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（修正）平成20年3月期 中間決算短信の一部修正に関するお知らせ 

 

平成19年11月14日に開示いたしました「平成20年3月期中間決算短信」に、一部修正がありますので、下

記のとおりお知らせいたします。 

なお、第74期（自 平成19年4月１日 至 平成20年3月31日）の半期報告書の記載事項においても、同様の

一部修正があったため、本日付で訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。 

 

記 

 

１． 修正理由 

当社は、投資事業を営んでおります。その事業の一環として平成19年6月1日に転換社債引受契約を締

結しております。当該、転換社債引受契約における利息の計上時期について、下記の通り修正を行い

ます。 

＜修正前＞ 当該契約締結時より 

＜修正後＞ 当該契約における実質的利息発生時 

当初、当該契約における利息を社債利息として収益認識し、営業未収金を貸借対照表上に計上してお

りましたが、当該契約における利息は、早期償還を選択した場合には利息放棄となり、実質的に利息

の受領が行われないため満期償還等が行われるまでは利息の対価として貨幣性資産の受領が確認され

た時期において収益計上を行うことが適切であると判断し、収益計上の時期を修正いたしました。 

よって中間決算短信発表時、当該利息相当額を164,747,917円として計上いたしておりましたので、そ

の利息相当額を修正いたします。 

 

 

２．修正箇所 

修正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 
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1. 19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 

 
  

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 

(修正前) (％表示は対前期増減率)

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

19年９月中間期 2,866 (△0.4) △2,526 (―) △2,846 (―) △2,931 (―)
18年９月中間期 2,876 (495.2) 172 (―) 110 (―) 86 (△88.3)

19年３月期 4,649 △2,965 △3,035 △3,010 

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 △13 50 ― ―
18年９月中間期 0 49 ― ―

19年３月期 △15 86 ― ―

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 ―百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期 ―百万円

(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９月中間期 2,701 (△6.1) △2,691 (―) △3,007 (―) △3,093 (―)
18年９月中間期 2,876 (495.2) 172 (―) 110 (―) 86 (△88.3)

19年３月期 4,649 △2,965 △3,035 △3,010 

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 △14 24 ― ―
18年９月中間期 0 49 ― ―

19年３月期 △15 86 ― ―

(2) 連結財政状態 

（修正前） 

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 16,490 11,654 70.5 51 05

18年９月中間期 17,918 17,245 96.2 84 22

19年３月期 15,720 13,997 89.0 68 36

(参考) 自己資本 19年９月中間期 11,630百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期 13,997百万円

（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９月中間期 16,329 11,492 70.2 50 34

18年９月中間期 17,918 17,245 96.2 84 22

19年３月期 15,720 13,997 89.0 68 36

(参考) 自己資本 19年９月中間期 11,468百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期 13,997百万円



  

 

 
  

 

 
  

〈中略〉 

  

(参考) 個別業績の概要 

1. 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） 

 

 
  

 
  

 

 
  

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（修正前） 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 △2,152 △6 3,279 2,868

18年９月中間期 275 △2,090 3,098 3,378

19年３月期 △1,520 △2,828 3,922 1,699

（修正後） 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 △2,156 △6 3,279 2,868

18年９月中間期 275 △2,090 3,098 3,378

19年３月期 △1,520 △2,828 3,922 1,699

(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９月中間期 2,295 (△3.7) △2,522 (―) △2,859 (―) △2,938 (―)
18年９月中間期 2,383 (887.9) △145 (―) △187 (―) △210 (―)

19年３月期 3,410 △3,136 △3,170 △3,131 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

円 銭 

19年９月中間期 △13 53 

18年９月中間期 △1 21 

19年３月期 △16 50 

（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９月中間期 2,130 (△10.6) △2,687 (―) △3,020 (―) △3,099 (―)
18年９月中間期 2,383 (887.9) △145 (―) △187 (―) △210 (―)

19年３月期 3,410 △3,136 △3,170 △3,131 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

円 銭 

19年９月中間期 △14 27 

18年９月中間期 △1 21 

19年３月期 △16 50 



  

(2) 個別財政状態 

 （修正前） 

 

 
  

 （修正後） 

 

 
  

〈後略〉 

  

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 17,319 12,724 73.5 55 85

18年９月中間期 18,768 18,112 96.5 88 45

19年３月期 16,731 15,017 89.8 73 34

(参考) 自己資本 19年９月中間期 12,724百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期 15,017百万円

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 17,158 12,562 73.2 55 15

18年９月中間期 18,768 18,112 96.5 88 45

19年３月期 16,731 15,017 89.8 73 34

(参考) 自己資本 19年９月中間期 12,562百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期 15,017百万円



１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（修正前） 

四ページ16行目 

であり、当中間連結会計期間の連結売上高は28億66百万円（前年同期比0.4％減）となりました。 

  

四ページ24行目 

経常損益は28億46百万円の損失（前年同期は１億10百万円の利益）となりました。〈中略〉 

  

四ページ31行目 

この結果、当中間純損益は29億31百万円の損失（前年同期は86百万円の利益）を計上することとなり

ましたが、〈以下略〉 

  

（修正後） 

四ページ16行目 

であり、当中間連結会計期間の連結売上高は27億１百万円（前年同期比6.1％減）となりました。 

  

四ページ24行目 

経常損益は30億７百万円の損失（前年同期は１億10百万円の利益）となりました。〈中略〉 

  

四ページ31行目 

この結果、当中間純損益は30億93百万円の損失（前年同期は86百万円の利益）を計上することとなり

ましたが、〈以下略〉 

  

  

（有価証券投資関連損益の状況） 

（修正前） 

五ページ30行目 

その結果、営業投資有価証券関連損益は23億54百万円の損失（前年同期は１億58百万円の利益）とな

りました。 

  



（単位：千円）

 
  

（修正後） 

五ページ30行目 

その結果、営業投資有価証券関連損益は25億19百万円の損失（前年同期は１億58百万円の利益）とな

りました。 

（単位：千円）

 
  

（修正前） 

七ページ11行目 

以上の結果、当中間連結会計期間の投資事業全体では、売上高21億46百万円（前年同期は21億２百万

円）、売上総損失22億１百万円（前年同期は売上総利益１億74百万円）となりました。 

  

（修正後） 

七ページ11行目 

以上の結果、当中間連結会計期間の投資事業全体では、売上高19億81百万円（前年同期は21億２百万

円）、売上総損失23億66百万円（前年同期は売上総利益１億74百万円）となりました。 

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成18年４月１日 (自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日)  至 平成19年９月30日)   至 平成19年３月31日)

営業投資有価証券売上高 2,086,876 623,171 2,807,919 

営業投資有価証券売却額(Ａ) 2,050,668 448,453 2,766,930 

営業投資有価証券利息配当金 36,208 174,718 40,988 

営業投資有価証券売上原価 1,696,359 2,978,026 2,533,759 

営業投資有価証券売却原価(Ｂ) 1,696,359 576,896 2,533,759 

営業投資有価証券評価損 ― 2,401,130 ― 

営業投資損失引当金繰入額 231,879 ― 3,214,409 

営業投資有価証券関連損益 158,637 △2,354,854 △2,940,249 

キャピタルゲイン(Ａ)－(Ｂ) 354,309 △128,442 233,170

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成18年４月１日 (自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日

  至 平成18年９月30日)  至 平成19年９月30日)   至 平成19年３月31日)

営業投資有価証券売上高 2,086,876 458,424 2,807,919 

営業投資有価証券売却額(Ａ) 2,050,668 448,453 2,766,930 

営業投資有価証券利息配当金 36,208 9,970 40,988 

営業投資有価証券売上原価 1,696,359 2,978,026 2,533,759 

営業投資有価証券売却原価(Ｂ) 1,696,359 576,896 2,533,759 

営業投資有価証券評価損 ― 2,401,130 ― 

営業投資損失引当金繰入額 231,879 ― 3,214,409 

営業投資有価証券関連損益 158,637 △2,519,602 △2,940,249 

キャピタルゲイン(Ａ)－(Ｂ) 354,309 △128,442 233,170



(2) 財政状態に関する分析 

（修正前） 

① 資産、負債及び純資産の状況 

九ページ４行目 

(イ) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.3％増加し、117億26百万円となりました。〈中略〉 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.9％増加し、164億90百万円となりました。 

  

九ページ16行目 

(ハ) 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて16.7％減少し、116億54百万円となりました。主な増減要

因は、資本準備金24億99百万円を取崩し欠損てん補を行い、また、転換社債型新株予約権付社債の一部

ワラント行使に伴い、資本金及び資本準備金が総額５億円増加したものの、保有株式の株価の著しい下

落の影響を受けて営業投資有価証券評価損を計上したことや、社債発行費等の発生に伴う中間純損失の

計上により、利益剰余金が前連結会計年度末より29億31百万円減少したことなどであります。 

１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて17円31銭減少し、51円05銭となりました。また、自

己資本比率は、前連結会計年度末の89.0％から18.5％減少し、70.5％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

  

九ページ31行目 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業投資有価証券及び販売用不動産の売却に伴う収入があっ

たものの、マカオのリゾート地区開発事業への投資の実行、及び投資先会社への融資を行ったことによ

り、21億52百万円の資金流出（前年同期は２億75百万円の資金流入）となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

 （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてい

ます。 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
平成19年９月

中間期 

自己資本比率（％） 26.5 96.0 89.0 70.5

時価ベースの自己資本比率
（％） 

46.8 97.6 45.6 20.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％） 

△95.0 △8.8 △90.5 △22.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍） 

△49.5 ― △107.2 △152.0



  

（修正後） 

① 資産、負債及び純資産の状況 

九ページ４行目 

(イ) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.7％増加し、115億65百万円となりました。〈中略〉 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて3.8％増加し、163億29百万円となりました。 

  

九ページ16行目 

(ハ) 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて17.9％減少し、114億92百万円となりました。主な増減要

因は、資本準備金24億99百万円を取崩し欠損てん補を行い、また、転換社債型新株予約権付社債の一部

ワラント行使に伴い、資本金及び資本準備金が総額５億円増加したものの、保有株式の株価の著しい下

落の影響を受けて営業投資有価証券評価損を計上したことや、社債発行費等の発生に伴う中間純損失の

計上により、利益剰余金が前連結会計年度末より30億93百万円減少したことなどであります。 

１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて18円02銭減少し、50円34銭となりました。また、自

己資本比率は、前連結会計年度末の89.0％から18.8％減少し、70.2％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

  

九ページ31行目 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業投資有価証券及び販売用不動産の売却に伴う収入があっ

たものの、マカオのリゾート地区開発事業への投資の実行、及び投資先会社への融資を行ったことによ

り、21億56百万円の資金流出（前年同期は２億75百万円の資金流入）となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

 （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてい

ます。 

〈後略〉 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
平成19年９月

中間期 

自己資本比率（％） 26.5 96.0 89.0 70.2

時価ベースの自己資本比率
（％） 

46.8 97.6 45.6 20.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％） 

△95.0 △8.8 △90.5 △22.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍） 

△49.5 ― △107.2 △152.2



５ 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 3,378,905 2,868,423 1,699,731 

２  営業未収入金 72,041 559,979 201,827 

３  営業貸付金 3,005,314 475,000 136,000 

４  未収営業貸付金利息 129,267 ― 17 

５  営業投資有価証券 4,629,210 6,352,715 8,383,902 

６  営業投資損失引当金 △266,495 △200,000 △3,214,409 

７  たな卸資産 ※2 1,772,238 1,645,997 2,986,893 

８  その他 412,144 27,530 246,797 

貸倒引当金 △57,162 △3,059 △719 

流動資産合計 13,075,465 73.0 11,726,587 71.1 10,440,041 66.4 

Ⅱ 固定資産 

１ 有形固定資産 ※1 

(1) リース資産 4,229,492 4,480,184 5,037,880 

(2) その他 367,696 18,616 12,590 

有形固定資産合計 4,597,188 25.7 4,498,800 27.3 5,050,470 32.1 

２ 無形固定資産 

(1) のれん 180,061 91,525 135,793 

(2) その他 4,534 85,285 32,355 

無形固定資産合計 184,596 1.0 176,810 1.1 168,149 1.1 

３ 投資その他の資産 

(1) その他 61,630 128,382 61,377 

貸倒引当金 ― △40,000 ― 

投資その他の資産合計 61,630 0.3 88,382 0.5 61,377 0.4 

固定資産合計 4,843,415 27.0 4,763,993 28.9 5,279,997 33.6 

資産合計 17,918,881 100.0 16,490,580 100.0 15,720,038 100.0 



 
  

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 250,000 ― 877,000 

２ 一年内返済予定 

  長期借入金 
※2 16,317 31,125 30,998 

３ 未払法人税等 44,187 19,381 9,968 

４ 役員賞与引当金 20,000 ― ― 

５ その他 57,945 327,781 335,695 

流動負債合計 388,450 2.2 378,288 2.3 1,253,662 8.0 

Ⅱ 固定負債 

１ 社債 ― 4,000,000 ― 

２ 長期借入金 ※2 283,682 453,735 468,028 

３ 退職給付引当金 1,229 2,717 1,062 

４ その他 ― 1,500 ― 

固定負債計 284,911 1.6 4,457,953 27.0 469,090 3.0 

負債合計 673,362 3.8 4,836,242 29.3 1,722,753 11.0 

(純資産の部) 

Ⅰ 株主資本 

 １ 資本金 11,075,870 11,325,870 11,075,870 

 ２ 資本剰余金 7,105,675 4,855,925 7,105,675 

 ３ 利益剰余金 △416,383 △3,945,422 △3,513,358 

 ４ 自己株式 △25,088 △25,200 △25,152 

   株主資本合計 17,740,073 99.0 12,211,173 74.1 14,643,035 93.1 

Ⅱ 評価・換算差額等 

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
△498,081 △566,033 △643,652 

 ２ 為替換算調整勘定 3,527 △14,731 △2,097 

  評価・換算差額等合計 △494,554 △2.8 △580,765 △3.5 △645,749 △4.1 

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 23,930 0.1 ― ― 

  純資産合計 17,245,519 96.2 11,654,338 70.7 13,997,285 89.0 

  負債純資産合計 17,918,881 100.0 16,490,580 100.0 15,720,038 100.0 



(修正後) 

 
  

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

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 3,378,905 2,868,423 1,699,731 

２  営業未収入金 72,041 398,562 201,827 

３  営業貸付金 3,005,314 475,000 136,000 

４  未収営業貸付金利息 129,267 ― 17 

５  営業投資有価証券 4,629,210 6,352,715 8,383,902 

６  営業投資損失引当金 △266,495 △200,000 △3,214,409 

７  たな卸資産 ※2 1,772,238 1,645,997 2,986,893 

８  その他 412,144 27,530 246,797 

貸倒引当金 △57,162 △3,059 △719 

流動資産合計 13,075,465 73.0 11,565,170 70.8 10,440,041 66.4 

Ⅱ 固定資産 

１ 有形固定資産 ※1 

(1) リース資産 4,229,492 4,480,184 5,037,880 

(2) その他 367,696 18,616 12,590 

有形固定資産合計 4,597,188 25.7 4,498,800 27.6 5,050,470 32.1 

２ 無形固定資産 

(1) のれん 180,061 91,525 135,793 

(2) その他 4,534 85,285 32,355 

無形固定資産合計 184,596 1.0 176,810 1.1 168,149 1.1 

３ 投資その他の資産 

(1) その他 61,630 128,382 61,377 

貸倒引当金 ― △40,000 ― 

投資その他の資産合計 61,630 0.3 88,382 0.5 61,377 0.4 

固定資産合計 4,843,415 27.0 4,763,993 29.2 5,279,997 33.6 

資産合計 17,918,881 100.0 16,329,164 100.0 15,720,038 100.0 



  

 
  

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 250,000 ― 877,000 

２ 一年内返済予定 

  長期借入金 
※2 16,317 31,125 30,998 

３ 未払法人税等 44,187 19,381 9,968 

４ 役員賞与引当金 20,000 ― ― 

５ その他 57,945 327,781 335,695 

流動負債合計 388,450 2.2 378,288 2.3 1,253,662 8.0 

Ⅱ 固定負債 

１ 社債 ― 4,000,000 ― 

２ 長期借入金 ※2 283,682 453,735 468,028 

３ 退職給付引当金 1,229 2,717 1,062 

４ その他 ― 1,500 ― 

固定負債計 284,911 1.6 4,457,953 27.3 469,090 3.0 

負債合計 673,362 3.8 4,836,242 29.6 1,722,753 11.0 

(純資産の部) 

Ⅰ 株主資本 

 １ 資本金 11,075,870 11,325,870 11,075,870 

 ２ 資本剰余金 7,105,675 4,855,925 7,105,675 

 ３ 利益剰余金 △416,383 △4,106,839 △3,513,358 

 ４ 自己株式 △25,088 △25,200 △25,152 

   株主資本合計 17,740,073 99.0 12,049,756 73.8 14,643,035 93.1 

Ⅱ 評価・換算差額等 

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
△498,081 △566,033 △643,652 

 ２ 為替換算調整勘定 3,527 △14,731 △2,097 

  評価・換算差額等合計 △494,554 △2.8 △580,765 △3.6 △645,749 △4.1 

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 23,930 0.2 ― ― 

  純資産合計 17,245,519 96.2 11,492,922 70.4 13,997,285 89.0 

  負債純資産合計 17,918,881 100.0 16,329,164 100.0 15,720,038 100.0 



(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 2,876,765 100.0 2,866,466 100.0 4,649,918 100.0 

Ⅱ 売上原価 2,299,309 79.9 4,911,810 171.4 6,859,745 147.5 

売上総利益及び 

売上総損失(△) 
577,456 20.1 △2,045,344 △71.4 △2,209,826 △47.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 404,767 14.1 481,545 16.8 755,770 16.3 

営業利益又は営業

損失(△) 
172,689 6.0 △2,526,889 △88.2 △2,965,597 △63.8 

Ⅳ 営業外収益 

１ 受取利息 10,379 1,805 15,931 

２ 受取手数料 2,207 2,006 4,390 

３ 消費税等還付加算金 1,649 687 1,649 

４ 為替差益 ― 13,824 5,589 

５ その他 359 14,595 0.5 2,711 21,034 0.7 47 27,608 0.6 

Ⅴ 営業外費用 

１ 支払利息 1,132 14,181 15,683 

２ 株式交付費 68,790 2,419 68,790 

３ 社債発行費 ― 324,076 ― 

４ 為替差損 1,595 ― ― 

５ その他 5,400 76,918 2.7 2 340,680 11.8 13,250 97,724 2.1 

経常利益又は経常

損失(△) 
110,366 3.8 △2,846,535 △99.3 △3,035,713 △65.3 

Ⅵ 特別利益 

１ 貸倒引当金戻入益 ― ― ― ― ― ― 54,279 54,279 1.2 

Ⅶ 特別損失 

１ 固定資産除却損 ※2 298 ― 2,357 

２ その他 ― 298 0.0 ― ― ― 61 2,419 0.1 

税金等調整前中間

純 利 益 又 は 中 間

（当 期）純 損 失

(△) 

110,067 3.8 △2,846,535 △99.3 △2,983,852 △64.2 

法人税、住民税及

び事業税 
23,887 6,465 26,942 

過年度法人税、住

民税及び事業税 
― 23,887 0.8 78,813 85,278 3.0 ― 26,942 0.6 

中間純利益又は中

間（当期）純損失

(△) 

86,179 3.0 △2,931,814 △102.3 △3,010,794 △64.8 



(修正後) 

 
  

  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(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 2,876,765 100.0 2,701,718 100.0 4,649,918 100.0 

Ⅱ 売上原価 2,299,309 79.9 4,911,810 181.8 6,859,745 147.5 

売上総利益及び 

売上総損失(△) 
577,456 20.1 △2,210,092 △81.8 △2,209,826 △47.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 404,767 14.1 481,545 17.8 755,770 16.3 

営業利益又は営業

損失(△) 
172,689 6.0 △2,691,637 △99.6 △2,965,597 △63.8 

Ⅳ 営業外収益 

１ 受取利息 10,379 1,805 15,931 

２ 受取手数料 2,207 2,006 4,390 

３ 消費税等還付加算金 1,649 687 1,649 

４ 為替差益 ― 17,155 5,589 

５ その他 359 14,595 0.5 2,711 24,365 0.9 47 27,608 0.6 

Ⅴ 営業外費用 

１ 支払利息 1,132 14,181 15,683 

２ 株式交付費 68,790 2,419 68,790 

３ 社債発行費 ― 324,076 ― 

４ 為替差損 1,595 ― ― 

５ その他 5,400 76,918 2.7 2 340,680 12.6 13,250 97,724 2.1 

経常利益又は経常

損失(△) 
110,366 3.8 △3,007,952 △111.3 △3,035,713 △65.3 

Ⅵ 特別利益 

１ 貸倒引当金戻入益 ― ― ― ― ― ― 54,279 54,279 1.2 

Ⅶ 特別損失 

１ 固定資産除却損 ※2 298 ― 2,357 

２ その他 ― 298 0.0 ― ― ― 61 2,419 0.1 

税金等調整前中間

純 利 益 又 は 中 間

（当 期）純 損 失

(△) 

110,067 3.8 △3,007,952 △111.3 △2,983,852 △64.2 

法人税、住民税及

び事業税 
23,887 6,465 26,942 

過年度法人税、住

民税及び事業税 
― 23,887 0.8 78,813 85,278 3.2 ― 26,942 0.6 

中間純利益又は中

間（当期）純損失

(△) 

86,179 3.0 △3,093,230 △114.5 △3,010,794 △64.8 



(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

(修正前) 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

(単位：千円)

 
  

 
  

  

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     11,075,870 7,105,675 △3,513,358 △25,152 14,643,035 

 中間連結会計期間中の変動額 

  新株の発行 250,000 250,000 500,000 

  欠損金のてん補 △2,499,749 2,499,749 ― 

  中間純損失 △2,931,814 △2,931,814 

  自己株式の取得 △47 △47 

   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   250,000 △2,249,749 △432,064 △47 △2,431,861 

 平成19年９月30日残高     11,325,870 4,855,925 △3,945,422 △25,200 12,211,173 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
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 

 平成19年３月31日残高   △643,652 △2,097 △645,749 ― 13,997,285 

 中間連結会計期間中の変動額 

   新株の発行 500,000 

  欠損金のてん補 ― 

  中間純損失 △2,931,814 

  自己株式の取得 △47 

   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） 
77,619 △12,634 64,984 23,930 88,915 

 中間連結会計期間中の変動額合計 77,619 △12,634 64,984 23,930 △2,342,946 

 平成19年９月30日残高    △566,033 △14,731 △580,765 23,930 11,654,338 



(修正後) 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

(単位：千円)

 
  

 
  

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     11,075,870 7,105,675 △3,513,358 △25,152 14,643,035 

 中間連結会計期間中の変動額 

  新株の発行 250,000 250,000 500,000 

  欠損金のてん補 △2,499,749 2,499,749 ― 

  中間純損失 △3,093,230 △3,093,230 

  自己株式の取得 △47 △47 

   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   250,000 △2,249,749 △593,481 △47 △2,593,278 

 平成19年９月30日残高     11,325,870 4,855,925 △4,106,839 △25,200 12,049,756 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
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 

 平成19年３月31日残高   △643,652 △2,097 △645,749 ― 13,997,285 

 中間連結会計期間中の変動額 

   新株の発行 500,000 

  欠損金のてん補 ― 

  中間純損失 △3,093,230 

  自己株式の取得 △47 

   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） 
77,619 △12,634 64,984 23,930 88,915 

 中間連結会計期間中の変動額合計 77,619 △12,634 64,984 23,930 △2,504,363 

 平成19年９月30日残高    △566,033 △14,731 △580,765 23,930 11,492,922 



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(修正前) 

 
  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間純利益又は 

税金等調整前中間（当期）純損失

（△） 

110,067 △2,846,535 △2,983,852 

減価償却費 361,773 562,902 906,252 

のれん償却額 44,268 44,268 88,536 

営業投資損失引当金の増減額 231,879 ― 3,179,793 

貸倒引当金の増減額 2,163 42,294 △54,279 

役員賞与引当金の増減額 20,000 ― ― 

退職給付引当金の増減額 409 222 242 

受取利息及び受取配当金 △10,379 △1,805 △15,931 

支払利息 1,132 14,181 15,683 

為替差損益 1,178 2,568 △35,718 

固定資産除却損 298 ― 2,357 

固定資産売却損 ― ― 61 

株式交付費 68,790 2,419 68,790 

社債発行費 ― 324,076 ― 

売上債権の増減額 △128,189 △58,150 △13,778 

たな卸資産の増減額 △1,492,832 1,340,895 △2,802,487 

営業投資有価証券の増減額 1,511,326 △1,108,281 △2,389,463 

営業貸付金の増減額 △395,900 △339,000 2,473,414 

役員賞与の支払額 △49,600 ― △49,600 

その他 54,956 △48,575 182,276 

小計 331,343 △2,068,518 △1,427,702 

利息及び配当金の受取額 1,932 1,805 17,267 

利息の支払額 △437 △14,162 △14,186 

法人税等の支払額 △57,650 △72,028 △95,927 

営業活動によるキャッシュ・フロー 275,188 △2,152,904 △1,520,549 



 
  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △2,087,054 △1,608 △3,082,722 

有形固定資産の売却による収入 ― ― 726 

無形固定資産の取得による支出 △298 △638 △30,619 

貸付金の回収による収入 ― ― 286,695 

敷金保証金の戻入による収入 14 618 15 

敷金保証金の差入による支出 △2,854 △5,245 △2,854 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,090,191 △6,872 △2,828,757 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 395,000 917,000 1,022,000 

短期借入金の返済による支出 △545,000 △1,794,000 △545,000 

長期借入れによる収入 300,000 ― 510,000 

長期借入金の返済による支出 ― △14,165 △10,972 

株式の発行による収入 3,347,554 ― 3,347,554 

社債の発行による収入 ― 4,175,923 ― 

自己株式の取得による支出 △4 △47 △69 

配当金の支払額 △398,614 △2,601 △401,232 

その他 ― △2,419 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,098,935 3,279,689 3,922,280 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,941 △15,230 27,842 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 1,279,990 1,104,681 △399,183 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,098,915 1,699,731 2,098,915 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物 

  の増加高 
― 64,010 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末 

  （期末）残高 
※１ 3,378,905 2,868,423 1,699,731 



(修正後) 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間純利益又は 

税金等調整前中間（当期）純損失

（△） 

110,067 △3,007,952 △2,983,852 

減価償却費 361,773 562,902 906,252 

のれん償却額 44,268 44,268 88,536 

営業投資損失引当金の増減額 231,879 ― 3,179,793 

貸倒引当金の増減額 2,163 42,294 △54,279 

役員賞与引当金の増減額 20,000 ― ― 

退職給付引当金の増減額 409 222 242 

受取利息及び受取配当金 △10,379 △1,805 △15,931 

支払利息 1,132 14,181 15,683 

為替差損益 1,178 △762 △35,718 

固定資産除却損 298 ― 2,357 

固定資産売却損 ― ― 61 

株式交付費 68,790 2,419 68,790 

社債発行費 ― 324,076 ― 

売上債権の増減額 △128,189 103,266 △13,778 

たな卸資産の増減額 △1,492,832 1,340,895 △2,802,487 

営業投資有価証券の増減額 1,511,326 △1,108,281 △2,389,463 

営業貸付金の増減額 △395,900 △339,000 2,473,414 

役員賞与の支払額 △49,600 ― △49,600 

その他 54,956 △48,575 182,276 

小計 331,343 △2,071,849 △1,427,702 

利息及び配当金の受取額 1,932 1,805 17,267 

利息の支払額 △437 △14,162 △14,186 

法人税等の支払額 △57,650 △72,028 △95,927 

営業活動によるキャッシュ・フロー 275,188 △2,156,236 △1,520,549 



  

 
  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △2,087,054 △1,608 △3,082,722 

有形固定資産の売却による収入 ― ― 726 

無形固定資産の取得による支出 △298 △638 △30,619 

貸付金の回収による収入 ― ― 286,695 

敷金保証金の戻入による収入 14 618 15 

敷金保証金の差入による支出 △2,854 △5,245 △2,854 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,090,191 △6,872 △2,828,757 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 395,000 917,000 1,022,000 

短期借入金の返済による支出 △545,000 △1,794,000 △545,000 

長期借入れによる収入 300,000 ― 510,000 

長期借入金の返済による支出 ― △14,165 △10,972 

株式の発行による収入 3,347,554 ― 3,347,554 

社債の発行による収入 ― 4,175,923 ― 

自己株式の取得による支出 △4 △47 △69 

配当金の支払額 △398,614 △2,601 △401,232 

その他 ― △2,419 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,098,935 3,279,689 3,922,280 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,941 △11,898 27,842 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 1,279,990 1,104,681 △399,183 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,098,915 1,699,731 2,098,915 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物 

  の増加高 
― 64,010 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末 

  （期末）残高 
※１ 3,378,905 2,868,423 1,699,731 



(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) 

――――― 
  

当社グループは、前連結会計年

度に2,965,597千円、当中間連結会

計期間に2,526,889千円の営業損失

を計上し、また、前連結会計年度

に3,010,794千円の当期純損失を、

当中間連結会計期間においても、

2,931,814千円の中間純損失を計上

しております。当該状況により、

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。 

当中間連結会計期間の損失は、

所有株式の株価の著しい下落の影

響を受けて回復する見込みがない

と判断せざるをえず、売上原価と

して営業投資有価証券評価損を計

上したことや、転換社債型新株予

約権付社債の発行に付随して営業

外費用として社債発行費を計上し

たことが主因であります。 

当社グループは、当該状況を解

消すべく、所有する投資資産の有

利な売却をこれまでにも増して積

極的に進めてまいります。 

不動産投資関連につきまして

は、引き続いて販売用不動産の売

却を実行するとともに、毎月一定

の収益を得られる物件の取得を進

め、安定的な売上高の確保を図っ

ていく所存です。また、有価証券

投資関連におきましても、所有す

る株式等の有利な売却を実行し、

営業投資有価証券売上高及び利益

の計上に努めてまいります。 

さらに、当社グループの財務体

質の強化を図るため、平成19年５

月10日に、転換社債型新株予約権

付社債4,500,000千円を発行し、資

金の調達をいたしました。このう

ち、当中間連結会計期間末まで

に、本社債500,000千円の新株予約

権の権利行使を受け、資本金及び

資本準備金がそれぞれ250,000千円

増加しております。 

これらの諸策により、収益基盤

の改善及び財務体質の強化を図る

ことによって、継続企業の前提に

関する重要な疑義を解消できるも

のと判断しております。 

したがいまして、中間連結財務

諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑

義を中間連結財務諸表には反映し

ておりません。 

当社グループは、前連結会計年

度に34,812千円、当連結会計年度

に2,965,597千円の営業損失を計上

し、また、当連結会計年度には

3,010,794千円の当期純損失を計上

しております。当該状況により、

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。 

当連結会計年度の損失は、投資

先企業の評価に際し、多額の営業

投資損失引当金繰入額を売上原価

として計上した結果によるもので

あります。 

当社は当該状況を解消すべく、

保有する営業投資有価証券の売却

を積極的に進めてまいります。こ

れにより営業投資有価証券売上高

を増加させるとともに、当連結会

計年度に計上した営業投資損失引

当金の一部を解消させ、来期の投

資事業売上高の大幅な増加と利益

の計上を図ってまいります。 

また、不動産投資関連につきま

しても、販売用不動産の売却を実

行するとともに、毎月一定の収益

を得られる物件の取得を進め、安

定的な売上高の確保に努めてまい

ります。 

これと並行して継続的な財務体

質の強化も推進しており、平成19

年４月23日開催の取締役会決議に

基 づ い て、新 株 予 約 権 付 社 債

4,500,000千円を発行いたしまし

た。なお、払込期日である平成19

年５月10日までに、全額の払込が

完了しております。 

これらの諸策により、収益基盤

の改善及び財務体質の強化を図る

ことによって、継続企業の前提に

関する重要な疑義を解消できるも

のと判断しております。 

したがいまして、連結財務諸表

は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の

影響を連結財務諸表には反映して

おりません。 



(修正後) 

 
〈中略〉 

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) 

――――― 
  

当社グループは、前連結会計年

度に2,965,597千円、当中間連結会

計期間に2,691,637千円の営業損失

を計上し、また、前連結会計年度

に3,010,794千円の当期純損失を、

当中間連結会計期間においても、

3,093,230千円の中間純損失を計上

しております。当該状況により、

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。 

当中間連結会計期間の損失は、

所有株式の株価の著しい下落の影

響を受けて回復する見込みがない

と判断せざるをえず、売上原価と

して営業投資有価証券評価損を計

上したことや、転換社債型新株予

約権付社債の発行に付随して営業

外費用として社債発行費を計上し

たことが主因であります。 

当社グループは、当該状況を解

消すべく、所有する投資資産の有

利な売却をこれまでにも増して積

極的に進めてまいります。 

不動産投資関連につきまして

は、引き続いて販売用不動産の売

却を実行するとともに、毎月一定

の収益を得られる物件の取得を進

め、安定的な売上高の確保を図っ

ていく所存です。また、有価証券

投資関連におきましても、所有す

る株式等の有利な売却を実行し、

営業投資有価証券売上高及び利益

の計上に努めてまいります。 

さらに、当社グループの財務体

質の強化を図るため、平成19年５

月10日に、転換社債型新株予約権

付社債4,500,000千円を発行し、資

金の調達をいたしました。このう

ち、当中間連結会計期間末まで

に、本社債500,000千円の新株予約

権の権利行使を受け、資本金及び

資本準備金がそれぞれ250,000千円

増加しております。 

これらの諸策により、収益基盤

の改善及び財務体質の強化を図る

ことによって、継続企業の前提に

関する重要な疑義を解消できるも

のと判断しております。 

したがいまして、中間連結財務

諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑

義を中間連結財務諸表には反映し

ておりません。 

当社グループは、前連結会計年

度に34,812千円、当連結会計年度

に2,965,597千円の営業損失を計上

し、また、当連結会計年度には

3,010,794千円の当期純損失を計上

しております。当該状況により、

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。 

当連結会計年度の損失は、投資

先企業の評価に際し、多額の営業

投資損失引当金繰入額を売上原価

として計上した結果によるもので

あります。 

当社は当該状況を解消すべく、

保有する営業投資有価証券の売却

を積極的に進めてまいります。こ

れにより営業投資有価証券売上高

を増加させるとともに、当連結会

計年度に計上した営業投資損失引

当金の一部を解消させ、来期の投

資事業売上高の大幅な増加と利益

の計上を図ってまいります。 

また、不動産投資関連につきま

しても、販売用不動産の売却を実

行するとともに、毎月一定の収益

を得られる物件の取得を進め、安

定的な売上高の確保に努めてまい

ります。 

これと並行して継続的な財務体

質の強化も推進しており、平成19

年４月23日開催の取締役会決議に

基 づ い て、新 株 予 約 権 付 社 債

4,500,000千円を発行いたしまし

た。なお、払込期日である平成19

年５月10日までに、全額の払込が

完了しております。 

これらの諸策により、収益基盤

の改善及び財務体質の強化を図る

ことによって、継続企業の前提に

関する重要な疑義を解消できるも

のと判断しております。 

したがいまして、連結財務諸表

は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の

影響を連結財務諸表には反映して

おりません。 



(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

   〈中略〉 

(１株当たり情報) 

(修正前) 

 
  
(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   
２．１株当たり中間（当期）純利益金額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

は、以下のとおりであります。 

 
  

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 84.22円

１株当たり中間純利益金額 0.49円

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、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ
ん。 

１株当たり純資産額 51.05円

１株当たり中間純損失金額 13.50円

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、潜在株式
が存在するものの１株当たり中間純
損失であるため記載しておりませ
ん。  

１株当たり純資産額 68.36円

１株当たり当期純損失金額 15.86円

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、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ
ん。 

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額      （千円） 17,245,519 11,654,338 13,997,285

純資産の部の合計額から控除する金額   
               （千円） 

― 23,930 ―

普通株式に係る中間期末（期末）の 
純資産額           （千円） 

17,245,519 11,630,408 13,997,285

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（千株） 

204,769 227,810 204,767

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

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

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額 

 中間純利益又は 
 中間（当期）純損失（△）  （千円） 

86,179 △2,931,814 △3,010,794

 普通株主に帰属しない金額  （千円） ― ― ―

 普通株式に係る中間純利益又は     
 中間（当期）純損失（△）  （千円） 

86,179 △2,931,814 △3,010,794

 期中平均株式数       （千株） 174,899 217,160 189,792

潜在株式調整後１株当たり中間（当期） 
純利益金額 

 中間（当期）純利益調整額  （千円） ― ― ―

 普通株式増加数       （千株） ― ― ―

 (うち転換社債型新株予約権付社債) (―) (―) (―)

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)純利益金額の算定
に含めなかった潜在株式の概要 

―

第２回無担保転換社債
型新株予約権付社債 
（額面総額 4,000,000
千円） 

―



(修正後) 

 
  
(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   
２．１株当たり中間（当期）純利益金額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

は、以下のとおりであります。 

 
  

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 84.22円

１株当たり中間純利益金額 0.49円

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、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ
ん。 

１株当たり純資産額 50.34円

１株当たり中間純損失金額 14.24円

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、潜在株式
が存在するものの１株当たり中間純
損失であるため記載しておりませ
ん。  

１株当たり純資産額 68.36円

１株当たり当期純損失金額 15.86円

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、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ
ん。 

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額      （千円） 17,245,519 11,492,922 13,997,285

純資産の部の合計額から控除する金額   
               （千円） 

― 23,930 ―

普通株式に係る中間期末（期末）の 
純資産額           （千円） 

17,245,519 11,468,991 13,997,285

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（千株） 

204,769 227,810 204,767

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

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

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額 

 中間純利益又は 
 中間（当期）純損失（△）  （千円） 

86,179 △3,093,230 △3,010,794

 普通株主に帰属しない金額  （千円） ― ― ―

 普通株式に係る中間純利益又は     
 中間（当期）純損失（△）  （千円） 

86,179 △3,093,230 △3,010,794

 期中平均株式数       （千株） 174,899 217,160 189,792

潜在株式調整後１株当たり中間（当期） 
純利益金額 

 中間（当期）純利益調整額  （千円） ― ― ―

 普通株式増加数       （千株） ― ― ―

 (うち転換社債型新株予約権付社債) (―) (―) (―)

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)純利益金額の算定
に含めなかった潜在株式の概要 

―

第２回無担保転換社債
型新株予約権付社債 
（額面総額 4,000,000
千円） 

―



６ 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 3,322,828 1,868,407 1,286,325 

２ 営業未収入金 72,421 263,792 201,604 

３ 営業貸付金 2,525,314 475,000 136,000 

４ 未収営業貸付金利息 115,854 ― 17 

５ 営業投資有価証券 3,838,195 6,054,784 7,546,240 

６ 営業投資損失引当金 △231,879 △200,000 △3,214,409 

７ 販売用不動産 ※2 1,772,238 1,645,997 2,986,893 

８ その他 114,730 16,614 240,746 

貸倒引当金 △57,162 △3,013 △719 

流動資産合計 11,472,541 61.1 10,121,583 58.4 9,182,699 54.9 

Ⅱ 固定資産 

１ 有形固定資産 ※1 

(1) リース資産 4,229,492 4,480,184 5,037,880 

(2) その他 363,679 12,273 12,261 

有形固定資産合計 4,593,171 4,492,457 5,050,142 

２ 無形固定資産 4,534 4,487 4,355 

３ 投資その他の資産 

(1) 関係会社株式 3,233,372 3,436,050 3,233,372 

(2) 投資損失引当金 △789,668 △789,668 △789,668 

(3) 関係会社長期 

 貸付金 
203,809 ― ― 

(4) その他 50,677 94,627 50,377 

    貸倒引当金 ― △40,000 ― 

投資その他の資産 

合計 
2,698,190 2,701,008 2,494,080 

固定資産合計 7,295,896 38.9 7,197,953 41.6 7,548,579 45.1 

資産合計 18,768,437 100.0 17,319,536 100.0 16,731,278 100.0 



 
  

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 250,000 ― 877,000 

２ 一年内返済予定 

  長期借入金 
※2 16,317 31,125 30,998 

３ 未払法人税等 42,191 17,319 7,670 

４ 役員賞与引当金 20,000 ― ― 

５ その他 42,550 91,978 328,697 

流動負債合計 371,059 2.0 140,423 0.8 1,244,367 7.4 

Ⅱ 固定負債 

１ 社債 ― 4,000,000 ― 

２ 長期借入金 ※2 283,682 453,735 468,028 

３ 退職給付引当金 1,229 1,284 1,062 

固定負債合計 284,911 1.5 4,455,020 25.7 469,090 2.8 

負債合計 655,971 3.5 4,595,444 26.5 1,713,457 10.2 

(純資産の部) 

Ⅰ 株主資本 

１ 資本金 11,075,870 11,325,870 11,075,870 

２ 資本剰余金 

(1) 資本準備金 7,105,675 250,000 7,105,675 

(2) その他 

     資本剰余金 
― 4,605,925 ― 

資本剰余金合計 7,105,675 4,855,925 7,105,675 

３ 利益剰余金 

(1) 利益準備金 10,525 10,525 10,525 

(2) その他 

     利益剰余金 

  繰越利益剰余金 410,669 △2,949,006 △2,510,275 

利益剰余金合計 421,195 △2,938,480 △2,499,749 

４ 自己株式 △25,088 △25,200 △25,152 

株主資本合計 18,577,653 99.0 13,218,115 76.3 15,656,643 93.6 

Ⅱ 評価・換算差額等 

１ その他有価証券評価 

   差額金 
△465,186 △494,022 △638,822 

評価・換算差額等 

合計 
△465,186 △2.5 △494,022 △2.8 △638,822 △3.8 

純資産合計 18,112,466 96.5 12,724,092 73.5 15,017,821 89.8 

負債純資産合計 18,768,437 100.0 17,319,536 100.0 16,731,278 100.0 



(修正後) 

 
  

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 

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 3,322,828 1,868,407 1,286,325 

２ 営業未収入金 72,421 102,376 201,604 

３ 営業貸付金 2,525,314 475,000 136,000 

４ 未収営業貸付金利息 115,854 ― 17 

５ 営業投資有価証券 3,838,195 6,054,784 7,546,240 

６ 営業投資損失引当金 △231,879 △200,000 △3,214,409 

７ 販売用不動産 ※2 1,772,238 1,645,997 2,986,893 

８ その他 114,730 16,614 240,746 

貸倒引当金 △57,162 △3,013 △719 

流動資産合計 11,472,541 61.1 9,960,166 58.1 9,182,699 54.9 

Ⅱ 固定資産 

１ 有形固定資産 ※1 

(1) リース資産 4,229,492 4,480,184 5,037,880 

(2) その他 363,679 12,273 12,261 

有形固定資産合計 4,593,171 4,492,457 5,050,142 

２ 無形固定資産 4,534 4,487 4,355 

３ 投資その他の資産 

(1) 関係会社株式 3,233,372 3,436,050 3,233,372 

(2) 投資損失引当金 △789,668 △789,668 △789,668 

(3) 関係会社長期 

 貸付金 
203,809 ― ― 

(4) その他 50,677 94,627 50,377 

    貸倒引当金 ― △40,000 ― 

投資その他の資産 

合計 
2,698,190 2,701,008 2,494,080 

固定資産合計 7,295,896 38.9 7,197,953 41.9 7,548,579 45.1 

資産合計 18,768,437 100.0 17,158,120 100.0 16,731,278 100.0 



  

 
  

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 250,000 ― 877,000 

２ 一年内返済予定 

  長期借入金 
※2 16,317 31,125 30,998 

３ 未払法人税等 42,191 17,319 7,670 

４ 役員賞与引当金 20,000 ― ― 

５ その他 42,550 91,978 328,697 

流動負債合計 371,059 2.0 140,423 0.8 1,244,367 7.4 

Ⅱ 固定負債 

１ 社債 ― 4,000,000 ― 

２ 長期借入金 ※2 283,682 453,735 468,028 

３ 退職給付引当金 1,229 1,284 1,062 

固定負債合計 284,911 1.5 4,455,020 26.0 469,090 2.8 

負債合計 655,971 3.5 4,595,444 26.8 1,713,457 10.2 

(純資産の部) 

Ⅰ 株主資本 

１ 資本金 11,075,870 11,325,870 11,075,870 

２ 資本剰余金 

(1) 資本準備金 7,105,675 250,000 7,105,675 

(2) その他 

     資本剰余金 
― 4,605,925 ― 

資本剰余金合計 7,105,675 4,855,925 7,105,675 

３ 利益剰余金 

(1) 利益準備金 10,525 10,525 10,525 

(2) その他 

     利益剰余金 

  繰越利益剰余金 410,669 △3,110,423 △2,510,275 

利益剰余金合計 421,195 △3,099,897 △2,499,749 

４ 自己株式 △25,088 △25,200 △25,152 

株主資本合計 18,577,653 99.0 13,056,698 76.1 15,656,643 93.6 

Ⅱ 評価・換算差額等 

１ その他有価証券評価 

   差額金 
△465,186 △494,022 △638,822 

評価・換算差額等 

合計 
△465,186 △2.5 △494,022 △2.9 △638,822 △3.8 

純資産合計 18,112,466 96.5 12,562,675 73.2 15,017,821 89.8 

負債純資産合計 18,768,437 100.0 17,158,120 100.0 16,731,278 100.0 



(2) 中間損益計算書 

(修正前) 

 
  

(修正後) 

 
  

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 2,383,185 100.0 2,295,299 100.0 3,410,804 100.0 

Ⅱ 売上原価 2,237,126 93.9 4,409,242 192.1 5,981,689 175.4 

売上総利益又は 

売上総損失(△) 
146,058 6.1 △2,113,943 △92.1 △2,570,885 △75.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 291,358 12.2 408,777 17.8 565,139 16.5 

営業損失(△) △145,299 △6.1 △2,522,720 △109.9 △3,136,025 △91.9 

Ⅳ 営業外収益 ※1 33,520 1.4 7,385 0.3 61,270 1.8 

Ⅴ 営業外費用 ※2 75,334 3.2 343,727 15.0 95,624 2.8 

経常損失(△) △187,113 △7.9 △2,859,062 △124.6 △3,170,379 △92.9 

Ⅵ 特別利益 ※3 ― ― ― ― 54,279 1.5 

Ⅶ 特別損失 ※4 298 0.0 ― ― 298 0.0 

税引前中間(当期)

純損失(△) 
△187,412 △7.9 △2,859,062 △124.6 △3,116,398 △91.4 

法人税、住民税 

及び事業税 
23,512 1.0 605 0.0 15,471 0.4 

過年度法人税、住

民税及び事業税 
― ― 78,813 3.4 ― ― 

中間(当期)純損失

(△) 
△210,924 △8.9 △2,938,480 △128.0 △3,131,869 △91.8 

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 2,383,185 100.0 2,130,551 100.0 3,410,804 100.0 

Ⅱ 売上原価 2,237,126 93.9 4,409,242 207.0 5,981,689 175.4 

売上総利益又は 

売上総損失(△) 
146,058 6.1 △2,278,691 △107.0 △2,570,885 △75.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 291,358 12.2 408,777 19.2 565,139 16.5 

営業損失(△) △145,299 △6.1 △2,687,468 △126.2 △3,136,025 △91.9 

Ⅳ 営業外収益 ※1 33,520 1.4 7,668 0.4 61,270 1.8 

Ⅴ 営業外費用 ※2 75,334 3.2 340,679 16.0 95,624 2.8 

経常損失(△) △187,113 △7.9 △3,020,479 △141.8 △3,170,379 △92.9 

Ⅵ 特別利益 ※3 ― ― ― ― 54,279 1.5 

Ⅶ 特別損失 ※4 298 0.0 ― ― 298 0.0 

税引前中間(当期)

純損失(△) 
△187,412 △7.9 △3,020,479 △141.8 △3,116,398 △91.4 

法人税、住民税 

及び事業税 
23,512 1.0 605 0.0 15,471 0.4 

過年度法人税、住

民税及び事業税 
― ― 78,813 3.7 ― ― 

中間(当期)純損失

(△) 
△210,924 △8.9 △3,099,897 △145.5 △3,131,869 △91.8 



(3) 中間株主資本等変動計算書 

(修正前) 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

                                               (単位：千円) 

 
  

 
  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 
資本金 

資本準備金 
その他 

資本剰余金 

資本剰余金 

合計 

利益 

準備金

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越 

利益剰余金 

平成19年３月31日残高 11,075,870 7,105,675 ― 7,105,675 10,525 △2,510,275 △2,499,749 △25,152 15,656,643 

 中間会計期間中の 

 変動額 

  新株の発行 250,000 250,000 250,000 500,000 

  欠損金のてん補 △7,105,675 4,605,925 △2,499,749 2,499,749 2,499,749 ― 

  中間純損失 △2,938,480 △2,938,480 △2,938,480 

  自己株式の取得 △47 △47 

  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  
250,000 △6,855,675 4,605,925 △2,249,749 ― △438,731 △438,731 △47 △2,438,528 

 平成19年９月30日残高 11,325,870 250,000 4,605,925 4,855,925 10,525 △2,949,006 △2,938,480 △25,200 13,218,115 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 

 平成19年３月31日残高  △638,822 15,017,821 

 中間会計期間中の 

 変動額 

  新株の発行 500,000 

  欠損金のてん補 ― 

  中間純損失 △2,938,480 

  自己株式の取得 △47 

  株主資本以外の項目 

  の中間会計期間中の 

  変動額 (純額) 

144,799 144,799 

 中間会計期間中の 

 変動額合計   
144,799 △2,293,728 

 平成19年９月30日残高  △494,022 12,724,092 



(修正後) 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

                                               (単位：千円) 

 
  

 
  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 
資本金 

資本準備金 
その他 

資本剰余金 

資本剰余金 

合計 

利益 

準備金

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越 

利益剰余金 

平成19年３月31日残高 11,075,870 7,105,675 ― 7,105,675 10,525 △2,510,275 △2,499,749 △25,152 15,656,643 

 中間会計期間中の 

 変動額 

  新株の発行 250,000 250,000 250,000 500,000 

  欠損金のてん補 △7,105,675 4,605,925 △2,499,749 2,499,749 2,499,749 ― 

  中間純損失 △3,099,897 △3,099,897 △3,099,897 

  自己株式の取得 △47 △47 

  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  
250,000 △6,855,675 4,605,925 △2,249,749 ― △600,147 △600,147 △47 △2,599,945 

 平成19年９月30日残高 11,325,870 250,000 4,605,925 4,855,925 10,525 △3,110,423 △3,099,897 △25,200 13,056,698 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 

 平成19年３月31日残高  △638,822 15,017,821 

 中間会計期間中の 

 変動額 

  新株の発行 500,000 

  欠損金のてん補 ― 

  中間純損失 △3,099,897 

  自己株式の取得 △47 

  株主資本以外の項目 

  の中間会計期間中の 

  変動額 (純額) 

144,799 144,799 

 中間会計期間中の 

 変動額合計   
144,799 △2,455,145 

 平成19年９月30日残高  △494,022 12,562,675 



(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) 

――――― 当社は、前事業年度に3,136,025千

円、当中間会計期間に2,522,720千円

の営業損失を計上し、また、前事業

年度に3,131,869千円の当期純損失

を、当中間会計期間 においても

2,938,480千円の中間純損失を計上し

ております。当該状況により、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。 

当中間会計期間の損失は、所有株

式の株価の著しい下落の影響を受け

て回復する見込みがないと判断せざ

るをえず、売上原価として営業投資

有価証券評価損を計上したことや、

転換社債型新株予約権付社債の発行

に付随して営業外費用として社債発

行費を計上したことが主因でありま

す。 

当社は、当該状況を解消するため

に、所有する投資資産の有利な売却

をこれまでにも増して積極的に進め

てまいります。 

不動産投資関連につきましては、

引き続いて販売用不動産の売却を実

行するとともに、毎月一定の収益を

得られる物件の取得を進め、安定的

な売上高の確保を図っていく所存で

す。また、有価証券投資関連におき

ましても、所有する株式等の有利な

売却を実行し、営業投資有価証券売

上高及び利益の計上に努めてまいり

ます。 

さらに、当社の財務体質の強化を

図るため、平成19年５月10日に、転

換社債型新株予約権付社債4,500,000

千円を発行し、資金の調達をいたし

ました。このうち、当中間会計期間

末までに、本社債500,000千円の新株

予約権の権利行使を受け、資本金及

び資本準備金がそれぞれ250,000千円

増加しております。 

これらの諸策により、収益基盤の

改善及び財務体質の強化を図ること

によって、継続企業の前提に関する

重要な疑義を解消できるものと判断

しております。 

したがいまして、中間財務諸表は

継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義を中間財

務諸表には反映しておりません。 

当社は、前事業年度に138,804千

円、当事業年度に3,136,025千円の営

業損失を計上し、また、当事業年度

には3,131,869千円の当期純損失を計

上しております。当該状況により、

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。 

当事業年度の損失は、投資先企業

の評価に際し、多額の営業投資損失

引当金繰入額を売上原価として計上

した結果によるものであります。 

当社は当該状況を解消すべく、保

有する営業投資有価証券の売却を積

極的に進めてまいります。これによ

り営業投資有価証券売上高を増加さ

せるとともに、当事業年度に計上し

た営業投資損失引当金を一部解消さ

せ、来期の投資事業売上高の大幅な

増加と利益の計上を図ってまいりま

す。 

また、不動産投資関連につきまし

ても、販売用不動産の売却を実行す

るとともに、毎月一定の収益を得ら

れる物件の取得を進め、安定的な売

上高の確保に努めてまいります。 

これと並行して、継続的な財務体

質の強化も推進しており、平成19年

４月23日開催の取締役会決議に基づ

いて、新株予約権付社債4,500,000千

円を発行いたしました。なお、払込

期日である平成19年５月10日まで

に、全額の払込が完了しておりま

す。 

これらの諸策により、収益基盤の

改善及び財務体質の強化を図ること

によって、継続企業の前提に関する

重要な疑義を解消できるものと判断

しております。 

したがいまして、財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務

諸表には反映しておりません。 



(修正後) 

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) 

――――― 当社は、前事業年度に3,136,025千

円、当中間会計期間に2,687,468千円

の営業損失を計上し、また、前事業

年度に3,131,869千円の当期純損失

を、当中間会計期間 においても

3,099,897千円の中間純損失を計上し

ております。当該状況により、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。 

当中間会計期間の損失は、所有株

式の株価の著しい下落の影響を受け

て回復する見込みがないと判断せざ

るをえず、売上原価として営業投資

有価証券評価損を計上したことや、

転換社債型新株予約権付社債の発行

に付随して営業外費用として社債発

行費を計上したことが主因でありま

す。 

当社は、当該状況を解消するため

に、所有する投資資産の有利な売却

をこれまでにも増して積極的に進め

てまいります。 

不動産投資関連につきましては、

引き続いて販売用不動産の売却を実

行するとともに、毎月一定の収益を

得られる物件の取得を進め、安定的

な売上高の確保を図っていく所存で

す。また、有価証券投資関連におき

ましても、所有する株式等の有利な

売却を実行し、営業投資有価証券売

上高及び利益の計上に努めてまいり

ます。 

さらに、当社の財務体質の強化を

図るため、平成19年５月10日に、転

換社債型新株予約権付社債4,500,000

千円を発行し、資金の調達をいたし

ました。このうち、当中間会計期間

末までに、本社債500,000千円の新株

予約権の権利行使を受け、資本金及

び資本準備金がそれぞれ250,000千円

増加しております。 

これらの諸策により、収益基盤の

改善及び財務体質の強化を図ること

によって、継続企業の前提に関する

重要な疑義を解消できるものと判断

しております。 

したがいまして、中間財務諸表は

継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義を中間財

務諸表には反映しておりません。 

当社は、前事業年度に138,804千

円、当事業年度に3,136,025千円の営

業損失を計上し、また、当事業年度

には3,131,869千円の当期純損失を計

上しております。当該状況により、

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。 

当事業年度の損失は、投資先企業

の評価に際し、多額の営業投資損失

引当金繰入額を売上原価として計上

した結果によるものであります。 

当社は当該状況を解消すべく、保

有する営業投資有価証券の売却を積

極的に進めてまいります。これによ

り営業投資有価証券売上高を増加さ

せるとともに、当事業年度に計上し

た営業投資損失引当金を一部解消さ

せ、来期の投資事業売上高の大幅な

増加と利益の計上を図ってまいりま

す。 

また、不動産投資関連につきまし

ても、販売用不動産の売却を実行す

るとともに、毎月一定の収益を得ら

れる物件の取得を進め、安定的な売

上高の確保に努めてまいります。 

これと並行して、継続的な財務体

質の強化も推進しており、平成19年

４月23日開催の取締役会決議に基づ

いて、新株予約権付社債4,500,000千

円を発行いたしました。なお、払込

期日である平成19年５月10日まで

に、全額の払込が完了しておりま

す。 

これらの諸策により、収益基盤の

改善及び財務体質の強化を図ること

によって、継続企業の前提に関する

重要な疑義を解消できるものと判断

しております。 

したがいまして、財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務

諸表には反映しておりません。 



(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項 

(１株当たり情報) 

(修正前) 

 
  

(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２．１株当たり中間（当期）純利益金額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

は、以下のとおりであります。 

 
  

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

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

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 88.45円

１株当たり中間純損失金額 1.21円

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、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ
ん。 

１株当たり純資産額 55.85円

１株当たり中間純損失金額 13.53円

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、潜在株式
が存在するものの１株当たり中間純
損失であるため記載しておりませ
ん。  

１株当たり純資産額 73.34円

１株当たり当期純損失金額 16.50円

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、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ
ん。 

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) 

純資産の部の合計額       （千円） 18,112,466 12,724,092 15,017,821

純資産の部の合計額から控除する金額   
               （千円） 

― ― ―

普通株式に係る中間期末（期末）の  
純資産額                 （千円） 

18,112,466 12,724,092 15,017,821

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（千株） 

204,769 227,810 204,767

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額 

 中間（当期）純損失（△）  （千円） △210,924 △2,938,480 △3,131,869

 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） 

△210,924 △2,938,480 △3,131,869

 期中平均株式数       （千株） 174,899 217,160 189,792

潜在株式調整後１株当たり中間（当期） 
純利益金額 

 中間（当期）純利益調整額  （千円） ― ― ―

 普通株式増加数       （千株） ― ― ―

 (うち転換社債型新株予約権付社債) (―) (―) (―)

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)純利益金額の算定
に含めなかった潜在株式の概要 

―

第２回無担保転換社債
型新株予約権付社債 
（額面総額 4,000,000
千円） 

―



(修正後) 

 
  

(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２．１株当たり中間（当期）純利益金額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

は、以下のとおりであります。 

 
  

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

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

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 88.45円

１株当たり中間純損失金額 1.21円

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、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ
ん。 

１株当たり純資産額 55.15円

１株当たり中間純損失金額 14.27円

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、潜在株式
が存在するものの１株当たり中間純
損失であるため記載しておりませ
ん。  

１株当たり純資産額 73.34円

１株当たり当期純損失金額 16.50円

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、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ
ん。 

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) 

純資産の部の合計額       （千円） 18,112,466 12,562,675 15,017,821

純資産の部の合計額から控除する金額   
               （千円） 

― ― ―

普通株式に係る中間期末（期末）の  
純資産額                 （千円） 

18,112,466 12,562,675 15,017,821

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（千株） 

204,769 227,810 204,767

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額 

 中間（当期）純損失（△）  （千円） △210,924 △3,099,897 △3,131,869

 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） 

△210,924 △3,099,897 △3,131,869

 期中平均株式数       （千株） 174,899 217,160 189,792

潜在株式調整後１株当たり中間（当期） 
純利益金額 

 中間（当期）純利益調整額  （千円） ― ― ―

 普通株式増加数       （千株） ― ― ―

 (うち転換社債型新株予約権付社債) (―) (―) (―)

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)純利益金額の算定
に含めなかった潜在株式の概要 

―

第２回無担保転換社債
型新株予約権付社債 
（額面総額 4,000,000
千円） 

―
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