)

 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12月中間期 1,269 36.0 △663 ― △678 ― △636 ― 

18年12月中間期 933 △35.4 △372 ― △356 ― △687 ― 

 19年 ６月期 2,943 ― △1,612 ― △1,622 ― △5,630 ― 
 

 
１株当たり中間 
    (当期)純利益 

 円 銭 
19年12月中間期 △2 81 

18年12月中間期 △3 68 

 19年 ６月期 △30 08 

 
(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12月中間期 7,568 3,314 43.7 14 59 

18年12月中間期 8,614 8,322 96.5 44 53 

 19年 ６月期 8,274 3,814 46.0 16 81 

(参考) 自己資本 19年12月中間期 3,307百万円 18年12月中間期 8,312百万円 19年６月期 3,809百万円

 

〈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12月中間期 7,433 3,180 42.7 14 00 

18年12月中間期 8,614 8,322 96.5 44 53 

 19年 ６月期 8,274 3,814 46.0 16 81 

(参考) 自己資本 19年12月中間期 3,173百万円 18年12月中間期 8,312百万円 19年６月期 3,809百万円

 
 

・４ページ 

１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の概況 
〈修正前〉  
（省略） 
その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 2,084 百万円（前年同期比 31.0％増）、営業損失 711

百万円（前中間連結会計期間は営業損失 549 百万円）、経常損失 715 百万円（前中間連結会計期間は経

常損失 688 百万円）となり、特別利益 135 百万円を計上しました結果、当中間純損失は 506 百万円（前

中間連結会計期間は当中間純損失 591 百万円）となりました。 
 
〈修正後〉  
（省略） 
その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 2,084 百万円（前年同期比 31.0％増）、営業損失 711

百万円（前中間連結会計期間は営業損失 549 百万円）、経常損失 715 百万円（前中間連結会計期間は経

常損失 688 百万円）となり、特別利益 135 百万円を計上しました結果、当中間純損失は 640 百万円（前

中間連結会計期間は当中間純損失 591 百万円）となりました。 



 

 
・６ページ 

(2) 財政状態に関する分析 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

〈修正前〉 
投資活動により当中間連結会計期間に減少した資金は、226 百万円となりました。 

 これは、ホット・ヨガ事業の店舗に伴う有形固定資産の取得による支出 80 百万円および貸付による

支出 148 百万円等によるものであります。 

 

〈修正前〉 
投資活動により当中間連結会計期間に減少した資金は、226 百万円となりました。 

 これは、ホット・ヨガ事業の店舗に伴う有形固定資産の取得による支出 88 百万円および貸付による

支出 148 百万円等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 

〈修正前〉 

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 
平成20年６月 

中間期 

自己資本比率 82.1 94.4 43.5 41.3

時価ベースの自己資本比率 157 86.5 36.5 14.2

 
〈修正後〉 

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 
平成20年６月 

中間期 

自己資本比率 82.1 94.4 43.5 40.3

時価ベースの自己資本比率 157 86.5 36.5 14.4
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４ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

〈修正前〉 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年６月30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 ※2  93,941 20,174  378,448

２ 受取手形及び 
  売掛金 

  995,684  465,154  499,955

３ たな卸資産 ※3  4,468,815 3,884,168  4,037,735

４ 前渡金   1,006,302 ―  14,227

５ 短期貸付金   ― 629,011  434,400

６ その他   448,160 240,538  567,021

  貸倒引当金   △422,859 △773,840  △837,702

流動資産合計   6,590,045 72.4 4,465,206 55.8  5,094,084 58.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1   

(1) 建物及び構築物   961,537 1,413,049  1,515,360

(2) その他   155,514 235,874  180,621

有形固定資産合計   1,117,051 1,648,923  1,695,983

２ 無形固定資産    

(1) のれん   35,325 359,863  372,715

(2) その他   57,770 61,789  63,829

無形固定資産合計   93,095 421,653  436,545

３ 投資その他の資産    

(1) 投資土地 ※3  703,672 703,672  703,672

(2) 長期滞留債権等   628,509 1,497,625  1,340,061

(3) 敷金保証金   ― 695,681  693,586

(4) その他 ※3  575,551 344,743  359,202

 貸倒引当金   △603,509 △1,775,500  △1,617,937

投資その他の資産 
合計 

  1,304,223 1,466,221  1,478,585

固定資産合計   2,514,370 27.6 3,536,798 44.2  3,611,114 41.5

資産合計   9,104,416 100.0 8,002,005 100.0  8,705,198 100.0

    



 

 

前中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年６月30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   189,571 290,498  15,559

２ 短期借入金 ※3  241,678 960,514  876,513

３ 前受金   ― 439,519  439,224

４ 事業整理損失引当金   ― 2,273,708  2,409,063

５ 返品調整引当金   ― 2,783  489

６ その他 ※4  376,378 720,113  1,105,931

流動負債合計   807,628 8.9 4,687,137 58.6  4,846,781 55.7

負債合計   807,628 8.9 4,687,137 58.6  4,846,781 55.7

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   9,455,650 103.9 3,809,595 47.6  9,675,650 111.2

 ２ 資本剰余金   ― ― ― 0.0  220,000 2.5

 ３ 利益剰余金   △1,283,627 △14.1 △499,718 △6.2  △6,110,518 △70.2

 ４ 自己株式   △0 △0.0 △0 △0.0  △0 △0.0

   株主資本合計   8,172,023 89.8 3,309,876 41.4  3,785,131 43.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ 為替換算調整勘定   △1,072 △0.0 △2,009 △0.0  △2,009 △0.0

   評価・換算差額等 
   合計 

  △1,072 △0.0  △2,009 △0.0

Ⅲ 新株予約権   9,800 0.1 7,000 0.1  5,000 0.1

Ⅳ 少数株主持分  116,036 1.3 0 0.0  70,295 0.8

   純資産合計   8,296,787 91.1 3,314,867 41.4  3,858,417 44.3

   負債純資産合計   9,104,416 100.0 8,002,005 100.0  8,705,198 100.0

    



 

〈修正後〉 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年６月30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 ※2  93,941 20,174  378,448

２ 受取手形及び 
  売掛金 

  995,684  465,154  499,955

３ たな卸資産 ※3  4,468,815 3,884,168  4,037,735

４ 前渡金   1,006,302 ―  ―

５ 短期貸付金   ― 612,631  434,400

６ その他 ※4  448,160 240,538  581,248

   貸倒引当金   △422,859 △773,840  △837,702

流動資産合計   6,590,045 72.4 4,448,826 56.6  5,094,084 58.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1   

(1) 建物及び構築物   961,537 1,413,049  1,515,360

(2) その他   155,514 117,731  180,621

有形固定資産合計   1,117,051 1,530,781  1,695,983

２ 無形固定資産    

(1) のれん   35,325 359,863  372,715

(2) その他   57,770 61,789  63,829

無形固定資産合計   93,095 421,653  436,545

３ 投資その他の資産    

(1) 投資土地 ※3  703,672 703,672  703,672

(2) 長期滞留債権等   628,509 1,632,148  1,340,061

(3) 敷金保証金   ― 695,681  693,586

(4) その他 ※3  575,551 344,743  359,202

貸倒引当金   △603,509 △1,910,023  △1,617,937

投資その他の資産 
合計 

  1,304,223 1,466,221  1,478,585

固定資産合計   2,514,370 27.6 3,418,656 43.4  3,611,114 41.5

資産合計   9,104,416 100.0 7,867,482 100.0  8,705,198 100.0

    

 



 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年６月30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   189,571 290,498  15,559

２ 短期借入金 ※3  241,678 960,514  876,513

３ 前受金   ― 439,519  439,224

４ 事業整理損失引当金   ― 2,273,708  2,409,063

５ 返品調整引当金   ― 2,783  489

６ その他 ※4  376,378 720,113  1,105,931

流動負債合計   807,628 8.9 4,687,137 59.6  4,846,781 55.7

負債合計   807,628 8.9 4,687,137 59.6  4,846,781 55.7

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   9,455,650 103.9 3,809,595 48.4  9,675,650 111.2

 ２ 資本剰余金   ― ― ― ―  220,000 2.5

 ３ 利益剰余金   △1,283,627 △14.1 △634,241 △8.1  △6,110,518 △70.2

 ４ 自己株式   △0 △0.0 △0 △0.0  △0 △0.0

   株主資本合計   8,172,023 89.8 3,175,354 40.3  3,785,131 43.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ 為替換算調整勘定   △1,072 △0.0 △2,009 △0.0  △2,009 △0.0

   評価・換算差額等 
   合計 

  △1,072 △0.0 △2,009 △0.0  △2,009 △0.0

Ⅲ 新株予約権   9,800 0.1 7,000 0.1  5,000 0.1

Ⅳ 少数株主持分  116,036 1.3 ― ―  70,295 0.8

   純資産合計   8,296,787 91.1 3,180,344 40.4  3,858,417 44.3

   負債純資産合計   9,104,416 100.0 7,867,482 100.0  8,705,198 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

〈修正前〉 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30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   1,590,726 100.0 2,084,378 100.0  4,345,667 100.0

Ⅱ 売上原価   813,166 51.1 893,671 42.9  2,345,299 54.0

売上総利益   777,560 48.9 1,190,707 57.1  2,000,367 46.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1
※2

 1,326,589 83.4 1,902,146 91.2  3,987,364 91.8

営業損失   549,029 △34.5 711,439 △34.1  1,986,996 △45.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  2,693 54 2,574 

２ 不動産賃料収入  24,000 22,857 46,857 

３ 為替差益  ― 7,607 3,735 

４ その他  7,843 34,537 2.2 21,967 52,486 2.5 7,749 60,916 1.4

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息割引料  ― 42,844 15,845 

 ２ 保証金償却費  12,724 ― 23,113 

 ３ 貸倒引当金繰入額  137,417 ― 689,313 

 ４ 減価償却費  12,838 12,838 25,677 

 ５ 持分法による 
   投資損失 

 7,653 ― 950 

 ６ その他  3,283 173,918 10.9 1,011 56,694 2.7 33,707 788,608 18.2

経常損失   688,410 △43.3 715,647 △34.3  2,714,688 △62.5

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻益  32,157 ― ― 

 ２ 子会社株式売却益  ― 49,999 ― 

 ３ 事業整理損失引当 
   繰入益 

 ― 135,355 ― 

 ４ その他  ― 32,157 2.0 5,000 190,355 9.1 109,719 109,719 2.5

Ⅶ 特別損失    

 １ 棚卸減耗費  ― 594 ― 

 ２ その他  ― ― ― ― 594 0.0 2,926,750 2,926,750 67.3

税金等調整前中間 
(当期)純損失 

  656,252 △41.3 525,887 △25.2  5,531,719 △127.3

法人税、住民税 
及び事業税 

  7,534 0.5 14,266 0.7  22,028 0.5

少数株主損失   72,524 △4.6 34,107 △1.6  135,594 △3.1

当期純損失   591,261 △37.2 506,045 △24.3  5,418,153 △124.7

    

 



 

〈修正後〉 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30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   1,590,726 100.0 2,084,378 100.0  4,345,667 100.0

Ⅱ 売上原価   813,166 51.1 893,671 42.9  2,345,299 54.0

売上総利益   777,560 48.9 1,190,707 57.1  2,000,367 46.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1
※2

 1,326,589 83.4 1,902,146 91.2  3,987,364 91.8

営業損失   549,029 △34.5 711,439 △34.1  1,986,996 △45.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  2,693 54 2,574 

２ 不動産賃料収入  24,000 22,857 46,857 

３ 為替差益  ― 7,607 3,735 

４ その他  7,843 34,537 2.2 21,967 52,486 2.5 7,749 60,916 1.4

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  ― 42,844 15,845 

 ２ 保証金償却費  12,724 ― 23,113 

 ３ 貸倒引当金繰入額  137,417 ― 689,313 

 ４ 減価償却費 ※2 12,838 12,838 25,677 

 ５ 持分法による 
  投資損失 

 7,653 ― 950 

 ６ その他  3,283 173,918 10.9 1,011 56,694 2.7 33,707 788,608 18.2

経常損失   688,410 △43.3 715,647 △34.3  2,714,688 △62.5

Ⅵ 特別利益    

 １ 新株予約権戻入益  ― ― 9,800 

 ２ 子会社株式売却益  ― 49,999 ― 

 ３ 違約金  ― ― 80,000 

 ４ 貸倒引当金戻入益  32,157 ― 19,919 

 ５ 事業整理損失引当 
  戻入益 

 ― 135,355 ― 

 ６ その他  ― 32,157 2.0 5,000 190,355 9.1 ― 109,719 2.5

Ⅶ 特別損失    

 １ 貸倒引当金繰入額  ― 134,522 286,848 

 ２ たな卸資産評価損  ― ― 27,673 

 ３ 棚卸減耗費  ― 594 ― 

 ４ 投資有価証券評価損  ― ― 13,208 

 ５ 減損損失 ※4 ― ― 184,956 

 ６ 事業整理損失引当金 
  繰入額 

※3 ― ― 2,409,063 

 ７ 契約解除損  ― ― ― 135,117 6.5 5,000 2,926,750 67.3

税金等調整前中間 
(当期)純損失 

  656,252 △41.3 660,409 △31.7  5,531,719 △127.3

法人税、住民税 
及び事業税 

  7,534 0.5 14,266 0.6  22,028 0.5



 

少数株主損失   72,524 △4.6 34,107 △1.6  135,594 △3.1

中間(当期)純損失   591,261 △37.2 640,568 △30.7  5,418,153 △124.7
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 (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７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 

〈修正前〉 

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19年６月30日残高(千円) 9,675,650 220,000 △6,110,518 △0 3,785,131

中間連結会計期間中の変動額  

  欠損填補のための減資 △5,866,054 ― 5,866,054 ― ―

  欠損填補のための資本準備金 
 取崩 

― △220,000 220,000 ― ―

  中間純損失 ― ― △506,045 ― △506,045

  連結除外に伴う利益剰余金の 
 増加 

― ― 30,791 ― 30,791

  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) 

△5,866,054 △220,000 5,610,800 ― △475,254

平成19年12月31日残高(千円) 3,809,595 ― △499,718 △0 3,309,876

 
評価・換算差額

 
為替換算 
調整勘定 

新株予約権 
少数株主 

持分 
純資産合計 

平成19年６月30日残高(千円) △2,009 5,000 70,295 3,858,417 

中間連結会計期間中の変動額  

  欠損填補のための減資 ― ― ― ― 

  欠損填補のための資本準備金 
 取崩 

― ― ― ― 

  中間純損失 ― ― ― △506,045 

  連結除外に伴う利益剰余金の 
 増加 

― ― ― 30,791 

  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) 

― 2,000 △70,295 △68,295 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― 2,000 △70,295 △543,549 

平成19年12月31日残高(千円) △2,009 7,000 ― 3,314,867 

 



 

〈修正後〉 
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19年６月30日残高(千円) 9,675,650 220,000 △6,110,518 △0 3,785,131

中間連結会計期間中の変動額  

  欠損填補のための減資 △5,866,054 ― 5,866,054 ― ―

  欠損填補のための資本準備金 
 取崩 

― △220,000 220,000 ― ―

  中間純損失 ― ― △640,568 ― △640,568

  連結除外に伴う利益剰余金の 
 増加 

― ― 30,791 ― 30,791

  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) 

△5,866,054 △220,000 5,476,277 ― △609,776

平成19年12月31日残高(千円) 3,809,595 ― △634,241 △0 3,175,354

 
評価・換算差額等

 
為替換算 
調整勘定 

新株予約権 
少数株主 

持分 
純資産合計 

平成19年６月30日残高(千円) △2,009 5,000 70,295 3,858,417 

中間連結会計期間中の変動額  

  欠損填補のための減資 ― ― ― ― 

  欠損填補のための資本準備金 
 取崩 

― ― ― ― 

  中間純損失 ― ― ― △640,568 

  連結除外に伴う利益剰余金の 
 増加 

― ― ― 30,791 

  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) 

― 2,000 △70,295 △68,295 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― 2,000 △70,295 △678,072 

平成19年12月31日残高(千円) △2,009 7,000 ― 3,180,344 
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(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７月１日

至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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７月１日

至 平成19年６月30日)

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 
  

 １ 税金等調整前中間(当期)純損 

失 
 △ 656,252 △ 525,887 △ 5,531,719

 ２ 減価償却費  101,618 169,451 332,998

  ３ 返品調整引当金の増加額  ― 2,293 489

 ４ 事業整理損失引当金の増加額  ― △ 135,355 2,409,063

 ５ 減損損失  ― ― 184,956

 ６ 長期前払費用償却費  8,333 ― 12,499

 ７ 保証金償却費  12,724 ― 23,113

 ８ 貸倒引当金の増加額(減少:△)  105,259 ― 1,534,530

 ９ 受取利息及び受取配当金  △ 2,693 △ 54 △ 2,574

 10 新株予約権戻入益  ― △ 5,000 △ 9,800

 11 子会社株式売却益  ― △ 49,999 ―

 12 支払利息  ― 42,844 15,845

 13 不動産賃料収入  △ 24,000 △ 22,857 △ 46,857

 14 持分法による投資損失  7,653 ― 950

 15 株式交付費  ― ― 2,736

 16 違約金  ― ― △ 80,000

 17 契約解除損  ― ― 5,000

 18 売上債権の増減額(増加:△)  2,703,557 34,801 2,766,257

 19 たな卸資産の増減額(増加:△)  △ 399,459 153,566 31,621

 20 仕入債務の増減額(減少:△)  △ 561,618 274,939 △ 735,630

 21 前渡金の増減額(増加:△)  △ 877,595 △ 400 △ 736,377

 22 未収入金の増減額(増加:△)  △ 33,925 73,246 ―

 23 その他の資産増減額(増加:△)  29,958 180,042 △ 39,684

 24 その他の負債増減額(減少:△)  △ 46,408 △ 335,900 539,557

 25 その他  45,000 ― 56,418

   小計  412,153 △ 144,267 733,396

 26 利息及び配当金の受取額  2,404 54 2,175

 27 利息の支払  ― △42,844 ―

 28 不動産手付解除に伴う 

   違約金による収入 
 ― ― 80,000

 29 法人税等の支払額  △ 35,242 △ 35,968 △ 35,242

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 379,315 △ 223,026 780,329

 



 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日

至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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７月１日

至 平成19年６月30日)

注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 有形固定資産の取得による支出  △363,794 △88,960 △1,271,119

 ２ 無形固定資産の取得による支出  △57,163 △5,701 △64,565

 ３ 投資土地建物の購入による支出  ― ― △6,812

 ４ 不動産賃料収入  24,000 22,857 34,857

 ５ 貸付けによる支出  △8,700 △148,481 △23,666

 ６ 貸付金の回収による収入  240 3,120 480

 ７ 敷金・保証金の支払による支出  △207,387 △9,346 △482,676

 ８ 敷金・保証金の回収による収入  ― 321 280

 ９ その他  △6,812 ― ―

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △619,618 △226,190 △1,813,223

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 短期借入れによる収入  241,678 379,248 876,513

 ２ 短期借入金の返済による支出  ― △295,247 ―

 ３ 新株予約権の発行による収入  5,000 7,000 ―

 ４ 株式の発行による収入  ― ― 447,263

 ５ 少数株主からの払込みによる 

   収入 
 14,700 ― 14,700

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 261,378 91,001 1,338,477

Ⅳ 現金及び現金同等物の 

  増減額（減少:△） 
 21,076 △358,216 305,583

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  58,554 378,390 58,554

Ⅵ 新規連結子会社の取得に伴う 

  現金同等物の増加額 
 14,310 ― 141,310

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
※１ 93,941 20,174 378,488

  

 



 

〈修正後〉 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日

至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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７月１日

至 平成19年６月30日)

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 
  

 １ 税金等調整前中間(当期)純損 

失 
 △ 656,252 △ 660,409 △ 5,531,719

 ２ 減価償却費  101,618 169,451 332,998

  ３ 返品調整引当金の増加額  ― 2,293 489

 ４ 事業整理損失引当金の増減額 

   (減少：△) 
 ― △ 135,355 2,409,063

 ５ 減損損失  ― ― 184,956

 ６ 長期前払費用償却費  8,333 ― 12,499

 ７ 保証金償却費  12,724 ― 23,113

 ８ 貸倒引当金の増加額(減少:△)  105,259 134,522 1,534,530

 ９ 受取利息及び受取配当金  △ 2,693 △ 54 △ 2,574

 10 新株予約権戻入益  ― △ 5,000 △ 9,800

 11 子会社株式売却益  ― △ 49,999 ―

 12 支払利息  ― 42,844 15,845

 13 不動産賃料収入  △ 24,000 △ 22,857 △ 46,857

 14 持分法による投資損失  7,653 ― 950

 15 株式交付費  ― ― 2,736

 16 違約金  ― ― △ 80,000

 17 契約解除損  ― ― 5,000

 18 売上債権の増減額(増加:△)  2,703,557 34,801 2,766,257

 19 たな卸資産の増減額(増加:△)  △ 399,459 153,566 31,621

 20 仕入債務の増減額(減少:△)  △ 561,618 274,939 △ 735,630

 21 前渡金の増減額(増加:△)  △ 877,595 △ 400 △ 736,377

 22 未収入金の増減額(増加:△)  △ 33,925 73,246 ―

 23 その他の資産増減額(増加:△)  29,958 179,985 △ 39,684

 24 その他の負債増減額(減少:△)  △ 46,408 △ 335,900 539,557

 25 その他  45,000 ― 56,418

   小計  412,153 △ 144,325 733,396

 26 利息及び配当金の受取額  2,404 54 2,175

 27 利息の支払  ― △42,844 ―

 28 不動産手付解除に伴う 

   違約金による収入 
 ― ― 80,000

 29 法人税等の支払額  △ 35,242 △ 35,968 △ 35,242

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 379,315 △ 223,084 780,329

 
 



 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日

至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31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７月１日

至 平成19年６月30日)

注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 有形固定資産の取得による支出  △363,794 △88,960 △1,271,119

 ２ 無形固定資産の取得による支出  △57,163 △5,701 △64,565

 ３ 投資土地建物の購入による支出  ― ― △6,812

 ４ 不動産賃料収入  24,000 22,857 34,857

 ５ 貸付けによる支出  △8,700 △148,481 △23,666

 ６ 貸付金の回収による収入  240 3,120 480

 ７ 敷金・保証金の支払による支出  △207,387 △9,346 △482,676

 ８ 敷金・保証金の回収による収入  ― 321 280

 ９ その他  △6,812 ― ―

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △619,618 △226,190 △1,813,223

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

 １ 短期借入れによる収入  241,678 379,248 876,513

 ２ 短期借入金の返済による支出  ― △295,247 ―

 ３ 新株予約権の発行による収入  5,000 7,000 ―

 ４ 株式の発行による収入  ― ― 447,263

 ５ 少数株主からの払込みによる 

   収入 
 14,700 ― 14,700

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 261,378 91,001 1,338,477

Ⅳ 現金及び現金同等物の 

  増減額（減少:△） 
 21,076 △358,273 305,583

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  58,554 378,448 58,554

Ⅵ 新規連結子会社の取得に伴う 

  現金同等物の増加額 
 14,310 ― 141,310

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
※１ 93,941 20,174 378,488
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(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 

〈修正前〉 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

 当社グループは、当中間連結会計

期間においても継続して営業損失

549,029千円を計上しております。ま

た、当中間連結会計期間において

591,261千円と多額の中間純損失を

計上しております。これにより、当

社グループは継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

     （以下 省略） 

 当社グループは、当中間連結会計

期間において前連結会計年度より継

続して営業損失711百万円、中間純損

失506百万円を計上し、営業キャッシ

ュ・フロー△223百万円になったこと

により、現金及び現金同等物の残高

が大きく減少しております。これに

より、当社グループは継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります。 

    （以下 省略） 

 当社グループは、当連結会計年度

に5,418,153千円と多額の当期純損

失を計上しております。また、前連

結会計年度に引続き、継続的な営業

損失を計上しております。これによ

り、当社グループは継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

  

    （以下 省略） 

 
〈修正後〉 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

 当社グループは、当中間連結会計

期間においても継続して営業損失

549,029千円を計上しております。ま

た、当中間連結会計期間において

591,261千円と多額の中間純損失を

計上しております。これにより、当

社グループは継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

     （以下 省略） 

 当社グループは、当中間連結会計

期間において前連結会計年度より継

続して営業損失711百万円、中間純損

失640百万円を計上し、営業キャッシ

ュ・フロー△223百万円になったこと

により、現金及び現金同等物の残高

が大きく減少しております。これに

より、当社グループは継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります。 

    （以下 省略） 

 当社グループは、当連結会計年度

に5,418,153千円と多額の当期純損

失を計上しております。また、前連

結会計年度に引続き、継続的な営業

損失を計上しております。これによ

り、当社グループは継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

  

    （以下 省略） 
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(8) 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 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日) (平成19年６月30日) 

（省略） （省略） （省略） 

※4.消費税等の取扱い ※4.消費税等の取扱い ※4.消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等 
 は相殺の上、流動資産の「その 
 他」に表示しております。 

同左 同左 

 



 

〈修正前〉 
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日) (平成19年６月30日) 

（省略） （省略） （省略） 

※4.消費税等の取扱い ※4.消費税等の取扱い ※4.消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等 
 は相殺の上、流動資産の「その 
 他」に表示しております。 

仮払消費税等及び仮受消費税等 
は相殺の上、流動負債の「その 
他」に表示しております。 

仮払消費税等及び仮受消費税等 
は相殺の上、流動資産の「その 
他」に表示しております。 
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(１株当たり情報) 

〈修正前〉 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１株当たり純資産額 43円79銭 
 

１株当たり純資産額 14円60銭
 

１株当たり純資産額 16円70銭
 

１株当たり中間純損失 ３円17銭 
 

１株当たり中間純損失 ２円23銭
 

１株当たり当期純損失 28円94銭
 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株

当たり中間純損失のため記載し

ておりません。 
 

  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中間純

損失のため記載しておりません。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株

当たり当期純損失のため記載し

ておりません。 

 
 (注)１ １株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎は下記のとおりであります。  

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

１株当たり中間(当期)純損失    

中間(当期)純損失(千円) 591,261 506,045 5,418,153 

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) 

591,261 506,045 5,418,153 

普通株式の期中平均株式数(株) 186,654,897 226,654,897 187,210,453 

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 

― 

 

― 

 

― 

 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は下記のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

純資産の部の合計額(千円) 8,296,787 3,314,867 3,858,417 

普通株式に係る純資産額(千円) 8,170,951 3,309,876 3,785,131 

差額の主な内訳(千円)     

為替換算調整勘定 ― △2,009 △2,009 

新株予約権 9,800 7,000 5,000 

少数株主持分 116,036 ― 70,295 

普通株式の発行済株式数(数) 186,654,900 226,654,900 226,654,900 

普通株式の自己株式数(株) 3 3 3 

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) 

186,654,897 226,654,897 226,654,897 

 



 

〈修正後〉 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１株当たり純資産額 43円79銭 
 

１株当たり純資産額 14円00銭
 

１株当たり純資産額 16円70銭
 

１株当たり中間純損失 ３円17銭 
 

１株当たり中間純損失 ２円83銭
 

１株当たり当期純損失 28円94銭
 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株

当たり中間純損失のため記載し

ておりません。 
 

  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中間純

損失のため記載しておりません。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株

当たり当期純損失のため記載し

ておりません。 

 
 (注)１ １株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎は下記のとおりであります。  

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

１株当たり中間(当期)純損失    

中間(当期)純損失(千円) 591,261 640,568 5,418,153 

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) 

591,261 640,568 5,418,153 

普通株式の期中平均株式数(株) 186,654,897 226,654,897 187,210,453 

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 

― 

 

― 

 

― 

 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は下記のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

純資産の部の合計額(千円) 8,296,787 3,180,344 3,858,417 

普通株式に係る純資産額(千円) 8,170,951 3,173,344 3,785,131 

差額の主な内訳(千円)     

為替換算調整勘定 ― ― △2,009 

新株予約権 9,800 7,000 5,000 

少数株主持分 116,036 ― 70,295 

普通株式の発行済株式数(数) 186,654,900 226,654,900 226,654,900 

普通株式の自己株式数(株) 3 3 3 

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) 

186,654,897 226,654,897 226,654,897 
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５ 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

〈修正前〉 

  
前中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年６月30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 ※2  89,629 7,912  355,310

２ 売掛金   819,059 344,895  414,523

３ たな卸資産 ※3  3,546,987 3,322,294  3,461,151

４ 前渡金  612,860 ―  14,227

５ 短期貸付金  1,325,630 1,013,811  842,400

６ その他   390,157 219,115  452,006

貸倒引当金   △685,854 △773,822  △773,822

流動資産合計   6,098,471 70.8 4,134,207 54.6  4,765,796 57.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1   

  (1) 建物   935,774 1,387,751  1,497,135

  (2) その他   60,006 176,051  111,457

   有形固定資産 

  合計 
  995,781 1,563,802  1,608,592

２ 無形固定資産  92,278 411,446  428,459

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券   ― ―  0

(2) 長期滞留債権等   ― 1,591,234  1,591,234

(3) 敷金保証金   412,026 673,202  673,520

(4) 投資土地 ※3  703,672 703,672  703,672

(5) その他 ※3  711,050 360,043  372,132

貸倒引当金   △398,363 △1,869,109  △1,869,109

投資その他の資産合計   1,428,385 1,459,041  1,471,448

固定資産合計   2,516,445 29.2 3,434,290 45.4  3,508,500 42.4

資産合計   8,614,916 100.0 7,568,498 100.0  8,274,297 100.0

    

 



 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年６月30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  17,759 5,820  6,515

２ 短期借入金 ※3  ― 921,000  600,000

３  前受金  ― 438,908  438,467

４ 事業整理損失 

  引当金 
 ― 2,273,708  2,409,063

５ その他 ※5  274,886 254,809  1,005,655

流動負債合計  292,645 3.4 4,253,948 56.2  4,459,702 53.9

負債合計  292,645 3.4 4,253,948 56.2  4,459,702 53.9

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  9,455,650 109.8 3,809,595 50.3  9,675,650 116.9

 ２ 資本剰余金   

  (1) 資本準備金 ― ― 220,000 

   資本剰余金合計  ― ― ― ―  220,000

 ３ 利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △1,143,179 △502,046 △6,086,054 

   利益剰余金合計  △1,143,179 △13.3 △502,046 △6.6  △6,086,054 △73.6

 ４ 自己株式  △0 △0.0 △0 △0.0  △0 △0.0

   株主資本合計  8,312,470 96.5 3,307,549 43.7  3,809,595 46.0

Ⅱ 新株予約権  9,800 0.1 7,000 0.1  5,000 0.0

   純資産合計  8,322,270 96.6 3,314,549 43.8  3,814,595 46.1

   負債純資産合計  8,614,916 100.0 7,568,498 100.0  8,274,297 100.0

   

 



 

〈修正後〉 

  
前中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年６月30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 ※2  89,629 7,912  355,310

２ 売掛金   819,059 344,895  414,523

３ たな卸資産 ※3  3,546,987 3,322,294  3,461,151

４ 前渡金  612,860 ―  14,227

５ 短期貸付金  1,325,630 997,431  842,400

６ その他 ※5  390,157 219,115  452,006

貸倒引当金   △685,854 △773,822  △773,822

流動資産合計   6,098,471 70.8 4,117,826 55.4  4,765,796 57.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※1   

  (1) 建物   935,774 1,387,751  1,497,135

  (2) その他   60,006 57,908  111,457

   有形固定資産 

  合計 
  995,781 1,445,660  1,608,592

２ 無形固定資産  92,278 411,446  428,459

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券   ― 0  0

(2) 長期滞留債権等   ― 1,725,756  1,591,234

(3) 敷金保証金   412,026 673,202  673,520

(4) 投資土地 ※3  703,672 703,672  703,672

(5) その他 ※3  711,050 360,043  372,132

貸倒引当金   △398,363 △2,003,632  △1,869,109

投資その他の資産合計   1,428,385 1,459,041  1,471,448

固定資産合計   2,516,445 29.2 3,316,148 44.6  3,508,500 42.4

資産合計   8,614,916 100.0 7,433,975 100.0  8,274,297 100.0

    

 



 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年６月30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  17,759 5,820  6,515

２ 短期借入金 ※3  ― 921,000  600,000

３  前受金  ― 438,908  438,467

４ 事業整理損失 

  引当金 
 ― 2,273,708  2,409,063

５ その他 ※5  274,886 254,809  1,005,655

流動負債合計  292,645 3.4 4,253,948 57.2  4,459,702 53.9

負債合計  292,645 3.4 4,253,948 57.2  4,459,702 53.9

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  9,455,650 109.8 3,809,595 51.3  9,675,650 116.9

 ２ 資本剰余金   

  (1) 資本準備金 ― ― 220,000 

   資本剰余金合計  ― ― ― ―  220,000

 ３ 利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △1,143,179 △636,568 △6,086,054 

   利益剰余金合計  △1,143,179 △13.3 △636,568 △8.6  △6,086,054 △73.6

 ４ 自己株式  △0 △0.0 △0 △0.0  △0 △0.0

   株主資本合計  8,312,470 96.5 3,173,026 42.7  3,809,595 46.0

Ⅱ 新株予約権  9,800 0.1 7,000 0.1  5,000 0.0

   純資産合計  8,322,270 96.6 3,180,026 42.8  3,814,595 46.1

   負債純資産合計  8,614,916 100.0 7,433,975 100.0  8,274,297 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 
〈修正前〉 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年７月１日 
  至 平成19年６月30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   933,135 100.0 1,269,831 100.0  2,943,050 100.0

Ⅱ 売上原価   228,716 24.5 262,747 20.7  1,096,665 37.3

売上総利益   704,419 75.5 1,007,083 79.3  1,846,385 62.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※5  1,076,755 115.4 1,670,404 131.6  3,459,078 117.5

営業損失   372,336 △39.9 663,320 △52.3  1,612,692 △54.8

Ⅳ 営業外収益 ※1  43,927 4.7 41,137 3.3  78,613 2.7

Ⅴ 営業外費用 ※2  27,688 3.0 56,224 4.4  88,793 3.0

経常損失   356,097 △38.2 678,407 △53.4  1,622,873 △55.1

Ⅵ 特別利益 ※3  23,614 2.5 190,355 15.0  109,679 3.7

Ⅶ 特別損失 
※4
※6

 347,786 37.3 ― ―  4,095,726 139.2

税引前中間(当期) 
純損失   680,269 △72.9 488,052 △38.4  5,608,920 △190.6

法人税、住民税 
及び事業税   7,294 0.8 13,994 1.1  21,518 0.7

中間(当期)純損失   687,563 △73.7 502,046 △39.5  5,630,439 △191.3

    

 



 

〈修正後〉 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年７月１日 
  至 平成19年６月30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   933,135 100.0 1,269,831 100.0  2,943,050 100.0

Ⅱ 売上原価   228,716 24.5 262,747 20.7  1,096,665 37.3

売上総利益   704,419 75.5 1,007,083 79.3  1,846,385 62.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※5  1,076,755 115.4 1,670,404 131.6  3,459,078 117.5

営業損失   372,336 △39.9 663,320 △52.3  1,612,692 △54.8

Ⅳ 営業外収益 ※1  43,927 4.7 41,137 3.3  78,613 2.7

Ⅴ 営業外費用 ※2  27,688 3.0 56,224 4.4  88,793 3.0

経常損失   356,097 △38.2 678,407 △53.4  1,622,873 △55.1

Ⅵ 特別利益 ※3  23,614 2.5 190,355 15.0  109,679 3.7

Ⅶ 特別損失 
※4
※6 

 347,786 37.3 134,522 10.6  4,095,726 139.2

税引前中間(当期) 
純損失   680,269 △72.9 622,574 △49.0  5,608,920 △190.6

法人税、住民税 
及び事業税   7,294 0.8 13,994 1.1  21,518 0.7

中間(当期)純損失   687,563 △73.7 636,568 △50.1  5,630,439 △191.3
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(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７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 

 

〈修正前〉 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年６月30日残高(千円) 9,675,650 220,000 220,000

中間会計期間中の変動額  

  欠損填補のための減資 △5,866,054 ― ―

  欠損填補のための資本準備金 
 取崩 

― △220,000 △220,000

  中間純損失 ― ― ―

  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) 

△5,866,054 △220,000 △220,000

平成19年12月31日残高(千円) 3,809,595 ― ―

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

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19年６月30日残高(千円) △6,086,054 △6,086,054 △0 3,809,595

中間会計期間中の変動額  

  欠損填補のための減資 5,866,054 5,866,054 ― ―

  欠損填補のための資本準備金 
 取崩 

220,000 220,000 ― ―

  中間純損失 △502,046 △502,046 ― △502,046

  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) 

6,086,054 6,086,054 ― △502,046

平成19年12月31日残高(千円) △502,046 △502,046 △0 3,307,549

 

 新株予約権 純資産合計 

平成19年６月30日残高(千円) 5,000 3,814,595

中間会計期間中の変動額 

  欠損填補のための減資 ― ―

  欠損填補のための資本準備金 
 取崩 

― ―

  中間純損失 ― △502,046

  株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

2,000 2,000

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

2,000 △500,046

平成19年12月31日残高(千円) 7,000 3,314,549

 
 



 

〈修正後〉 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年６月30日残高(千円) 9,675,650 220,000 220,000

中間会計期間中の変動額  

  欠損填補のための減資 △5,866,054 ― ―

  欠損填補のための資本準備金 
 取崩 

― △220,000 △220,000

  中間純損失 ― ― ―

  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) 

△5,866,054 △220,000 △220,000

平成19年12月31日残高(千円) 3,809,595 ― ―

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

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19年６月30日残高(千円) △6,086,054 △6,086,054 △0 3,809,595

中間会計期間中の変動額  

  欠損填補のための減資 5,866,054 5,866,054 ― ―

  欠損填補のための資本準備金 
 取崩 

220,000 220,000 ― ―

  中間純損失 △636,568 △636,568 ― △636,568

  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) 

5,449,485 5,449,485 ― △636,568

平成19年12月31日残高(千円) △636,568 △636,568 △0 3,173,026

 

 新株予約権 純資産合計 

平成19年６月30日残高(千円) 5,000 3,814,595

中間会計期間中の変動額 

  欠損填補のための減資 ― ―

  欠損填補のための資本準備金 
 取崩 

― ―

  中間純損失 ― △636,568

  株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

2,000 2,000

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

2,000 △634,568

平成19年12月31日残高(千円) 7,000 3,180,026
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 

〈修正前〉 

前中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日) 

 当社は、当中間会計期間において

も継続して営業損失372,336千円を

計上しております。また、当中間会

計期間において687,563千円と多額

の中間純損失を計上しております。

これにより、当社は継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

     

（以下 省略） 

 当社は、当中間会計期間におい

て前事業年度より継続して営業損失

663百万円、中間純損失502百万円を

計上し、現金及び現金同等物の残高

が大きく減少しております。これに

より、当社は継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。

 

   （以下 省略） 

 

 

当社は、当事業年度に5,630,439千円

と多額の当期純損失を計上しており

ます。これにより、当社は継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

 

   （以下 省略） 

 
 
〈修正後〉 

前中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日) 

 当社は、当中間会計期間において

も継続して営業損失372,336千円を

計上しております。また、当中間会

計期間において687,563千円と多額

の中間純損失を計上しております。

これにより、当社は継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

     

（以下 省略） 

 当社は、当中間会計期間におい

て前事業年度より継続して営業損失

663百万円、中間純損失636百万円を

計上し、現金及び現金同等物の残高

が大きく減少しております。これに

より、当社は継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。

 

   （以下 省略） 

 

 

当社は、当事業年度に5,630,439千円

と多額の当期純損失を計上しており

ます。これにより、当社は継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

 

   （以下 省略） 
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(7) 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 当中間会計期間末 前事業年度末 

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日) (平成19年６月30日) 

   

※5.消費税等の取扱い ※5.消費税等の取扱い ※5.消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等 
は相殺の上、流動資産の「その 
他」に表示しております。 

同左 同左 

 

〈修正後〉 
前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

(平成18年12月31日) (平成19年12月31日) (平成19年６月30日) 

   

※5.消費税等の取扱い ※5.消費税等の取扱い ※5.消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等 
 は相殺の上、流動資産の「その 
  他」に表示しております。 

仮払消費税等及び仮受消費税等 
は相殺の上、流動負債の「その 
他」に表示しております。 

仮払消費税等及び仮受消費税等 
は相殺の上、流動資産の「その 
他」に表示しております。 
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注記事項 

(中間損益計算書関係) 

 
〈修正前〉 

前中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

（省略） （省略） （省略） 

※４ 特別損失の主要項目 

貸倒引当金 
繰入額 

347,786千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

    ―― 
 

※４ 特別損失の主要項目 

貸倒引当金繰入
額 

1,324,476千円

事業整理損失引
当金繰入額 

2,409,063千円

 

（省略） （省略） （省略） 

 
〈修正後〉 

前中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

（省略） （省略） （省略） 

※４ 特別損失の主要項目 

貸倒引当金 
繰入額 

347,786千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

貸倒引当金 
繰入額 

134,522千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

貸倒引当金繰入
額 

1,324,476千円

事業整理損失引
当金繰入額 

2,409,063千円

 
（省略） （省略） （省略） 
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(１株当たり情報) 

 

〈修正前〉 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１株当たり純資産額 44円53銭 
 

１株当たり純資産額 14円59銭
 

１株当たり純資産額 16円81銭
 

１株当たり中間純損失 ３円68銭 
 

１株当たり中間純損失 ２円22銭
 

１株当たり当期純損失 30円08銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、１株
当たり中間純損失のため記載し
ておりません。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純
利益金額については、１株当たり中間純
損失のため記載しておりません。 

   
 

  なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、１株
当たり当期純損失のため記載し
ておりません。 

（注）１ １株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎  
    

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

１株当たり中間(当期)純損失    

中間(当期)純損失(千円) 687,563 502,046 5,630,439 

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) 

687,563 502,046 5,630,439 

普通株式の期中平均株式数(株) 186,654,897 226,654,897 187,210,453 

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 

― ― 
           

― 
 

 
   ２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は下記のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

純資産の部の合計額(千円) 8,322,270 3,314,549 3,814,595 

普通株式に係る純資産額(千円) 8,312,470 3,307,549 3,809,595 

差額の主な内訳(千円)     

新株予約権 9,800 7,000 5,000 

普通株式の発行済株式数(数) 186,654,900 226,654,900 226,654,900 

普通株式の自己株式数(株) 3 3 3 

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) 

186,654,897 226,654,897 226,654,897 

 



 

〈修正後〉 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１株当たり純資産額 44円53銭 
 

１株当たり純資産額 14円00銭
 

１株当たり純資産額 16円81銭
 

１株当たり中間純損失 ３円68銭 
 

１株当たり中間純損失 ２円81銭
 

１株当たり当期純損失 30円08銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、１株
当たり中間純損失のため記載し
ておりません。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純
利益金額については、１株当たり中間純
損失のため記載しておりません。 

   
 

  なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、１株
当たり当期純損失のため記載し
ておりません。 

（注）１ １株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎  
    

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

１株当たり中間(当期)純損失    

中間(当期)純損失(千円) 687,563 636,568 5,630,439 

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) 

687,563 636,568 5,630,439 

普通株式の期中平均株式数(株) 186,654,897 226,654,897 187,210,453 

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 

― ― 
           

― 
 

 
   ２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は下記のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

純資産の部の合計額(千円) 8,322,270 3,180,026 3,814,595 

普通株式に係る純資産額(千円) 8,312,470 3,173,026 3,809,595 

差額の主な内訳(千円)     

新株予約権 9,800 7,000 5,000 

普通株式の発行済株式数(数) 186,654,900 226,654,900 226,654,900 

普通株式の自己株式数(株) 3 3 3 

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) 

186,654,897 226,654,897 226,654,897 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


