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平成20年５月16日 

各  位 

上場会社名    株 式 会 社 ア ク セ ス 

代 表 者 名  代表取締役 山田 欣吾 

            （JASDAQ・コード：4700） 

問 合 せ 先   管理本部 管理部 部長 仲橋 孝治 

電 話 番 号  (06)6208-1600（ 代 表 ） 

 

 

（訂正）平成20年３月期 中間決算短信の訂正について 

 

当社は、平成20年４月28日付の「業績に影響を与える事象の発生と社内調査報告及び外部調査委員会の設

置について」において、過年度決算分の業績に及ぼす影響について精査してまいりました。 

このたび、過年度決算の具体的な訂正内容が確定いたしましたので、平成19年11月22日に発表いたしまし

た「平成20年３月期 中間決算短信」を次ページ以降記載のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿（アンダーライン）

を付して表示しております。 

 

以上 
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1. 平成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 

（訂正前） (％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９月中間期 1,089 20.7 △274 ― △219 ― △255 ― 
18年９月中間期 902 7.1 △551 ― △574 ― △463 ― 

 19年 ３月期 2,313 ― △922 ― △971 ― 6,683 ― 
 

 
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 △4,753 96 ― ― 
18年９月中間期 △8,428 08 ― ― 

 19年 ３月期 121,652 00 ― ― 
 
 

（訂正後） (％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９月中間期 1,093 △18.2 △270 ― △215 ― △251 ― 
18年９月中間期 1,336 23.2 △389 ― △421 ― △362 ― 

 19年 ３月期 2,751 ― △744 ― △802 ― 6,772 ― 

 

 
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 △4,675 73 ― ― 

18年９月中間期 △6,597 08 ― ― 

 19年 ３月期 123,270 12 ― ― 
 
 

 

(2) 連結財政状態 
 
（訂正前） 

 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 17,412 15,962 91.7 302,008 21 

18年９月中間期 14,542 9,727 66.9 177,060 58 

19年 ３月期 20,436 16,895 82.6 307,154 92 
 
(参考) 自己資本 19年９月中間期15,962百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期16,874百万円

 

（訂正後） 
 

 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 17,202 15,855 92.2 299,985 94 

18年９月中間期 14,545 9,627 66.2 175,251 40 

19年 ３月期 20,263 16,784 82.7 305,132 87 
 
(参考) 自己資本 19年９月中間期15,855百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期16,763百万円
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(参考) 個別業績の概要 
1. 平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 (1) 個別経営成績 

（訂正前） (％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９月中間期 853 △5.4 △201 ― △141 ― △176 ― 

18年９月中間期 902 6.6 △552 ― △576 ― △464 ― 

19年３月期 1,970 ― △922 ― △973 ― 6,684 ― 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 円 銭 

19年９月中間期 △3,295 08 

18年９月中間期 △8,455 22 

 19年３月期 121,669 26 

 

（訂正後） (％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９月中間期 857 △35.8 △197 ― △137 ― △172 ― 
18年９月中間期 1,336 23.2 △391 ― △423 ― △363 ― 

19年３月期 2,408 ― △744 ― △804 ― 6,773 ― 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 円 銭 

19年９月中間期 △3,216 85 

18年９月中間期 △6,624 22 

 19年３月期 123,287 39 

 

 

(2) 個別財政状態 

（訂正前） 

 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 17,152 16,021 93.4 303,130 81 

18年９月中間期 14,524 9,707 66.8 176,703 19 

19年３月期 20,233 16,856 83.3 306,828 16 
 
(参考) 自己資本 19年９月中間期16,021百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期16,856百万円

 

（訂正後） 

 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 16,941 15,915 93.9 301,108 53 

18年９月中間期 14,528 9,608 66.1 174,894 02 

19年３月期 20,060 16,745 83.5 304,806 11 
 
(参考) 自己資本 19年９月中間期15,915百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期16,745百万円
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当中間期の経営成績 

（訂正前） 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰を起因とした物価の上昇や米国経済の減速懸

念等、様々な不安定材料があったものの、企業収益の改善を背景に設備投資も引き続き増加傾向にあり、

雇用環境の改善により個人消費にも回復の兆しが見え、景気は堅調に推移いたしました。また、当社グ

ループが属する情報サービス産業におきましては、内部統制関連投資を中心にIT市場全体の需要は好調

に拡大してまいりました。このような状況の中、当社は、大規模システムを有する企業のシステム・維

持管理コストを低減するために当社の独自のコア技術に基づいた『PLANET』のライセンス供与サービス

や『AAA』サービス、『AIRS』マイグレーションサービス等の導入によるシステム最適化の提案活動を

積極的に行ってまいりました。 

 また、当社グループの阿克塞斯軟件（上海）有限公司では、当社の技術力を支える研究開発拠点とし

てだけでなく、お客様に対し効率的にサービスを提供するための『オフショア開発』拠点としての活動

を開始いたしました。今後、『オフショア開発』需要の拡大が見込まれることから、「オフショア開発

向けソリューション」の構築にも取り組んでまいりました。 

 次に、前連結会計年度に子会社化いたしました日本保証システム株式会社は、賃貸住宅の家賃保証お

よびその関連サービスの更なる浸透に注力してまいりました。 

 この結果、当社グループの当中間連結会計期間における売上高は、1,089百万円（前年同期比20.7％

増）、経常損失219百万円（前年同期は、経常損失574百万円）、連結中間純損失255百万円（前年同期

は、中間純損失463百万円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

（システム関連事業） 

 当連結中間会計期間における『PLANET』ライセンス供与サービスや『AAA』サービスにつきましては、

新規受注もあり順調に推移いたしました。また、既存顧客の保守・運用サービス売上におきましては、

顧客の経営環境の変化に伴うシステムメンテナンス需要の増加により売上高が堅調に推移いたしました。 

 この結果、当中間連結会計期間におけるシステム関連事業の売上高は、798百万円となりました。 

（賃貸サポート関連事業） 

 昨今、賃貸住宅の家賃保証事業は、単身者世帯を中心に賃貸契約時における手間を嫌がる事等を背景

にその市場が急速に拡大しており、様々な業界からの新規参入企業が増加しております。そのような状

況の中で、当社グループの日本保証システム株式会社におきましても、当該サービスの拡販に注力して

まいりました。また、それに伴い前年度に比べ顧客数も増加する見込であります。本事業の業務の効率

化や更なる顧客与信の精度を高めるための新業務システムの開発にも取り組んでおります。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における賃貸サポート関連事業の売上高は、291百万円となりまし

た。 
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（訂正後） 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰を起因とした物価の上昇や米国経済の減速懸

念等、様々な不安定材料があったものの、企業収益の改善を背景に設備投資も引き続き増加傾向にあり、

雇用環境の改善により個人消費にも回復の兆しが見え、景気は堅調に推移いたしました。また、当社グ

ループが属する情報サービス産業におきましては、内部統制関連投資を中心にIT市場全体の需要は好調

に拡大してまいりました。このような状況の中、当社は、大規模システムを有する企業のシステム・維

持管理コストを低減するために当社の独自のコア技術に基づいた『PLANET』のライセンス供与サービス

や『AAA』サービス、『AIRS』マイグレーションサービス等の導入によるシステム最適化の提案活動を

積極的に行ってまいりました。 

 また、当社グループの阿克塞斯軟件（上海）有限公司では、当社の技術力を支える研究開発拠点とし

てだけでなく、お客様に対し効率的にサービスを提供するための『オフショア開発』拠点としての活動

を開始いたしました。今後、『オフショア開発』需要の拡大が見込まれることから、「オフショア開発

向けソリューション」の構築にも取り組んでまいりました。 

 次に、前連結会計年度に子会社化いたしました日本保証システム株式会社は、賃貸住宅の家賃保証お

よびその関連サービスの更なる浸透に注力してまいりました。 

 この結果、当社グループの当中間連結会計期間における売上高は、1,093百万円（前年同期比18.2％

減）、経常損失215百万円（前年同期は、経常損失421百万円）、連結中間純損失251百万円（前年同期

は、中間純損失362百万円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

（システム関連事業） 

 当連結中間会計期間における『PLANET』ライセンス供与サービスや『AAA』サービスにつきましては、

新規受注もあり順調に推移いたしました。また、既存顧客の保守・運用サービス売上におきましては、

顧客の経営環境の変化に伴うシステムメンテナンス需要の増加により売上高が堅調に推移いたしました。 

 この結果、当中間連結会計期間におけるシステム関連事業の売上高は、802百万円となりました。 

（賃貸サポート関連事業） 

 昨今、賃貸住宅の家賃保証事業は、単身者世帯を中心に賃貸契約時における手間を嫌がる事等を背景

にその市場が急速に拡大しており、様々な業界からの新規参入企業が増加しております。そのような状

況の中で、当社グループの日本保証システム株式会社におきましても、当該サービスの拡販に注力して

まいりました。また、それに伴い前年度に比べ顧客数も増加する見込であります。本事業の業務の効率

化や更なる顧客与信の精度を高めるための新業務システムの開発にも取り組んでおります。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における賃貸サポート関連事業の売上高は、291百万円となりまし

た。 
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(2) 財政状態に関する分析 

（訂正前） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動における資金は、2,583百万円減少いたしました。この主な要因は、税金等調整前中間純損失

252百万円の計上、未払法人税等の支払1,817百万円、役員退職慰労金295百万円の支払及び未払消費税

等の支払176百万円によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動における資金は、9,630百万円減少いたしました。この主な要因は、前連結会計年度に売却い

たしました不動産の売却代金を戦略的な資本提携や研究開発投資等に活用するまでの間、流動性を確保

し、安全性の高い商品で運用することを目的とした、SPCに対する貸付による支出8,000百万円、金銭の

信託による支出1,398百万円、投資有価証券の取得による支出600百万円及び定期預金の預入による支出

500百万円によるものであります。なお、貸付は短期での有担保貸付であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動における資金は、523百万円減少いたしました。この主な要因は、自己株式取得による支出381

百万円及び配当金の支払268百万円によるものであります。 

 

以上により、当連結会計年度における現金および現金同等物の期末残高は4,659百万円となり、前連結

会計年度に比べ12,737百万円減少いたしました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成17年９月 
中間期 

平成18年３月期 
平成18年９月 
中間期 

平成19年３月期 
平成19年９月 
中間期 

自己資本比率 77.8 67.6 66.9 82.6 91.7 

時価ベースの自己資本比率 182.9 93.8 90.8 57.6 48.0 

自己資本比率：（純資産－新株予約権－少数株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末当社株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

※「債務償還年数」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、有利子負債が完済してお

り、重要性がなくなったため省略しています。 
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（訂正後） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動における資金は、2,583百万円減少いたしました。この主な要因は、税金等調整前中間純損失

247百万円の計上、未払法人税等の支払1,817百万円、役員退職慰労金295百万円の支払及び未払消費税

等の支払213百万円によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動における資金は、9,630百万円減少いたしました。この主な要因は、前連結会計年度に売却い

たしました不動産の売却代金を戦略的な資本提携や研究開発投資等に活用するまでの間、流動性を確保

し、安全性の高い商品で運用することを目的とした、SPCに対する貸付による支出8,000百万円、金銭の

信託による支出1,398百万円、投資有価証券の取得による支出600百万円及び定期預金の預入による支出

500百万円によるものであります。なお、貸付は短期での有担保貸付であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動における資金は、523百万円減少いたしました。この主な要因は、自己株式取得による支出381

百万円及び配当金の支払268百万円によるものであります。 

 

以上により、当連結会計年度における現金および現金同等物の期末残高は4,659百万円となり、前連結

会計年度に比べ12,737百万円減少いたしました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成17年９月 
中間期 

平成18年３月期 
平成18年９月 
中間期 

平成19年３月期 
平成19年９月 
中間期 

自己資本比率 74.5 66.8 66.2 82.8 92.2 

時価ベースの自己資本比率 200.6 94.6 90.7 58.1 47.3 

自己資本比率：（純資産－新株予約権－少数株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末当社株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

※「債務償還年数」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、有利子負債が完済してお

り、重要性がなくなったため省略しています。 
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４ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

（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) 

前連結会計年度の 
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   834,614   4,159,975   17,398,406  

 ２ 売掛金   480,615   426,131   390,230  

 ３ 有価証券   ―   999,058   ―  

 ４ たな卸資産   728,679   636,770   645,182  

 ５ 短期貸付金   ―   8,003,607   ―  

 ６ 金銭の信託   ―   1,398,970   ―  

 ７ 未収入金   ―   ―   1,224,898  

 ８ その他   209,445   537,352   305,098  

   貸倒引当金   ―   △46,115   △26,930  

   流動資産合計   2,253,355 15.5  16,115,750 92.5  19,936,886 97.6 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※1,2          

  (1) 建物及び構築物   3,181,957   101,754   14,755  

  (2) 土地   8,466,027   ―   ―  

  (3) その他   83,898   65,169   39,222  

   有形固定資産合計   11,731,883   166,923   53,977  

 ２ 無形固定資産   11,287   121,678   76,618  

 ３ 投資その他の資産   545,750   ―   ―  

  (1) 投資有価証券   ―   615,155   16,270  

  (2) その他   ―   415,317   375,264  

   貸倒引当金   ―   △22,500   △22,500  

   投資その他の資産合計   545,750   1,007,972   369,034  

   固定資産合計   12,288,921 84.5  1,296,575 7.5  499,630 2.4 

   資産合計   14,542,277 100.0  17,412,326 100.0  20,436,516 100.0 
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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) 

前連結会計年度の 
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 短期借入金 ※２  2,100,000   124,000   ―  

 ２ １年以内償還予定の 
   社債 

  360,000   ―   ―  

 ３ 未払法人税等   15,804   16,858   1,893,058  

 ４ 受注損失引当金   278,276   ―   ―  

 ５ 履行保証引当金   ―   52,539   23,362  

 ６ プロジェクト中止 
      損失引当金 

  ―   781,259   781,259  

 ７ その他   314,013   429,447   506,964  

   流動負債合計   3,068,094 21.1  1,404,104 8.0  3,204,645 15.7 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社 債   1,710,000   ―   ―  

 ２ 退職給付引当金   8,187   8,480   4,033  

 ３ 役員退職慰労引当金   ―   36,140   332,081  

 ４ その他   28,641   957   ―  

   固定負債合計   1,746,828 12.0  45,577 0.3  336,114 1.6 

   負債合計   4,814,923 33.1  1,449,682 8.3  3,540,759 17.3 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   7,700,000 53.0  7,700,000 44.2  7,700,000 37.7 

 ２ 資本剰余金   4,578,183 31.5  4,578,183 26.3  4,578,183 22.4 

 ３ 利益剰余金   △2,541,747 △17.5  4,074,670 23.4  4,604,591 22.5 

 ４ 自己株式   △9,159 △0.1  △390,359 △2.2  △9,159 △0.0 

   株主資本合計   9,727,276 66.9  15,962,495 91.7  16,873,615 82.6 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

  △318 △0.0  △2,041 △0.0  △291 △0.0 

 ２ 為替換算調整勘定   395 0.0  2,190 0.0  1,152 0.0 

   評価・換算差額等 
   合計 

  77 0.0  148 0.0  861 0.0 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  ― ―  21,280 0.1 

   純資産合計   9,727,353 66.9  15,962,644 91.7  16,895,757 82.7 

   負債純資産合計   14,542,277 100.0  17,412,326 100.0  20,436,516 100.0 
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（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) 

前連結会計年度の 
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   834,614   4,159,975   17,398,406  

 ２ 売掛金   420,615   366,131   330,230  

 ３ 有価証券   ―   999,058   ―  

 ４ たな卸資産   805,528   523,674   532,086  

 ５ 短期貸付金   ―   8,003,607   ―  

 ６ 金銭の信託   ―   1,398,970   ―  

 ７ 未収入金   ―   ―   1,224,898  

 ８ その他   196,013   500,272   305,098  

   貸倒引当金   ―   △46,115   △26,930  

   流動資産合計   2,256,772 15.5  15,905,576 92.5  19,763,791 97.5 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※1,2          

  (1) 建物及び構築物   3,181,957   101,754   14,755  

  (2) 土地   8,466,027   ―   ―  

  (3) その他   83,898   65,169   39,222  

   有形固定資産合計   11,731,883   166,923   53,977  

 ２ 無形固定資産   11,287   121,678   76,618  

 ３ 投資その他の資産   545,750   ―   ―  

  (1) 投資有価証券   ―   615,155   16,270  

  (2) その他   ―   415,317   375,264  

   貸倒引当金   ―   △22,500   △22,500  

   投資その他の資産合計   545,750   1,007,972   369,034  

   固定資産合計   12,288,921 84.5  1,296,575 7.5  499,630 2.5 

   資産合計   14,545,694 100.0  17,202,151 100.0  20,263,421 100.0 
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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) 

前連結会計年度の 
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 短期借入金 ※２  2,100,000   124,000   ―  

 ２ １年以内償還予定の 
   社債 

  360,000   ―   ―  

 ３ 未払法人税等   15,804   16,858   1,893,058  

 ４ 受注損失引当金   281,618   ―   ―  

 ５ 履行保証引当金   ―   52,539   23,362  

 ６ プロジェクト中止 
      損失引当金 

  ―   609,601   609,601  

 ７ その他   413,481   497,818   616,614  

   流動負債合計   3,170,904 21.8  1,300,816 7.5  3,142,637 15.5 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社 債   1,710,000   ―   ―  

 ２ 退職給付引当金   8,187   8,480   4,033  

 ３ 役員退職慰労引当金   ―   36,140   332,081  

 ４ その他   28,641   957   ―  

   固定負債合計   1,746,828 12.0  45,577 0.3  336,114 1.7 

   負債合計   4,917,733 33.8  1,346,394 7.8  3,478,751 17.2 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   7,700,000 52.9  7,700,000 44.8  7,700,000 38.0 

 ２ 資本剰余金   4,578,183 31.5  4,578,183 26.6  4,578,183 22.6 

 ３ 利益剰余金   △2,641,139 △18.1  3,967,783 23.1  4,493,504 22.1 

 ４ 自己株式   △9,159 △0.1  △390,359 △2.3  △9,159 △0.0 

   株主資本合計   9,627,884 66.2  15,855,607 92.2  16,762,528 82.7 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

  △318 △0.0  △2,041 △0.0  △291 △0.0 

 ２ 為替換算調整勘定   395 0.0  2,190 0.0  1,152 0.0 

   評価・換算差額等 
   合計 

  77 0.0  148 0.0  861 0.0 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  ― ―  21,280 0.1 

   純資産合計   9,627,961 66.2  15,855,756 92.2  16,784,669 82.8 

   負債純資産合計   14,545,694 100.0  17,202,151 100.0  20,263,421 100.0 
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(2) 中間連結損益計算書 

（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) 

前連結会計年度の 
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   902,686 100.0  1,089,698 100.0  2,313,125 100.0 

Ⅱ 売上原価   968,660 107.3  720,708 66.1  1,919,069 83.0 

   売上総利益又は 
   売上総損失(△) 

  △65,973 △7.3  368,990 33.9  394,056 17.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  485,288 53.8  643,709 59.1  1,316,832 56.9 

   営業損失(△)   △551,262 △61.1  △274,719 △25.2  △922,776 △39.9 

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息  492   62,143   1,332   

 ２ 受取配当金  ―   250   ―   

 ３ 保険配当金  ―   ―   3,260   

 ４ 受取手数料  ―   ―   1,844   

 ５ 受取賃貸料  747   ―   1,504   

 ６ 為替差益  2,275   ―   1,533   

 ７ 還付加算金  ―   ―   2,173   

 ８ 雑収入  3,221 6,736 0.7 6,049 68,442 6.3 450 12,098 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  20,245   804   55,753   

 ２ 為替差損  ―   5,083   ―   

 ３ 支払手数料  ―   6,957   ―   

 ４ 雑損失  10,220 30,465 3.3 480 13,325 1.3 4,839 60,592 2.6 

   経常損失(△)    △574,991 △63.7  △219,602 △20.2  △971,270 △42.0 

Ⅵ 特別利益           

 １ 固定資産売却益 ※２ ―   ―   11,416,272   

 ２ 会員権売却益  ―   ―   6,118   

 ３ 社債償還益  ―   ―   2,440   

 ４ 持分変動利益  ― ― ― 87 87 0.0 2,271 11,427,102 494.0 

Ⅶ 特別損失           

 １ 固定資産売却損 ※３ ―   ―   539,070   

 ２ 固定資産除却損 ※４ ―   ―   35,522   

 ３ 訴訟費用  ―   29,812   ―   

 ４ 移転費用  ―   2,717   82,157   

 ５ プロジェクト中止損失 
   引当金繰入額 

 ―   ―   781,259   

 ６ 役員退職慰労 
   引当金繰入額 

 ―   ―   307,796   

 ７ 賃貸借契約解約損  ―   ―   122,060   

 ８ 支店閉鎖損  ―   ―   39,402   

 ９ 特別退職金  ―   ―   25,358   

 10 貸倒引当金繰入額  ―   ―   22,500   

 11 保険解約損  ― ― ― ― 32,529 2.9 9,357 1,964,485 84.9 

   税金等調整当期純利益 
   又は税金等調整前 
   中間純損失(△)  

  △574,991 △63.7  △252,044 △23.1  8,491,346 367.1 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 2,905   3,632   1,811,371   

   法人税等調整額  △114,875 △111,970 △12.4 22,123 25,756 2.4 △3,341 1,808,029 78.2 

   少数株主損失(△)   ― ―  △22,570 △2.1  ― ― 

   当期純利益 
   又は中間純損失(△)  

  △463,021 △51.3  △255,230 △23.4  6,683,317 288.9 
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（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) 

前連結会計年度の 
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   1,336,886 100.0  1,093,898 100.0  2,751,525 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,241,219 92.8  720,708 65.9  2,179,681 79.2 

   売上総利益   95,667 7.2  373,190 34.1  571,843 20.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  485,288 36.3  643,709 58.8  1,316,832 47.9 

   営業損失   389,621 △29.1  270,519 △24.7  744,988 △27.1 

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息  492   62,143   1,332   

 ２ 受取配当金  ―   250   ―   

 ３ 保険配当金  ―   ―   3,260   

 ４ 受取手数料  ―   ―   1,844   

 ５ 受取賃貸料  747   ―   1,504   

 ６ 為替差益  2,275   ―   1,533   

 ７ 還付加算金  ―   ―   2,173   

 ８ 雑収入  3,221 6,736 0.5 6,049 68,442 6.2 450 12,098 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  20,245   804   55,753   

 ２ 為替差損  ―   5,083   ―   

 ３ 支払手数料  ―   6,957   ―   

 ４ 租税公課  8,549   ―   8,549   

 ５ 雑損失  10,220 39,015 3.0 480 13,325 1.2 4,839 69,142 2.5 

   経常損失   421,900 △31.6  215,402 △19.7  802,032 △29.1 

Ⅵ 特別利益           

 １ 固定資産売却益 ※２ ―   ―   11,416,272   

 ２ 会員権売却益  ―   ―   6,118   

 ３ 社債償還益  ―   ―   2,440   

 ４ 持分変動利益  ― ― ― 87 87 0.0 2,271 11,427,102 415.3 

Ⅶ 特別損失           

 １ 固定資産売却損 ※３ ―   ―   539,070   

 ２ 固定資産除却損 ※４ ―   ―   35,522   

 ３ 訴訟費用  ―   29,812   ―   

 ４ 移転費用  ―   2,717   82,157   

 ５ プロジェクト中止損失 
   引当金繰入額 

 ―   ―   609,601   

 ６ 役員退職慰労 
   引当金繰入額 

 ―   ―   307,796   

 ７ 賃貸借契約解約損  ―   ―   122,060   

 ８ 支店閉鎖損  ―   ―   39,402   

 ９ 特別退職金  ―   ―   25,358   

 10 貸倒引当金繰入額  ―   ―   22,500   

 11 保険解約損  ―   ―   9,357   

 12 特定取引先への支出金  52,500 52,500 3.9 ― 32,529 3.0 252,000 2,044,827 74.4 

   税金等調整当期純利益 
   又は税金等調整前 
   中間純損失(△)  

  △474,400 △35.5  △247,844 △22.7  8,580,243 311.8 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 2,905   3,632   1,811,371   

   法人税等調整額  △114,875 △111,970 △8.4 22,123 25,756 2.3 △3,341 1,808,029 65.7 

   少数株主損失(△)   ― ―  △22,570 △2.1  ― ― 

   当期純利益 
   又は中間純損失(△)  

  △362,430 △27.1  △251,030 △22.9  6,772,213 246.1 
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

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) 

（訂正前） 

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18年３月31日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 △2,078,725 △9,159 10,190,298 

中間連結会計期間中の変動額      

 中間純損失   △463,021  △463,021 

 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) 

― ― △463,021 ― △463,021 

平成18年９月30日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 △2,541,747 △9,159 9,727,276 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) △448 540 92 ― 10,190,390 

中間連結会計期間中の変動額      

 中間純損失     △463,021 

 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) 

130 △145 △15 ― △15 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

130 △145 △15 ― △463,036 

平成18年９月30日残高(千円) △318 395 77 ― 9,727,353 

 

（訂正後） 

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18年３月31日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 △2,278,709 △9,159 9,990,314 

中間連結会計期間中の変動額      

 中間純損失   △362,430  △362,430 

 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) 

― ― △362,430 ― △362,430 

平成18年９月30日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 △2,641,139 △9,159 9,627,884 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) △448 540 92 ― 9,990,406 

中間連結会計期間中の変動額      

 中間純損失     △362,430 

 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) 

130 △145 △15 ― △15 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

130 △145 △15 ― △362,445 

平成18年９月30日残高(千円) △318 395 77 ― 9,627,961 
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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) 

（訂正前） 

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３月31日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 4,604,591 △9,159 16,873,615 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △274,690  △274,690 

 中間純損失   △255,230  △255,230 

 自己株式の取得    △381,200 △381,200 

 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) 

― ― △529,920 △381,200 △911,120 

平成19年９月30日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 4,074,670 △390,359 15,962,495 

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) △291 1,152 861 21,280 16,895,757 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当     △274,690 

 中間純損失     △255,230 

 自己株式の取得     △381,200 

 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) 

△1,750 1,038 △712 △21,280 △21,992 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△1,750 1,038 △712 △21,280 △933,113 

平成19年９月30日残高(千円) △2,041 2,190 148 ― 15,962,644 

 

（訂正後） 

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３月31日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 4,493,504 △9,159 16,762,528 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △274,690  △274,690 

 中間純損失   △251,030  △251,030 

 自己株式の取得    △381,200 △381,200 

 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) 

― ― △525,720 △381,200 △906,920 

平成19年９月30日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 3,967,783 △390,359 15,855,607 

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) △291 1,152 861 21,280 16,784,669 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当     △274,690 

 中間純損失     △251,030 

 自己株式の取得     △381,200 

 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) 

△1,750 1,038 △712 △21,280 △21,992 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△1,750 1,038 △712 △21,280 △928,913 

平成19年９月30日残高(千円) △2,041 2,190 148 ― 15,855,756 
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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) 

（訂正前） 

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18年３月31日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 △2,078,725 △9,159 10,190,298 

連結会計年度中の変動額      

 当期純利益   6,683,317  6,683,317 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

     

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― 6,683,317 ― 6,683,317 

平成19年３月31日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 4,604,591 △9,159 16,873,615 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) △448 540 92 ― 10,190,390 

連結会計年度中の変動額      

 当期純利益     6,683,317 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

157 611 768 21,280 22,049 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

157 611 768 21,280 6,705,366 

平成19年３月31日残高(千円) △291 1,152 861 21,280 16,895,757 

 

（訂正後） 

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18年３月31日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 △2,278,709 △9,159 9,990,314 

連結会計年度中の変動額      

 当期純利益   6,772,213  6,772,213 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

     

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― 6,772,213 ― 6,772,213 

平成19年３月31日残高(千円) 7,700,000 4,578,183 4,493,504 △9,159 16,762,528 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) △448 540 92 ― 9,990,406 

連結会計年度中の変動額      

 当期純利益     6,772,213 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

157 611 768 21,280 22,049 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

157 611 768 21,280 6,794,263 

平成19年３月31日残高(千円) △291 1,152 861 21,280 16,784,669 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 
    

 １ 税金等調整前当期純利益 

   又は税金等調整前中間純 
   損失(△) 

 △574,991 △252,044 8,491,346 

 ２ 減価償却費  118,131 27,249 238,744 

 ３ のれん償却額  ― 8,650 12,464 

 ４ 貸倒引当金の増加額 

   又は減少額(△) 
 ― 19,185 42,002 

 ５ 退職給付引当金の増加額 
   又は減少額(△) 

 5,620 4,446 1,466 

 ６ 受注損失引当金の増加額 

   又は減少額(△) 
 △73,104 ― △351,381 

 ７ プロジェクト中止損失 

   引当金の増加額又は 

   減少額(△) 

 ― ― 781,259 

 ８ 役員退職慰労引当金の 

   増加額又は減少額(△) 
 ― △295,941 332,081 

 ９ 履行保証引当金の増加額 

   又は減少額(△) 
 ― 29,177 12,012 

 10 持分変動利益  ― △87 △2,271 

 11 受取利息及び受取配当金  △492 △62,393 △1,332 
 12 支払利息  20,245 804 55,753 

 13 固定資産売却損  ― ― 539,070 

 14 固定資産除却損  ― ― 35,522 

 15 訴訟費用  ― 29,812 ― 

 16 支店閉鎖損  ― ― 39,402 

 17 特別退職金  ― ― 25,358 
 18 保険解約損  ― ― 9,357 

 19 為替差損益  △714 426 640 

 20 固定資産売却益  ― ― △11,416,272 

 21 会員権売却益  ― ― △6,118 

 22 社債償還益  ― ― △2,440 

 23 売上債権の増加額(△) 
   又は減少額 

 179,997 △6,333 204,225 

 24 たな卸資産の増加額(△) 

   又は減少額 
 △238,211 8,412 △154,714 

 25 未収還付消費税等の 

   増加額(△)又は減少額 
 110,649 ― 80,940 

 26 その他資産の増加額(△) 
   又は減少額 

 △31,975 △120,319 △141,134 

 27 未払金の増加額 

   又は減少額(△) 
 △254,966 8,626 △242,791 

 28 リース債務の減少額(△)  △34,875 ― ― 

 29 未払消費税等の増加額 

   又は減少額(△) 
 ― △176,525 143,114 

 30 その他負債の増加額 

   又は減少額(△) 
 15,879 △70,790 82,806 

    小計  △758,806 △847,642 △1,190,886 

 31 利息及び配当金の受取額  490 107,389 1,188 

 32 利息の支払額  △21,408 △984 △54,226 

 33 訴訟費用  ― △24,563 ― 
 34 特別退職金の支払額  ― ― △25,358 

 35 法人税等の支払額  △4,712 △1,817,332 △4,601 

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △784,438 △2,583,134 △1,273,885 
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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) 

区分 
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 
 △3,208 △149,391 △57,018 

 ２ 有形固定資産の売却 
   による収入 

 ― 1,161,348 21,266,076 

 ３ 無形固定資産の取得 

   による支出 
 ― △58,772 △13,781 

 ４ 定期預金預け入れに 

   よる支出 
 ― △500,000 ― 

 ５ 定期預金の払戻による収入  12,450 2,508 13,564 
 ６ 投資有価証券の取得 

   による支出 
 ― △600,475 ― 

 ７ 貸付けによる支出  △1,500 △10,002,962 △6,700 

 ８ 貸付金の回収による収入  1,960 2,003,247 5,401 

 ９ 保証金の差入による支出  ― △97,177 △36,952 

 10 保証金の返金による収入  ― 10,050 1,073 
 11 新規連結子会社の取得に 

   よる支出 
※２ ― ― △68,739 

 12 会員権の売却による収入  ― ― 16,000 

 13 支店閉鎖に伴う支出  ― ― △21,084 

 14 金銭の信託の増加による 

   支出 
 ― △2,000,000 ― 

 15 金銭の信託の減少による 

   収入 
 ― 601,029 ― 

 16 その他の投資活動 

   による支出 
 △127 ― △24,982 

 17 その他の投資活動の 

   回収による収入 
 365 ― 102,856 

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 9,939 △9,630,595 21,175,713 

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

 １ 短期借入金の純増減額  488,000 124,000 △1,612,000 

 ２ 割賦未払金の返済 
   による支出 

 △15,397 ― ― 

 ３ 社債の償還による支出  △180,000 ― △2,247,559 

 ４ 配当金の支払額  △121 △268,104 △166 

 ５ 自己株式の取得による 

      支出 
 ― △381,200 ― 

 ６ 少数株主からの払込に 
   よる収入 

 ― 2,000 42,000 

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 292,481 △523,304 △3,817,726 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額 
 72 170 217 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

  増加額又は減少額(△) 
 △481,944 △12,736,864 16,084,319 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  期首残高 
 1,311,579 17,395,898 1,311,579 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※１ 829,634 4,659,034 17,395,898 
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（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) 

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 
    

 １ 税金等調整前当期純利益 

   又は税金等調整前中間純 

   損失(△) 

 △474,400 △247,844 8,580,243 

 ２ 減価償却費  118,131 27,249 238,744 

 ３ のれん償却額  ― 8,650 12,464 
 ４ 特定取引先への支出金  52,500 ― 252,000 

 ５ 貸倒引当金の増加額  ― 19,185 42,002 

 ６ 退職給付引当金の増加額  5,620 4,446 1,466 

 ７ 受注損失引当金の増加額 

   又は減少額(△) 
 115,236 ― △166,381 

 ８ プロジェクト中止損失 
   引当金の増加額 

 ― ― 609,601 

 ９ 役員退職慰労引当金の 

   増加額又は減少額(△) 
 ― △295,941 332,081 

 10 履行保証引当金の増加額  ― 29,177 12,012 

 11 持分変動利益  ― △87 △2,271 

 12 受取利息及び受取配当金  △492 △62,393 △1,332 
 13 支払利息  20,245 804 55,753 

 14 固定資産売却損  ― ― 539,070 

 15 固定資産除却損  ― ― 35,522 

 16 訴訟費用  ― 29,812 ― 

 17 支店閉鎖損  ― ― 39,402 

 18 特別退職金  ― ― 25,358 
 19 保険解約損  ― ― 9,357 

 20 為替差損益  △714 426 640 

 21 固定資産売却益  ― ― △11,416,272 

 22 会員権売却益  ― ― △6,118 

 23 社債償還益  ― ― △2,440 

 24 売上債権の増加額(△)  △275,912 △10,743 △256,094 
 25 たな卸資産の増加額(△) 

   又は減少額 
 △153,994 8,412 119,447 

 26 未収還付消費税等の減少額  48,589 ― 18,880 

 27 その他資産の増加額(△) 

   又は減少額 
 60,344 △83,239 △141,134 

 28 未払金の増加額 
   又は減少額(△) 

 △202,466 8,626 △190,291 

 29 リース債務の減少額(△)  △34,875 ― ― 

 30 未払消費税等の増加額 

   又は減少額(△) 
 ― △213,394 236,594 

 31 その他負債の増加額 

   又は減少額(△) 
 15,879 △70,790 82,806 

    小計  △706,306 △847,642 △938,886 

 32 利息及び配当金の受取額  490 107,389 1,188 

 33 利息の支払額  △21,408 △984 △54,226 

 34 訴訟費用  ― △24,563 ― 

 35 特別退職金の支払額  ― ― △25,358 

 36 特定取引先への支払額  △52,500 ― △252,000 
 37 法人税等の支払額  △4,712 △1,817,332 △4,601 

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △784,438 △2,583,134 △1,273,885 
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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) 

区分 
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 
 △3,208 △149,391 △57,018 

 ２ 有形固定資産の売却 
   による収入 

 ― 1,161,348 21,266,076 

 ３ 無形固定資産の取得 

   による支出 
 ― △58,772 △13,781 

 ４ 定期預金預け入れに 

   よる支出 
 ― △500,000 ― 

 ５ 定期預金の払戻による収入  12,450 2,508 13,564 
 ６ 投資有価証券の取得 

   による支出 
 ― △600,475 ― 

 ７ 貸付けによる支出  △1,500 △10,002,962 △6,700 

 ８ 貸付金の回収による収入  1,960 2,003,247 5,401 

 ９ 保証金の差入による支出  ― △97,177 △36,952 

 10 保証金の返金による収入  ― 10,050 1,073 
 11 新規連結子会社の取得に 

   よる支出 
※２ ― ― △68,739 

 12 会員権の売却による収入  ― ― 16,000 

 13 支店閉鎖に伴う支出  ― ― △21,084 

 14 金銭の信託の増加による 

   支出 
 ― △2,000,000 ― 

 15 金銭の信託の減少による 

   収入 
 ― 601,029 ― 

 16 その他の投資活動 

   による支出 
 △127 ― △24,982 

 17 その他の投資活動の 

   回収による収入 
 365 ― 102,856 

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 9,939 △9,630,595 21,175,713 

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

 １ 短期借入金の純増減額  488,000 124,000 △1,612,000 

 ２ 割賦未払金の返済 
   による支出 

 △15,397 ― ― 

 ３ 社債の償還による支出  △180,000 ― △2,247,559 

 ４ 配当金の支払額  △121 △268,104 △166 

 ５ 自己株式の取得による 

      支出 
 ― △381,200 ― 

 ６ 少数株主からの払込に 
   よる収入 

 ― 2,000 42,000 

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 292,481 △523,304 △3,817,726 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額 
 72 170 217 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

  増加額又は減少額(△) 
 △481,944 △12,736,864 16,084,319 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  期首残高 
 1,311,579 17,395,898 1,311,579 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※１ 829,634 4,659,034 17,395,898 
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(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 

（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) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正） 
 当中間連結会計期間から「貸借対
照表の純資産の部の表示に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 平
成17年12月９日 企業会計基準第５
号）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）並びに改正後の「自己株式
及び準備金の額の減少等に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 最
終改正平成18年８月11日 企業会計
基準第１号）及び「自己株式及び準
備金の額の減少等に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準委員会
最終改正平成18年８月11日 企業会
計基準適用指針第２号）を適用して
おります。 
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は9,727,353千円でありま
す。 
 中間連結財務諸表規則の改正によ
り、当中間連結会計期間における中
間連結財務諸表は、改正後の中間連
結財務諸表規則により作成しており
ます。 

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正） 
 当連結会計年度から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）並びに改正後の「自己株式及び
準備金の額の減少等に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 最終改
正平成18年８月11日 企業会計基準
第１号）及び「自己株式及び準備金
の額の減少等に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 最
終改正平成18年８月11日 企業会計
基準適用指針第２号）を適用してお
ります。 
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は16,874,476千円であり
ます。 
 連結財務諸表規則の改正により、
当連結会計年度における連結財務諸
表は、改正後の連結財務諸表規則に
より作成しております。 

―――――――――― ―――――――――― （役員退職慰労引当金） 
 当連結会計年度から、役員退職慰
労金について従来採用しておりまし
た支出時に費用として計上する方法
から、「役員退職慰労金規程」に基
づく期末要支給額を役員退職慰労引
当金として計上する方法に変更して
おります。この変更は、当連結会計
年度の下期に、事業戦略の再構築の
一環として「役員退職慰労金規程」
を制定したことから、「租税特別措
置法上の準備金及び特別法上の引当
金又は準備金並びに役員退職慰労引
当金等に関する監査上の取扱い」(日
本公認会計士協会 平成19年４月13
日 監査・保証実務委員会報告第42
号)を早期適用し、役員等に係る報酬
等につき引当計上が必要であると考
え、役員退職慰労金を役員の在任期
間にわたって合理的に費用配分する
ものであります。この変更により、
当連結会計年度の発生額24,285千円
は販売費及び一般管理費へ、過年度
分相当額307,796千円は特別損失に計
上しております。この結果、従来と
同一の方法を採用した場合と比べ、
営業損失および経常損失は24,285千
円増加し、税金等調整前当期純利益
は332,081千円減少しております。 
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（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) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正） 
 当中間連結会計期間から「貸借対
照表の純資産の部の表示に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 平
成17年12月９日 企業会計基準第５
号）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）並びに改正後の「自己株式
及び準備金の額の減少等に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 最
終改正平成18年８月11日 企業会計
基準第１号）及び「自己株式及び準
備金の額の減少等に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準委員会
最終改正平成18年８月11日 企業会
計基準適用指針第２号）を適用して
おります。 
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は9,627,961千円でありま
す。 
 中間連結財務諸表規則の改正によ
り、当中間連結会計期間における中
間連結財務諸表は、改正後の中間連
結財務諸表規則により作成しており
ます。 

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正） 
 当連結会計年度から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）並びに改正後の「自己株式及び
準備金の額の減少等に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 最終改
正平成18年８月11日 企業会計基準
第１号）及び「自己株式及び準備金
の額の減少等に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 最
終改正平成18年８月11日 企業会計
基準適用指針第２号）を適用してお
ります。 
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は16,763,389千円であり
ます。 
 連結財務諸表規則の改正により、
当連結会計年度における連結財務諸
表は、改正後の連結財務諸表規則に
より作成しております。 

―――――――――― ―――――――――― （役員退職慰労引当金） 
 当連結会計年度から、役員退職慰
労金について従来採用しておりまし
た支出時に費用として計上する方法
から、「役員退職慰労金規程」に基
づく期末要支給額を役員退職慰労引
当金として計上する方法に変更して
おります。この変更は、当連結会計
年度の下期に、事業戦略の再構築の
一環として「役員退職慰労金規程」
を制定したことから、「租税特別措
置法上の準備金及び特別法上の引当
金又は準備金並びに役員退職慰労引
当金等に関する監査上の取扱い」(日
本公認会計士協会 平成19年４月13
日 監査・保証実務委員会報告第42
号)を早期適用し、役員等に係る報酬
等につき引当計上が必要であると考
え、役員退職慰労金を役員の在任期
間にわたって合理的に費用配分する
ものであります。この変更により、
当連結会計年度の発生額24,285千円
は販売費及び一般管理費へ、過年度
分相当額307,796千円は特別損失に計
上しております。この結果、従来と
同一の方法を採用した場合と比べ、
営業損失および経常損失は24,285千
円増加し、税金等調整前当期純利益
は332,081千円減少しております。 
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 (セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

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) 

（訂正前） 

 
システム 

関連事業 

(千円) 

賃貸 
サポート 
関連事業 
(千円) 

その他の 
事業 

（千円） 
計(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

798,619 291,079 ― 1,089,698 ― 1,089,698 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

55,000 ― ― 55,000 △55,000 ― 

計 853,619 291,079 ― 1,144,698 △55,000 1,089,698 

営業費用 1,054,082 352,197 ― 1,406,279 △41,861 1,364,417 

営業損失(△) △200,463 △61,117 ― △261,580 △13,138 △274,719 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。また、当中間連結会計期間より「システム

インテグレーション事業」の名称を「システム関連事業」、「賃貸サポート事業」の名称を「賃貸サポート

関連事業」に変更しております。 

当変更は、名称のみの変更であり、そこに属する製品、サービス等の変更ではなく、事業区分自体の変更を

伴うものではありません。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) システム関連事業・・・「PLANET」ライセンス供与サービス、「AAA」サービス、システム設計開発、 

           アウトソーシングサービス他 

(2) 賃貸サポート関連事業 

        ・・・不動産の賃貸借における賃料等の保証業務、集金代行業務 

(3) その他の事業・・・・・賃貸収益他 

３ 会計方針の変更 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間より平成19年４月以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法にもと

づく減価償却の方法に変更しております。これに伴い、前中間連結会計期間と同一の方法によった場合と比

べ、営業損失がシステム関連事業では3,040千円、賃貸サポート関連事業では32千円それぞれ増加しており

ます。 

４ 追加情報 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法にもとづく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる各事業の損益に与え

る影響は軽微です。 
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（訂正後） 

 
システム 

関連事業 

(千円) 

賃貸 
サポート 
関連事業 
(千円) 

その他の 
事業 

（千円） 
計(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

802,819 291,079 ― 1,093,898 ― 1,093,898 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

55,000 ― ― 55,000 △55,000 ― 

計 857,819 291,079 ― 1,148,898 △55,000 1,093,898 

営業費用 1,054,082 352,197 ― 1,406,279 △41,861 1,364,417 

営業損失(△) △196,263 △61,117 ― △257,381 △13,138 △270,519 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。また、当中間連結会計期間より「システム

インテグレーション事業」の名称を「システム関連事業」、「賃貸サポート事業」の名称を「賃貸サポート

関連事業」に変更しております。 

当変更は、名称のみの変更であり、そこに属する製品、サービス等の変更ではなく、事業区分自体の変更を

伴うものではありません。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) システム関連事業・・・「PLANET」ライセンス供与サービス、「AAA」サービス、システム設計開発、 

           アウトソーシングサービス他 

(2) 賃貸サポート関連事業 

        ・・・不動産の賃貸借における賃料等の保証業務、集金代行業務 

(3) その他の事業・・・・・賃貸収益他 

３ 会計方針の変更 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間より平成19年４月以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法にもと

づく減価償却の方法に変更しております。これに伴い、前中間連結会計期間と同一の方法によった場合と比

べ、営業損失がシステム関連事業では3,040千円、賃貸サポート関連事業では32千円それぞれ増加しており

ます。 

４ 追加情報 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法にもとづく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる各事業の損益に与え

る影響は軽微です。 

 



―25― 

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) 

（訂正前） 

 

システム 

インテグ 

レーション 
事業 

(千円) 

賃貸 
サポート 
事業 
(千円) 

その他の 
事業 

（千円） 
計(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,880,164 342,745 90,214 2,313,125 ― 2,313,125 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 1,880,164 342,745 90,214 2,313,125 ― 2,313,125 

営業費用 2,849,434 348,845 37,621 3,235,901 ― 3,235,901 

営業利益又は 
営業損失(△) 

△969,270 △6,099 52,592 △922,776 ― △922,776 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) システムインテグレーション事業 

        ・・・「PLANET」ライセンス供与サービス、「AAA」サービス、システム設計開発、 

           アウトソーシングサービス他 

(2) 賃貸サポート事業・・・不動産の賃貸借における賃料等の保証業務、集金代行業務 

(3) その他の事業・・・・・賃貸収益他 
 
 

(訂正後) 

 

システム 
インテグ 

レーション 

事業 

(千円) 

賃貸 
サポート 
事業 
(千円) 

その他の 
事業 

（千円） 
計(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結(千円) 

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

2,318,564 342,745 90,214 2,751,525 ― 2,751,525 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 2,318,564 342,745 90,214 2,751,525 ― 2,751,525 

営業費用 3,110,046 348,845 37,621 3,496,513 ― 3,496,513 

営業利益又は 
営業損失(△) 

△791,482 △6,099 52,592 △744,988 ― △744,988 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) システムインテグレーション事業 

        ・・・「PLANET」ライセンス供与サービス、「AAA」サービス、システム設計開発、 

           アウトソーシングサービス他 

(2) 賃貸サポート事業・・・不動産の賃貸借における賃料等の保証業務、集金代行業務 

(3) その他の事業・・・・・賃貸収益他 
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 (１株当たり情報) 

（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 

177,060.58円
 

１株当たり 
純資産額 

302,008.21円
 

１株当たり 
純資産額 

307,154.92円
 

１株当たり 
中間純損失 

8,428.08円
 

１株当たり 
中間純損失 

4,753.96円
 

１株当たり 
当期純利益 

121,652.00円
 

 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、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
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） 

純資産の部の合計額（千円） 9,727,353 15,962,644 16,895,757 

純資産の部の合計額から控除する 
金額（千円） 

― ― 21,280 

（うち少数株主持分） (―) (―) (21,280) 

普通株式に係る中間期末（期末） 
の純資産額（千円） 

9,727,353 15,962,644 16,874,476 

１株当たり純資産額の算定に用い 
られた中間期末（期末）の普通株 
式の数（株） 

54,938 52,855 54,938 

 

(注) １株当たり当期純利益又は中間純損失（△）の算定上の基礎 

 
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) 

  当期純利益又は 
  中間純損失(△)(千円) 

△463,021 △255,230 6,683,317 

  普通株主に帰属しない金額 
  (千円) 

― ― ― 

  普通株式に係る当期 
  純利益又は中間純損失(△) 
  (千円) 

△463,021 △255,230 6,683,317 

  普通株式の期中平均株式数 
  （株） 

54,938 53,688 54,938 
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（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 

175,251.40円
 

１株当たり 
純資産額 

299,985.94円
 

１株当たり 
純資産額 

305,132.87円
 

１株当たり 
中間純損失 

6,597.08円
 

１株当たり 
中間純損失 

4,675.73円
 

１株当たり 
当期純利益 

123,270.12円
 

 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、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
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） 

純資産の部の合計額（千円） 9,627,961 15,855,756 16,784,669

純資産の部の合計額から控除する 
金額（千円） 

― ― 21,280 

（うち少数株主持分） (―) (―) (21,280) 

普通株式に係る中間期末（期末） 
の純資産額（千円） 

9,627,961 15,855,756 16,763,389

１株当たり純資産額の算定に用い 
られた中間期末（期末）の普通株 
式の数（株） 

54,938 52,855 54,938 

 

(注) １株当たり当期純利益又は中間純損失（△）の算定上の基礎 

 
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) 

  当期純利益又は 
  中間純損失(△)(千円) 

△362,430 △251,030 6,772,213

  普通株主に帰属しない金額 
  (千円) 

― ― ― 

  普通株式に係る当期 
  純利益又は中間純損失(△) 
  (千円) 

△362,430 △251,030 6,772,213

  普通株式の期中平均株式数 
  （株） 

54,938 53,688 54,938 

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 

新株引受権方式による
ストックオプション１
種類(株式の数50株)。 

――――― 新株引受権方式によるス

トックオプション１種類

(株式の数50株)。 
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５ 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

（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) 

前事業年度の 
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   810,100   4,102,202   17,300,919  

 ２ 売掛金   480,615   482,306   390,230  

 ３ 有価証券   ―   999,058   ―  

 ４ たな卸資産   728,679   636,770   645,182  

 ５ 短期貸付金   ―   8,021,607   ―  

 ６ 未収入金   ―   ―   1,163,661  

 ７ 金銭の信託   ―   1,398,970   ―  

 ８ その他 ※３  208,535   233,301   212,545  

   流動資産合計   2,227,930 15.3  15,874,217 92.6  19,712,538 97.4 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※1,2          

  (1) 建物   3,112,477   80,911   3,724  

  (2) 土地   8,466,027   ―   ―  

  (3) その他   150,028   61,240   30,083  

   有形固定資産合計   11,728,533   142,151   33,807  

 ２ 無形固定資産   11,226   24,995   12,991  

 ３ 投資その他の資産   556,915   ―   ―  

  (1) 投資有価証券   ―   615,155   16,270  

  (2) その他   ―   518,010   480,847  

   貸倒引当金   ―   △22,500   △22,500  

   投資その他の資産合計   556,915   1,110,665   474,617  

   固定資産合計   12,296,675 84.7  1,277,813 7.4  521,416 2.6 

   資産合計   14,524,605 100.0  17,152,030 100.0  20,233,954 100.0 
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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) 

前事業年度の 
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 短期借入金 ※２  2,100,000   ―   ―  

 ２ １年以内償還予定の 
   社債 

  360,000   ―   ―  

 ３ 未払法人税等   15,804   16,472   1,856,122  

 ４ 受注損失引当金   278,276   ―   ―  

 ５ プロジェクト中止 
   損失引当金 

  ―   781,259   781,259  

 ６ その他   315,975   287,699   403,932  

   流動負債合計   3,070,056 21.1  1,085,431 6.3  3,041,314 15.0 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社 債   1,710,000   ―   ―  

 ２ 退職給付引当金   8,187   8,480   4,033  

 ３ 役員退職慰労引当金   ―   36,140   332,081  

 ４ その他   28,641   ―   ―  

   固定負債合計   1,746,828 12.1  44,620 0.3  336,114 1.7 

   負債合計   4,816,885 33.2  1,130,051 6.6  3,377,429 16.7 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   7,700,000 53.0  7,700,000 44.9  7,700,000 38.1 

 ２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金  1,925,000   1,925,000   1,925,000   

  (2) その他資本剰余金  2,653,183   2,653,183   2,653,183   

   資本剰余金合計   4,578,183 31.5  4,578,183 26.7  4,578,183 22.6 

 ３ 利益剰余金           

  (1) その他利益剰余金           

    プログラム準備金  12,324   12,324   12,324   

    繰越利益剰余金  △2,573,311   4,123,871   4,575,467   

   利益剰余金合計   △2,560,986 △17.6  4,136,195 24.1  4,587,792 22.6 

 ４ 自己株式   △9,159 △0.1  △390,359 △2.3  △9,159 △0.0 

   株主資本合計   9,708,037 66.8  16,024,020 93.4  16,856,816 83.3 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

  △318 △0.0  △2,041 △0.0  △291 △0.0 

   評価・換算差額等 
   合計 

  △318 △0.0  △2,041 △0.0  △291 △0.0 

   純資産合計   9,707,719 66.8  16,021,978 93.4  16,856,525 83.3 

   負債・純資産合計   14,524,605 100.0  17,152,030 100.0  20,233,954 100.0 
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（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) 

前事業年度の 
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   810,100   4,102,202   17,300,919  

 ２ 売掛金   420,615   422,306   330,230  

 ３ 有価証券   ―   999,058   ―  

 ４ たな卸資産   805,528   523,674   532,086  

 ５ 短期貸付金   ―   8,021,607   ―  

 ６ 未収入金   ―   ―   1,163,661  

 ７ 金銭の信託   ―   1,398,970   ―  

 ８ その他 ※３  195,103   196,222   212,545  

   流動資産合計   2,231,348 15.4  15,664,042 92.5  19,539,442 97.4 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※1,2          

  (1) 建物   3,112,477   80,911   3,724  

  (2) 土地   8,466,027   ―   ―  

  (3) その他   150,028   61,240   30,083  

   有形固定資産合計   11,728,533   142,151   33,807  

 ２ 無形固定資産   11,226   24,995   12,991  

 ３ 投資その他の資産   556,915   ―   ―  

  (1) 投資有価証券   ―   615,155   16,270  

  (2) その他   ―   518,010   480,847  

   貸倒引当金   ―   △22,500   △22,500  

   投資その他の資産合計   556,915   1,110,665   474,617  

   固定資産合計   12,296,675 84.6  1,277,813 7.5  521,416 2.6 

   資産合計   14,528,023 100.0  16,941,855 100.0  20,060,859 100.0 
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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) 

前事業年度の 
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 短期借入金 ※２  2,100,000   ―   ―  

 ２ １年以内償還予定の 
   社債 

  360,000   ―   ―  

 ３ 未払法人税等   15,804   16,472   1,856,122  

 ４ 受注損失引当金   281,618   ―   ―  

 ５ プロジェクト中止 
   損失引当金 

  ―   609,601   609,601  

 ６ その他   415,443   356,070   513,583  

   流動負債合計   3,172,866 21.9  982,144 5.8  2,979,306 14.8 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社 債   1,710,000   ―   ―  

 ２ 退職給付引当金   8,187   8,480   4,033  

 ３ 役員退職慰労引当金   ―   36,140   332,081  

 ４ その他   28,641   ―   ―  

   固定負債合計   1,746,828 12.0  44,620 0.3  336,114 1.7 

   負債合計   4,919,695 33.9  1,026,764 6.1  3,315,420 16.5 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   7,700,000 53.0  7,700,000 45.5  7,700,000 38.4 

 ２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金  1,925,000   1,925,000   1,925,000   

  (2) その他資本剰余金  2,653,183   2,653,183   2,653,183   

   資本剰余金合計   4,578,183 31.5  4,578,183 27.0  4,578,183 22.8 

 ３ 利益剰余金           

  (1) その他利益剰余金           

    プログラム準備金  12,324   12,324   12,324   

    繰越利益剰余金  △2,672,703   4,016,983   4,464,380   

   利益剰余金合計   △2,660,378 △18.3  4,029,308 23.8  4,476,705 22.3 

 ４ 自己株式   △9,159 △0.1  △390,359 △2.3  △9,159 △0.0 

   株主資本合計   9,608,645 66.1  15,917,133 94.0  16,745,729 83.5 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

  △318 △0.0  △2,041 △0.1  △291 △0.0 

   評価・換算差額等 
   合計 

  △318 △0.0  △2,041 △0.1  △291 △0.0 

   純資産合計   9,608,327 66.1  15,915,091 93.9  16,745,438 83.5 

   負債・純資産合計   14,528,023 100.0  16,941,855 100.0  20,060,859 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

（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) 

前事業年度の 
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   902,686 100.0  853,619 100.0  1,970,379 100.0 

Ⅱ 売上原価   968,660 107.3  665,766 78.0  1,761,850 89.4 

   売上総利益又は 
   売上総損失(△) 

  △65,973 △7.3  187,853 22.0  208,528 10.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   486,851 53.9  389,820 45.7  1,130,961 57.4 

   営業損失(△)    △552,825 △61.2  △201,967 △23.7  △922,432 △46.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１  6,799 0.7  67,982 8.0  10,333 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２  30,457 3.4  7,686 0.9  61,662 3.1 

   経常損失(△)    △576,483 △63.9  △141,671 △16.6  △973,761 △49.4 

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ―  ― ―  11,424,831 579.8 

Ⅶ 特別損失   ― ―  32,529 3.8  1,964,460 99.7 

   税引前当期純利益 
   又は税引前中間 
   純損失(△)  

  △576,483 △63.9  △174,200 △20.4  8,486,609 430.7 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 2,905   2,705   1,791,000   

   法人税等調整額  △114,875 △111,970 △12.4 ― 2,705 0.3 11,343 1,802,343 91.5 

   当期純利益又は 
   中間純損失(△)  

  △464,512 △51.5  △176,906 △20.7  6,684,266 339.2 
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（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) 

前事業年度の 
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   1,336,886 100.0  857,819 100.0  2,408,779 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,241,219 92.8  665,766 77.6  2,022,462 84.0 

   売上総利益   95,667 7.2  192,053 22.4  386,316 16.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   486,851 36.5  389,820 45.5  1,130,961 46.9 

   営業損失    391,184 △29.3  197,767 △23.1  744,644 △30.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  6,799 0.5  67,982 8.0  10,333 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  39,006 2.9  7,686 0.9  70,212 2.9 

   経常損失    423,391 △31.7  137,471 △16.0  804,523 △33.4 

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ―  ― ―  11,424,831 474.3 

Ⅶ 特別損失 ※４  52,500 3.9  32,529 3.8  2,044,802 84.9 

   税引前当期純利益 
   又は税引前中間 
   純損失(△)  

  △475,891 △35.6  △170,000 △19.8  8,575,505 356.0 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 2,905   2,705   1,791,000   

   法人税等調整額  △114,875 △111,970 △8.4 ― 2,705 0.3 11,343 1,802,343 74.8 

   当期純利益又は 
   中間純損失(△)  

  △363,921 △27.2  △172,706 △20.1  6,773,162 281.2 
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

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) 

（訂正前） 

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 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

特別 
償却 
準備金 

別途 
積立金 

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18年３月31日残高 
(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 51,663 200,000 △2,348,136 △2,096,473 △9,159 10,172,550 

中間会計期間中の 
変動額 

          

 特別償却準備金の 
 取崩し 

    △39,338  39,338 ―  ― 

 別途積立金の 
 取崩し 

     △200,000 200,000 ―  ― 

 中間純損失       △464,512 △464,512  △464,512 

 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) 

― ― ― ― △39,338 △200,000 △225,174 △464,512 ― △464,512 

平成18年９月30日残高 
(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 12,324 ― △2,573,311 △2,560,986 △9,159 △9,708,037 

 

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 

純資産 
合計 

平成18年３月31日残高 
(千円) 

△448 △448 10,172,102 

中間会計期間中の 
変動額 

   

 特別償却準備金 
 の取崩し 

  ― 

 別途積立金 
 の取崩し 

  ― 

 中間純損失   △464,512 

 株主資本以外の 
 項目の中間会計 
 期間中の変動額 
 (純額) 

130 130 130 

中間会計期間中の 
変動額合計(千円) 

130 130 △464,382 

平成18年９月30日残高 
(千円) 

△318 △318 9,707,719 
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（訂正後） 

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 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

特別 
償却 
準備金 

別途 
積立金 

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18年３月31日残高 
(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 51,663 200,000 △2,548,120 △2,296,457 △9,159 9,972,567 

中間会計期間中の 
変動額 

          

 特別償却準備金の 
 取崩し 

    △39,338  39,338 ―  ― 

 別途積立金の 
 取崩し 

     △200,000 200,000 ―  ― 

 中間純損失       △363,921 △363,921  △363,921 

 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) 

― ― ― ― △39,338 △200,000 △124,583 △363,921 ― △363,921 

平成18年９月30日残高 
(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 12,324 ― △2,672,703 △2,660,378 △9,159 9,608,645 

 

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 

純資産 
合計 

平成18年３月31日残高 
(千円) 

△448 △448 9,972,118

中間会計期間中の 
変動額 

  

 特別償却準備金 
 の取崩し 

  ―

 別途積立金 
 の取崩し 

  ―

 中間純損失   △363,921

 株主資本以外の 
 項目の中間会計 
 期間中の変動額 
 (純額) 

130 130 130

中間会計期間中の 
変動額合計(千円) 

130 130 △363,790

平成18年９月30日残高 
(千円) 

△318 △318 9,608,327
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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) 

（訂正前） 

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 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

プロ 
グラム 
準備金 

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３月31日残高 
(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 12,324 4,575,467 4,587,792 △9,159 16,856,816 

中間会計期間中の 
変動額 

        

 剰余金の配当      △274,690 △274,690  △274,690 

 中間純損失      △176,906 △176,906  △176,906 

 自己株式の取得       △381,200 △381,200 

 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) 

― ― ― ― ― △451,596 △451,596 △381,200 △832,796 

平成19年９月30日残高 
(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 12,324 4,123,871 4,136,195 △390,359 16,024,020 

 

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 

純資産 
合計 

平成19年３月31日残高 
(千円) 

△291 △291 16,856,525 

中間会計期間中の 
変動額 

   

 剰余金の配当   △274,690 

 中間純損失   △176,906 

 自己株式の取得   △381,200 

 株主資本以外の 
 項目の中間会計 
 期間中の変動額 
 (純額) 

△1,750 △1,750 △1,750 

中間会計期間中の 
変動額合計(千円) 

△1,750 △1,750 △834,546 

平成19年９月30日残高 
(千円) 

△2,041 △2,041 16,021,978 
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（訂正後） 

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 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

プロ 
グラム 
準備金 

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３月31日残高 
(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 12,324 4,464,3804,476,705△9,159 16,745,729

中間会計期間中の 
変動額 

      
 剰余金の配当      △274,690△274,690  △274,690

 中間純損失      △172,706△172,706  △172,706

 自己株式の取得      △381,200 △381,200

 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) 

― ― ― ― ― △447,396△447,396△381,200 △828,596

平成19年９月30日残高 
(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 12,324 4,016,9834,029,308△390,359 15,917,133

 

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 

純資産 
合計 

平成19年３月31日残高 
(千円) 

△291 △291 16,745,438

中間会計期間中の 
変動額 

  

 剰余金の配当   △274,690

 中間純損失   △172,706

 自己株式の取得   △381,200

 株主資本以外の 
 項目の中間会計 
 期間中の変動額 
 (純額) 

△1,750 △1,750 △1,750

中間会計期間中の 
変動額合計(千円) 

△1,750 △1,750 △830,346

平成19年９月30日残高 
(千円) 

△2,041 △2,041 15,915,091
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

（訂正前） 

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 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

プログ 
ラム 
準備金 

別途 
積立金 

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18年３月31日 
残高(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 51,663 200,000 △2,348,136 △2,096,473 △9,159 10,172,550 

事業年度中の変動額           

 プログラム準備金 
 の取崩し 

    △39,338  39,338 ―  ― 

 別途積立金の 
 取崩し 

     △200,000 200,000 ―  ― 

 当期純利益       6,684,266 6,684,266  6,684,266 

 株主資本以外の 
 項目の事業年度中 
 の変動額(純額) 

          

事業年度中の変動額 
合計(千円) 

― ― ― ― △39,338 △200,000 6,923,604 6,684,266 ― 6,684,266 

平成19年３月31日 
残高(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 12,324 ― 4,575,467 4,587,792 △9,159 16,856,816 

 

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 

純資産 
合計 

平成18年３月31日 
残高(千円) 

△448 △448 10,172,102 

事業年度中の変動額    

 プログラム準備金 
 の取崩し 

  ― 

 別途積立金の 
 取崩し 

  ― 

 当期純利益   6,684,266 

 株主資本以外の 
 項目の事業年度中 
 の変動額(純額) 

157 157 157 

事業年度中の変動額 
合計(千円) 

157 157 6,684,423 

平成19年３月31日 
残高(千円) 

△291 △291 16,856,525 
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（訂正後） 

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 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

プログ 
ラム 
準備金 

別途 
積立金 

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18年３月31日 
残高(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 51,663 200,000 △2,548,120△2,296,457△9,1599,972,567

事業年度中の変動額       

 プログラム準備金 
 の取崩し 

    △39,338  39,338 ― ―

 別途積立金の 
 取崩し 

     △200,000 200,000 ― ―

 当期純利益       6,773,1626,773,162 6,773,162

 株主資本以外の 
 項目の事業年度中 
 の変動額(純額) 

      

事業年度中の変動額 
合計(千円) 

― ― ― ― △39,338 △200,000 7,012,5006,773,162― 6,773,162

平成19年３月31日 
残高(千円) 

7,700,000 1,925,000 2,653,183 4,578,183 12,324 ― 4,464,3804,476,705△9,15916,745,729

 

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 

純資産 
合計 

平成18年３月31日 
残高(千円) 

△448 △448 9,972,118 

事業年度中の変動額    
 プログラム準備金 
 の取崩し 

  ― 

 別途積立金の 
 取崩し 

  ― 

 当期純利益   6,773,162 

 株主資本以外の 
 項目の事業年度中 
 の変動額(純額) 

157 157 157 

事業年度中の変動額 
合計(千円) 

157 157 6,773,319 

平成19年３月31日 
残高(千円) 

△291 △291 16,745,438 
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(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) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正） 
 当中間会計期間から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）並びに改正後の「自己株式及び
準備金の額の減少等に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 最終改
正平成18年８月11日 企業会計基準
第１号）及び「自己株式及び準備金
の額の減少等に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 最
終改正平成18年８月11日 企業会計
基準適用指針第２号）を適用してお
ります。 
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は9,707,719千円であり
ます。 
 中間財務諸表等規則の改正によ
り、当中間会計期間における中間財
務諸表は、改正後の中間財務諸表等
規則により作成しております。 

  
―――――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正） 
 当事業年度から「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準第５号）及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」（企
業会計基準委員会 平成17年12月９
日 企業会計基準適用指針第８号）
並びに改正後の「自己株式及び準備
金の額の減少等に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 最終改正平
成18年８月11日 企業会計基準第１
号）及び「自己株式及び準備金の額
の減少等に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準委員会 最終改
正平成18年８月11日 企業会計基準
適用指針第２号）を適用しておりま
す。 
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は16,856,525千円であり
ます。 
 財務諸表等規則の改正により、当
事業年度における財務諸表は、改正
後の財務諸表等規則により作成して
おります。 

  
―――――――――― 

 （役員退職慰労引当金） 
 当事業年度から、役員退職慰労金
について、従来採用しておりました
支出時に費用として計上する方法か
ら、「役員退職慰労金規程」に基づ
く期末要支給額を役員退職慰労引当
金として計上する方法に変更してお
ります。この変更は、当事業年度の
下期に、事業戦略の再構築の一環と
して「役員退職慰労金規程」を制定
したことから、「租税特別措置法上
の準備金及び特別法上の引当金又は
準備金並びに役員退職慰労引当金等
に関する監査上の取扱い」(日本公
認会計士協会 平成19年４月13日 
監査・保証実務委員会報告第42号)
を早期適用し、役員等に係る報酬等
につき引当計上が必要であると考
え、役員退職慰労金を役員の在任期
間にわたって合理的に費用配分する
ものであります。この変更により、
当事業年度の発生額24,285千円は販
売費及び一般管理費へ、過年度分相
当額307,796千円は特別損失に計上
しております。この結果、従来と同
一の方法を採用した場合と比べ、営
業損失および経常損失は24,285千円
増加し、税引前当期純利益は
332,081千円減少しております。 
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（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) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正） 
 当中間会計期間から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）並びに改正後の「自己株式及び
準備金の額の減少等に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 最終改
正平成18年８月11日 企業会計基準
第１号）及び「自己株式及び準備金
の額の減少等に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 最
終改正平成18年８月11日 企業会計
基準適用指針第２号）を適用してお
ります。 
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は9,608,327千円であり
ます。 
 中間財務諸表等規則の改正によ
り、当中間会計期間における中間財
務諸表は、改正後の中間財務諸表等
規則により作成しております。 

  
―――――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 
（自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準等の一部改正） 
 当事業年度から「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準第５号）及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」（企
業会計基準委員会 平成17年12月９
日 企業会計基準適用指針第８号）
並びに改正後の「自己株式及び準備
金の額の減少等に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 最終改正平
成18年８月11日 企業会計基準第１
号）及び「自己株式及び準備金の額
の減少等に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準委員会 最終改
正平成18年８月11日 企業会計基準
適用指針第２号）を適用しておりま
す。 
 なお、従来の資本の部の合計に相
当する金額は16,745,438千円であり
ます。 
 財務諸表等規則の改正により、当
事業年度における財務諸表は、改正
後の財務諸表等規則により作成して
おります。 

  
―――――――――― 

 （役員退職慰労引当金） 
 当事業年度から、役員退職慰労金
について、従来採用しておりました
支出時に費用として計上する方法か
ら、「役員退職慰労金規程」に基づ
く期末要支給額を役員退職慰労引当
金として計上する方法に変更してお
ります。この変更は、当事業年度の
下期に、事業戦略の再構築の一環と
して「役員退職慰労金規程」を制定
したことから、「租税特別措置法上
の準備金及び特別法上の引当金又は
準備金並びに役員退職慰労引当金等
に関する監査上の取扱い」(日本公
認会計士協会 平成19年４月13日 
監査・保証実務委員会報告第42号)
を早期適用し、役員等に係る報酬等
につき引当計上が必要であると考
え、役員退職慰労金を役員の在任期
間にわたって合理的に費用配分する
ものであります。この変更により、
当事業年度の発生額24,285千円は販
売費及び一般管理費へ、過年度分相
当額307,796千円は特別損失に計上
しております。この結果、従来と同
一の方法を採用した場合と比べ、営
業損失および経常損失は24,285千円
増加し、税引前当期純利益は
332,081千円減少しております。 
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(6) 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

（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) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,169,099千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

77,557千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

57,868千円 

※２ 担保に供している資産及び対

応する債務 

  担保に供している資産 

建 物 3,108,559千円

土 地 8,466,027千円

合 計 11,574,587千円

  担保提供資産に対応する債務 

短期借入金 2,100,000千円

  なお、上記の他、対応する債務

としてリース債務398,255千円

があります。 

※２   ―――――― ※２   ―――――― 

 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３   ―――――― 

 ４   ――――――  ４ 偶発債務 

 連帯保証債務 

 ・金融機関等からの借入に対する

債務保証 

 ・保証先 

日本保証システム㈱ 

保証極度相当額 100,000千円
 

 ４   ―――――― 
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（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) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,169,099千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

77,557千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

57,868千円 

※２ 担保に供している資産及び対

応する債務 

  担保に供している資産 

建 物 3,108,559千円

土 地 8,466,027千円

合 計 11,574,587千円

  担保提供資産に対応する債務 

短期借入金 2,100,000千円

  なお、上記の他、対応する債務

としてリース債務398,255千円

があります。 

※２   ―――――― ※２   ―――――― 

 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３   ―――――― 

 ４   ――――――  ４ 偶発債務 

 連帯保証債務 

 ・金融機関等からの借入に対する

債務保証 

 ・保証先 

日本保証システム㈱ 

保証極度相当額 100,000千円
 

 ４   ―――――― 
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 (中間損益計算書関係) 

（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 営業外収益の主要項目 

受取利息 476千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 62,491千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,327千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 20,245千円
 

※２   ――――――― ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 29,413千円

社債利息 26,339千円
 

※３   ――――――― ※３   ――――――― ※３ 特別利益の主要項目 

土地売却益 11,416,146千円 
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 115,069千円

無形固定資産 1,291千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 19,689千円

無形固定資産 1,620千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 229,709千円

無形固定資産 2,733千円
 

 

（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 営業外収益の主要項目 

受取利息 476千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 62,491千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,327千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 20,245千円

租税公課 8,549千円
 

※２   ――――――― ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 29,413千円

社債利息 26,339千円
 

※３   ――――――― ※３   ――――――― ※３ 特別利益の主要項目 

土地売却益 11,416,146千円 
 

※４ 特別損失の主要項目 

特定取引先

への支出金 
52,500千円  

 

※４   ――――――― 
 

※４ 特別損失の主要項目 

特定取引先

への支出金 
252,000千円 

 
 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 115,069千円

無形固定資産 1,291千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 19,689千円

無形固定資産 1,620千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 229,709千円

無形固定資産 2,733千円
 

 


