
平成 20 年 10 月 3 日 

各      位 

東京都新宿区市谷本村町 1 番 1 号 

株式会社エム・ピー・テクノロジーズ 
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（コード番号：3734 東証マザーズ） 

問合せ先：管理本部長  山田  睦 

電話番号：（03）5225－2501（代表） 

 

(訂正)平成 20 年 7 月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 20 年 9 月 12 日に公表いたしました「平成 20 年 7 月期決算短信」に一部誤りがありましたので、下記の

とおり訂正いたします。訂正の理由は、過年度における地方税の過払いによるものです。 

なお、訂正箇所は   で示しております。 

また、「平成 20 年 7 月期決算短信」に記載の平成 21 年 7 月期の個別業績予想におきましては、持株会社

へ移行する予定のため、削除いたします。今後は、持株会社体制へ移行することにより、個別の業績予想は重

要性がなくなると判断し、公表致しませんことをお知らせいたします。 

 

記 
 
(1 ページ) (1) 連結経営成績 
【訂正前】 
                          (注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

20 年 7 月期 6,029 △61.2 △1,014 ― △1,429 ― △1,247 ―

19 年 7 月期 15,534 15.9 △2,148 ― △2,223 ― △4,533 ―
 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益       

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％
20 年 7月期 △23,068 96 ― ― △21.0  △10.1 △16.8

19 年 7 月期 △83,889 88 ― ― △51.8  △11.2 △13.8

(参考) 持分法投資損益       20 年 7 月期   △192 百万円  19 年 7月期     ―百万円 
 
【訂正後】 
  

(注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

20 年 7 月期 6,029 △61.2 △989 ― △1,405 ― △1,227 ―

19 年 7 月期 15,534 15.9 △2,148 ― △2,223 ― △4,533 ―
 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益       

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％
20 年 7月期 △22,706 72 ― ― △20.7  △9.9 △16.4

19 年 7 月期 △83,889 88 ― ― △51.8  △11.2 △13.8

(参考) 持分法投資損益       20 年 7 月期   △192 百万円  19 年 7月期     ―百万円 
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（1ページ）(2) 連結財政状態 
【訂正前】 

(注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 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

20 年 7 月期 8,132 5,646 61.1 91,861 36

19 年 7 月期 20,310 10,346 33.9 127,441 33
(参考) 自己資本       20 年 7 月期     4,967 百万円  19 年 7 月期   6,891 百万円 
 
【訂正後】 
 

(注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 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

20 年 7 月期 8,144 5,665 61.2 92,223 60

19 年 7 月期 20,310 10,346 33.9 127,441 33
(参考) 自己資本       20 年 7 月期     4,987 百万円  19 年 7 月期   6,891 百万円 
 
 
（２ページ）(1) 個別経営成績  
【訂正前】 

                            （％表示は対前期増減率） 

売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

802 5.5 △321 ― △421 ― △2,265 ―20 年 7 月期 
19 年 7 月期 760 △49.2 △320 ― △392 ― △3,775 ― 

１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
1 株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

△41,899 93 ― ―20 年 7月期
19 年 7月期 △69,849 42 ― ―

 
 
【訂正後】 
 

 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

802 5.5 △297 ― △397 ― △2,246 ―20 年 7 月期 
19 年 7 月期 760 △49.2 △320 ― △392 ― △3,775 ― 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 

1 株当たり当期純利益

 円 銭 円 銭

△41,548 30 ― ―20 年 7月期
19 年 7月期 △69,849 42 ― ―

 
（2ページ）(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

20 年 7 月期
19 年 7月期 

6,136 
10,772 

5,511
7,772

89.8 
72.2 

101,921
143,740

04
00

(参考) 自己資本       20 年 7 月期    5,511 百万円  19 年 7 月期       7,772 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

20 年 7 月期
19 年 7月期 

6,148 
10,772 

5,530
7,772

90.0 
72.2 

102,272
143,740

68
00

(参考) 自己資本       20 年 7 月期    5,530 百万円  19 年 7 月期       7,772 百万円 
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１．経営成績 
（3～7 ページ）（1）経営成績に関する分析 
【訂正前】 
 
＜前略＞ 
 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高6,029百万円（前年同期比61.2%減）、営業損失1,014

百万円（前年同期は2,148百万円の損失）、経常損失1,429百万円（前年同期は2,223百万円の損失）、

当期純損失1,247百万円（前年同期は4,533百万円の損失）となりました。 

 
＜参考＞ 

  
 （連結） 

 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

EBITDA 1,923百万円 △388百万円 

売上高比率 12.4％ △6.4％ 

1株当たりのEBITDA 35,584円53銭 △7,184円60銭 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。尚、消去又は全社の項目に含めた売上高及
び営業費用は配賦不能であるため、以下の業績数値には反映しておりません。 

 

HSIA事業について、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなくなったため

大幅な減収となったものの、売上高においては、北米市場において「継続収入モデル」および「一

時収入モデル」による売上高が増加しました。また、利益面においては、コスト削減により利益率

が改善したこと及び、のれん償却額の負担の減少により、営業損失が大幅に縮小しました。以上の

結果、当連結会計年度のHSIA事業の売上高は5,470百万円（前年同期比54.1%減）、営業損失は620

百万円（前年同期は1,072百万円の損失）となりました。 

VOD事業についても、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなくなったた

め大幅な減収となったものの、利益面においては、のれん償却額負担が減少し、営業損失が縮小し

ました。 

以上の結果、当連結会計年度のVOD事業の売上高は325百万円（前年同期比91.0%減）、営業損失は

58百万円（前年同期は669百万円の損失）となりました。 

 
（セグメント別販売実績表） 
        

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
事業部門 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

 HSIA 事業 11,917 76.7％ 5,470 90.7％ 

 VOD 事業 3,616 23.3％ 325 5.4％ 

その他事業 ― ― 233 3.9％ 

消去又は全社 ― ― ― ― 

合   計 15,534 100.0％ 6,029 100.0％ 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（HSIA事業）          

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 11,917 100.0％ 5,470 100.0％ 

営 業 損  失 1,072 △9.0％ 620 △11.3％ 

EBITDA 2,124 17.8％ 10 0.2％ 

継続収入モデル 10,085 84.6％ 3,132 57.3％ 

一時収入モデル 1,832 15.4％ 2,338 42.7％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては361百万円、前連結会
計年度においては1,682百万円であります。 

         
（VOD事業）            

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 3,616 100.0％ 325 100.0％ 

営 業 損  失 669 △18.5％ 58 △17.9％ 

EBITDA 216 6.0％ △35 △11.0％ 

継続収入モデル 2,069 57.2％ ― ― 

一時収入モデル 1,547 42.8％ 325 100.0％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては2百万円、前連結会計
年度においては322百万円であります。 

 
 

（その他事業）            

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 ― ― 233 100.0％ 

営 業 損  失 ― ― 21 △9.2％ 

EBITDA ― ― △16 △7.2％ 

継続収入モデル ― ― ― ― 

一時収入モデル ― ― 233 100.0％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては4百万円であります。 
 

 

所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。尚、消去又は全社の項目に含めた売上高及び営

業費用は配賦不能であるため、以下の業績数値には反映しておりません。 

 

アジア地域においては、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなくなった

ため大幅な減収となりました。 

以上の結果、当連結会計年度のアジアにおける売上高は1,221百万円（前年同期比84.2%減）、営

業損失は105百万円（前年同期は158百万円の損失）となりました。 

北米地域において、売上高は、一時収入モデル及び継続収入モデル、共に堅調な伸びを見せ、増

収となりました。また、コスト削減により利益率が改善したこと及びのれん償却額の負担が減少し

たことにより、営業損失が縮小しました。 
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以上の結果、当連結会計年度の北米における売上高は4,807百万円（前年同期7.9%増）、営業損

失は594百万円（前年同期は1,348百万円の損失）となりました。 

 

（セグメント別販売実績表）    

       

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 

   

  

所在地 
金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

アジア 7,730 49.8％ 1,221 20.3％ 

北米 4,456 28.7％ 4,807 79.7％ 

その他 3,347 21.5％ ― ―％ 

消去又は全社 ― ―％ ― ―％ 

合   計 15,534 100.0％ 6,029 100.0％ 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
（アジア）           

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 7,730 100.0％ 1,221 100.0％ 

営 業 損  失 158 △2.0％ 105 △8.6％ 

EBITDA 1,791 23.2％ △78 △6.4％ 

継続収入モデル 5,744 74.3％ ― ―％ 

一時収入モデル 1,985 25.7％ 1,221 100.0％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては7百万円、前連結会計
年度においては803百万円であります。 

 

（北米） 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 4,456 100.0％ 4,807 100.0％ 

営 業 損  失 1,348 △30.3％ 594 △12.4％ 

EBITDA △68 △1.5％ 36 0.8％ 

継続収入モデル 3,062 68.7％ 3,132 65.1％ 

一時収入モデル 1,394 31.3％ 1,675 34.9％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては361百万円、前連結会
計年度においては863百万円であります。 
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（その他）          

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 3,347 100.0％ ― ―％ 

営 業 損 失 234 △7.0％ ― ―％ 

EBITDA 618 18.5％ ― ―％ 

継続収入モデル 3,347 100.0％ ― ―％ 

一時収入モデル ― ―％ ― ―％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、前連結会計年度においては338百万円であります。 
※その他の地域に含まれておりましたMagiNet Private Ltd.は当連結会計年度よりMagiNet 

Private Ltd.が連結子会社ではなくなりました。 

 
＜後略＞ 
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【訂正後】 

 
＜前略＞ 
 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高6,029百万円（前年同期比61.2%減）、営業損失989

百万円（前年同期は2,148百万円の損失）、経常損失1,405百万円（前年同期は2,223百万円の損失）、

当期純損失1,227百万円（前年同期は4,533百万円の損失）となりました。 

 
＜参考＞ 

  
 （連結） 

 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

EBITDA 1,923百万円 △364百万円 

売上高比率 12.4％ △6.0％ 

1株当たりのEBITDA 35,584円53銭 △6,732円55銭 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。尚、消去又は全社の項目に含めた売上高及
び営業費用は配賦不能であるため、以下の業績数値には反映しておりません。 

 

HSIA事業について、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなくなったため

大幅な減収となったものの、売上高においては、北米市場において「継続収入モデル」および「一

時収入モデル」による売上高が増加しました。また、利益面においては、コスト削減により利益率

が改善したこと及び、のれん償却額の負担の減少により、営業損失が大幅に縮小しました。以上の

結果、当連結会計年度のHSIA事業の売上高は5,470百万円（前年同期比54.1%減）、営業損失は608

百万円（前年同期は1,072百万円の損失）となりました。 

VOD事業についても、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなくなったた

め大幅な減収となったものの、利益面においては、のれん償却額負担が減少し、営業損失が縮小し

ました。 

以上の結果、当連結会計年度のVOD事業の売上高は325百万円（前年同期比91.0%減）、営業損失は

51百万円（前年同期は669百万円の損失）となりました。 

 
（セグメント別販売実績表） 
        

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
事業部門 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

 HSIA 事業 11,917 76.7％ 5,470 90.7％ 

 VOD 事業 3,616 23.3％ 325 5.4％ 

その他事業 ― ― 233 3.9％ 

消去又は全社 ― ― ― ― 

合   計 15,534 100.0％ 6,029 100.0％ 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（HSIA事業）          

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 11,917 100.0％ 5,470 100.0％ 

営 業 損  失 1,072 △9.0％ 608 △11.1％ 

EBITDA 2,124 17.8％ 22 0.4％ 

継続収入モデル 10,085 84.6％ 3,132 57.3％ 

一時収入モデル 1,832 15.4％ 2,338 42.7％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては361百万円、前連結会
計年度においては1,682百万円であります。 

         
（VOD事業）            

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 3,616 100.0％ 325 100.0％ 

営 業 損  失 669 △18.5％ 51 △15.9％ 

EBITDA 216 6.0％ △29 △8.9％ 

継続収入モデル 2,069 57.2％ ― ― 

一時収入モデル 1,547 42.8％ 325 100.0％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては2百万円、前連結会計
年度においては322百万円であります。 

 
（その他事業）            

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 ― ― 233 100.0％ 

営 業 損  失 ― ― 21 △9.2％ 

EBITDA ― ― △16 △7.2％ 

継続収入モデル ― ― ― ― 

一時収入モデル ― ― 233 100.0％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては4百万円であります。 
 

 

所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。尚、消去又は全社の項目に含めた売上高及び営

業費用は配賦不能であるため、以下の業績数値には反映しておりません。 

 

アジア地域においては、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなくなった

ため大幅な減収となりました。 

以上の結果、当連結会計年度のアジアにおける売上高は1,221百万円（前年同期比84.2%減）、営

業損失は87百万円（前年同期は158百万円の損失）となりました。 

北米地域において、売上高は、一時収入モデル及び継続収入モデル、共に堅調な伸びを見せ、増

収となりました。また、コスト削減により利益率が改善したこと及びのれん償却額の負担が減少し

たことにより、営業損失が縮小しました。 
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以上の結果、当連結会計年度の北米における売上高は4,807百万円（前年同期7.9%増）、営業損

失は594百万円（前年同期は1,348百万円の損失）となりました。 

 

（セグメント別販売実績表）    

       

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 

   

  

所在地 
金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

アジア 7,730 49.8％ 1,221 20.3％ 

北米 4,456 28.7％ 4,807 79.7％ 

その他 3,347 21.5％ ― ―％ 

消去又は全社 ― ―％ ― ―％ 

合   計 15,534 100.0％ 6,029 100.0％ 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
（アジア）           

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 7,730 100.0％ 1,221 100.0％ 

営 業 損  失 158 △2.0％ 87 △7.2％ 

EBITDA 1,791 23.2％ △60 △4.9％ 

継続収入モデル 5,744 74.3％ ― ―％ 

一時収入モデル 1,985 25.7％ 1,221 100.0％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては7百万円、前連結会計
年度においては803百万円であります。 

 

（北米） 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 4,456 100.0％ 4,807 100.0％ 

営 業 損  失 1,348 △30.3％ 594 △12.4％ 

EBITDA △68 △1.5％ 36 0.8％ 

継続収入モデル 3,062 68.7％ 3,132 65.1％ 

一時収入モデル 1,394 31.3％ 1,675 34.9％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては361百万円、前連結会
計年度においては863百万円であります。 
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（その他）          

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 3,347 100.0％ ― ―％ 

営 業 損 失 234 △7.0％ ― ―％ 

EBITDA 618 18.5％ ― ―％ 

継続収入モデル 3,347 100.0％ ― ―％ 

一時収入モデル ― ―％ ― ―％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、前連結会計年度においては338百万円であります。 
※その他の地域に含まれておりましたMagiNet Private Ltd.は当連結会計年度よりMagiNet 

Private Ltd.が連結子会社ではなくなりました。 

 
＜後略＞ 
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 (8 ページ)（２）財政状態に関する分析 

【訂正前】 

当連結会計年度末における資産の状況は、前連結会計年度末に比べ12,178百万円減少し8,132百

万円となりました。これは主に、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなく

なったためであります。負債の状況は、前連結会計年度に比べ7,478百万円減少し2,485百万円とな

りました。主な要因といたしましては、前述のMagiNet Private Ltd.による影響によるものや借入

金の返済によるものであります。 

キャッシュ・フローは、営業活動により898百万円減少し、投資活動により5,417百万円増加し、

財務活動により2,430百万円減少致しました。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金

同等物（以下｢資金｣という）は、4,099百万円となり、前連結会計年度末から2,035百万円増加して

おります。 

当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は898百万円（前年同期は1,975百万円の獲得）となりました。これ

は主に、前受金の増加601百万円により資金が増加したものの、税金等調整前当期純損失に営業活

動によるキャッシュ・フローには含まれない利益である関係会社株式売却益の計上1,127百万円が

含まれていること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） 

投資活動の結果得られた資金は5,417百万円（前年同期は4,496百万円の使用）となりました。こ

れは主に、関係会社株式の売却による収入5,717百万円や貸付金の回収による収入143百万円があっ

たことによるものであります。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、2,430百万円（前年同期は2,785百万円の獲得）となりました。

これは主に、短期借入金の返済による支出が1,802百万円や長期借入金の返済による支出が664百万

円あったことによるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指数の推移 

 平成 19 年 7月期 平成 20 年 7月期 

自己資本比率（％） 33.9 61.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 17.8 25.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 3.3 △0.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.5 △29.6 

（注）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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指数は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 
※キャッシュ・フローは、連結営業キャッシュ・フローを利用しています。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おります。また、利
払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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【訂正後】 

 

当連結会計年度末における資産の状況は、前連結会計年度末に比べ12,166百万円減少し8,144百

万円となりました。これは主に、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなく

なったためであります。負債の状況は、前連結会計年度に比べ7,485百万円減少し2,478百万円とな

りました。主な要因といたしましては、前述のMagiNet Private Ltd.による影響によるものや借入

金の返済によるものであります。 

キャッシュ・フローは、営業活動により898百万円減少し、投資活動により5,417百万円増加し、

財務活動により2,430百万円減少致しました。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金

同等物（以下｢資金｣という）は、4,099百万円となり、前連結会計年度末から2,035百万円増加して

おります。 

当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は898百万円（前年同期は1,975百万円の獲得）となりました。これ

は主に、前受金の増加601百万円により資金が増加したものの、税金等調整前当期純損失に営業活

動によるキャッシュ・フローには含まれない利益である関係会社株式売却益の計上1,127百万円が

含まれていること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） 

投資活動の結果得られた資金は5,417百万円（前年同期は4,496百万円の使用）となりました。こ

れは主に、関係会社株式の売却による収入5,717百万円や貸付金の回収による収入143百万円があっ

たことによるものであります。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、2,430百万円（前年同期は2,785百万円の獲得）となりました。

これは主に、短期借入金の返済による支出が1,802百万円や長期借入金の返済による支出が664百万

円あったことによるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指数の推移 

 平成 19 年 7月期 平成 20 年 7月期 

自己資本比率（％） 33.9 61.2 

時価ベースの自己資本比率（％） 17.8 25.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 3.3 △0.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.5 △29.6 

（注）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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指数は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 
※キャッシュ・フローは、連結営業キャッシュ・フローを利用しています。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おります。また、利
払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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２．経営方針 

（18 ページ） 

【訂正前】 

 

＜参考＞ 
  （連結） 

 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

EBITDA 1,923百万円  △388百万円 

1株当たりのEBITDA 35,584円53銭 △7,184円60銭 

経常損失  2,223百万円 1,429百万円 

当期純損失 4,533百万円 1,247百万円 

1株当たり当期純損失 83,889円88銭 23,068円96銭 

 ※当連結会計年度の1株当たり当期純利益及び1株当たりEBITDAは、当連結会計年度の期中平

均株式数である54,076株を基準に算出しております。 

 

【訂正後】 

＜参考＞ 
  （連結） 

 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

EBITDA 1,923百万円  △364百万円 

1株当たりのEBITDA 35,584円53銭 △6,732円55銭 

経常損失  2,223百万円 1,405百万円 

当期純損失 4,533百万円 1,227百万円 

1株当たり当期純損失 83,889円88銭 22,706円72銭 

 ※当連結会計年度の1株当たり当期純利益及び1株当たりEBITDAは、当連結会計年度の期中平

均株式数である54,076株を基準に算出しております。 
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４．連結財務諸表 

（21～23ページ）(1)連結貸借対照表 

【訂正前】 

  
前連結会計年度 

(平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 年 7月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
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 ※１ 2,330,411  4,221,478

 2．売掛金  2,376,372  755,534

 3．たな卸資産  1,557,866  949,284

 4．繰延税金資産  2,114  2,253

 5．その他  1,160,436  849,971

   貸倒引当金  △182,808  △187,732

   流動資産合計  7,244,393 35.7  6,590,788 81.0

Ⅱ 固定資産   

 1．有形固定資産   

  (1) 建物  111,760 107,258 

    減価償却累計額  △59,095 52,664 △71,711 35,547

  (2) 車両運搬具  76,845 4,210 

    減価償却累計額  △28,088 48,757 △2,696 1,513

  (3) 工具、器具及び備品  11,325,196 1,471,742 

    減価償却累計額  △6,194,389 5,130,807 △919,842 551,899

  (4)その他  ―  6,626

   有形固定資産合計  5,232,228 25.8  595,587 7.3

 2．無形固定資産   

  (1) のれん  6,329,295  547,470

  (2) 特許権  430,927  ―

  (3) 商標権  209,640  ―

  (4) ソフトウェア  459,841  124,464

  (5) その他  85,670  463

   無形固定資産合計  7,515,374 37.0  672,398 8.3

 3．投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  ―  129,443

  (2) 繰延税金資産  64,067  ―

  (3) その他  162,280  382,308

貸倒引当金  ―  △238,305

  投資その他の資産合計  226,348 1.1  273,447 3.4

   固定資産合計  12,973,951 63.9  1,541,433 19.0

Ⅲ 繰延資産   

 1．開発費  92,463  ―

   繰延資産合計  92,463 0.4  ― ―

   資産合計  20,310,808 100.0  8,132,222 100.0
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前連結会計年度 

(平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 年 7月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

（負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

 1．買掛金   856,140  416,833

 2．短期借入金 ※1.２  3,337,069  500,000

 3．一年以内返済予定 
   長期借入金 

  664,624  ―

 4．未払法人税等   270,260  49,617

 5．未払金   826,516  204,990

 6．前受金    ―  997,732

 7．その他   1,108,355  146,271

   流動負債合計   7,062,966 34.8  2,315,444 28.5

Ⅱ 固定負債    

 1．長期借入金   2,440,271  28,713

 2．繰延税金負債   342,810  110,209

 3．退職給付引当金   7,090  6,437

 4．その他   110,824  25,116

   固定負債合計   2,900,997 14.3  170,476 2.1

   負債合計   9,963,963 49.1  2,485,921 30.6
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前連結会計年度 

(平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 年 7月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

（純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

 1. 資本金   5,631,990 27.7  5,632,040 69.2

 2. 資本剰余金   5,745,264 28.3  5,735,322 70.6

 3. 利益剰余金   △5,474,339 △27.0  △6,721,816 △82.7

 4. 自己株式   △9,991 △0.0  ― ―

   株主資本合計   5,892,923 29.0  4,645,546 57.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

 1. その他有価証券評価 
   差額金 

  ― ―  4,710 0.1

 2. 為替換算調整勘定   998,211 4.9  317,238 3.9

   評価・換算差額等合計   998,211 4.9  321,948 4.0

Ⅲ 新株予約権   96,774 0.5  10,853 0.1

Ⅳ 少数株主持分   3,358,936 16.5  667,952 8.2

   純資産合計   10,346,845 50.9  5,646,300 69.4

   負債純資産合計   20,310,808 100.0  8,132,222 100.0
        
        

 

16



【訂正後】 

  
前連結会計年度 

(平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 年 7月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
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 ※１ 2,330,411  4,221,478

 2．売掛金  2,376,372  755,534

 3．たな卸資産  1,557,866  949,284

 4．繰延税金資産  2,114  2,253

 5．その他  1,160,436  861,907

   貸倒引当金  △182,808  △187,732

   流動資産合計  7,244,393 35.7  6,602,724 81.1

Ⅱ 固定資産   

 1．有形固定資産   

  (1) 建物  111,760 107,258 

    減価償却累計額  △59,095 52,664 △71,711 35,547

  (2) 車両運搬具  76,845 4,210 

    減価償却累計額  △28,088 48,757 △2,696 1,513

  (3) 工具、器具及び備品  11,325,196 1,471,742 

    減価償却累計額  △6,194,389 5,130,807 △919,842 551,899

  (4)その他  ―  6,626

   有形固定資産合計  5,232,228 25.8  595,587 7.3

 2．無形固定資産   

  (1) のれん  6,329,295  547,470

  (2) 特許権  430,927  ―

  (3) 商標権  209,640  ―

  (4) ソフトウェア  459,841  124,464

  (5) その他  85,670  463

   無形固定資産合計  7,515,374 37.0  672,398 8.3

 3．投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  ―  129,443

  (2) 繰延税金資産  64,067  ―

  (3) その他  162,280  382,308

貸倒引当金  ―  △238,305

  投資その他の資産合計  226,348 1.1  273,447 3.4

   固定資産合計  12,973,951 63.9  1,541,433 18.9

Ⅲ 繰延資産   

 1．開発費  92,463  ―

   繰延資産合計  92,463 0.4  ― ―

   資産合計  20,310,808 100.0  8,144,158 100.0
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前連結会計年度 

(平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 年 7月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

（負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

 1．買掛金   856,140  416,833

 2．短期借入金 ※1.２  3,337,069  500,000

 3．一年以内返済予定 
   長期借入金 

  664,624  ―

 4．未払法人税等   270,260  37,107

 5. 繰延税金負債   ―  4,856

 5．未払金   826,516  204,990

 6．前受金    ―  997,732

 7．その他   1,108,355  146,271

   流動負債合計   7,062,966 34.8  2,307,792 28.3

Ⅱ 固定負債    

 1．長期借入金   2,440,271  28,713

 2．繰延税金負債   342,810  110,209

 3．退職給付引当金   7,090  6,437

 4．その他   110,824  25,116

   固定負債合計   2,900,997 14.3  170,476 2.1

   負債合計   9,963,963 49.1  2,478,268 30.4
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前連結会計年度 

(平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 年 7月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

（純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

 1. 資本金   5,631,990 27.7  5,632,040 69.2

 2. 資本剰余金   5,745,264 28.3  5,735,322 70.5

 3. 利益剰余金   △5,474,339 △27.0  △6,702,227 △82.3

 4. 自己株式   △9,991 △0.0  ― ―

   株主資本合計   5,892,923 29.0  4,665,135 57.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

 1. その他有価証券評価 
   差額金 

  ― ―  4,710 0.1

 2. 為替換算調整勘定   998,211 4.9  317,238 3.9

   評価・換算差額等合計   998,211 4.9  321,948 4.0

Ⅲ 新株予約権   96,774 0.5  10,853 0.1

Ⅳ 少数株主持分   3,358,936 16.5  667,952 8.2

   純資産合計   10,346,845 50.9  5,665,889 69.6

   負債純資産合計   20,310,808 100.0  8,144,158 100.0
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（24ページ）(2)連結損益計算書 

【訂正前】 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年8月 1日 
 至 平成19年7月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年8月 1日 
 至 平成20年7月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 
百分
比 
(％)

金額(千円) 百分比
(％)

Ⅰ 売上高  15,534,641 100.0  6,029,207 100.0

Ⅱ 売上原価  9,294,651 59.8  3,872,804 64.2

  売上総利益  6,239,989 40.2  2,156,403 35.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1、2 8,388,679 54.0  3,170,532 52.6

  営業損失  2,148,690 △13.8  1,014,129 △16.8

Ⅳ 営業外収益   

 1.受取利息  29,174 47,519 

 2.為替差益  170,544 ― 

 3.賃貸収入  ― 18,179 

 4.その他  34,946 234,664 1.5 5,412 71,112 1.2

Ⅴ 営業外費用   

 1.支払利息  208,990 30,310 

 2.為替差損  ― 235,609 

 3.持分法による投資損失  ― 192,169 

 4.固定資産売却損 ※３ 52,356 ― 

 5.たな卸資産評価損  41,156 ― 

 6.固定資産除却損 ※４ ― 26,855 

 7.その他  7,287 309,790 2.0 1,961 486,906 8.1

  経常損失  2,223,815 △14.3  1,429,923 △23.7

Ⅵ 特別利益   

 1.持分変動利益  21,347 7,905 

 2.関係会社株式売却益 ※５ ― 1,127,534 

 3.貸倒引当金戻入益  2,030 23,378 0.1 ― 1,135,439 18.8

Ⅶ 特別損失   

 1.のれん償却額  1,802,484 1,391,973 

 2.解約損害金  115,397 ― 

 3.本社縮小費用  12,128 ― 

 4.前期損益修正損  ― 20,484 

 5.貸倒引当金繰入額  ― 1,930,010 12.4 368,595 1,781,053 29.5

  税金等調整前当期純損失  4,130,448 △26.6  2,075,536 △34.4

  法人税、住民税及び事業税 373,733 24,628 

  法人税等調整額  451,110 824,844 5.3 △50,431 △25,803 △0.4

  少数株主損益  △421,463 △2.7  △802,255 △13.3

  当期純損失  4,533,828 △29.2  1,247,477 △20.7
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【訂正後】 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年8月 1日 
 至 平成19年7月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年8月 1日 
 至 平成20年7月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 

百分
比 
(％)

金額(千円) 百分比
(％)

Ⅰ 売上高  15,534,641 100.0  6,029,207 100.0

Ⅱ 売上原価  9,294,651 59.8  3,872,804 64.2

  売上総利益  6,239,989 40.2  2,156,403 35.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1、2 8,388,679 54.0  3,146,087 52.2

  営業損失  2,148,690 △13.8  989,684 △16.4

Ⅳ 営業外収益   

 1.受取利息  29,174 47,519 

 2.為替差益  170,544 ― 

 3.賃貸収入  ― 18,179 

 4.その他  34,946 234,664 1.5 5,412 71,112 1.2

Ⅴ 営業外費用   

 1.支払利息  208,990 30,310 

 2.為替差損  ― 235,609 

 3.持分法による投資損失  ― 192,169 

 4.固定資産売却損 ※３ 52,356 ― 

 5.たな卸資産評価損  41,156 ― 

 6.固定資産除却損 ※４ ― 26,855 

 7.その他  7,287 309,790 2.0 1,961 486,906 8.1

  経常損失  2,223,815 △14.3  1,405,478 △23.3

Ⅵ 特別利益   

 1.持分変動利益  21,347 7,905 

 2.関係会社株式売却益 ※５ ― 1,127,534 

 3.貸倒引当金戻入益  2,030 23,378 0.1 ― 1,135,439 18.8

Ⅶ 特別損失   

 1.のれん償却額  1,802,484 1,391,973 

 2.解約損害金  115,397 ― 

 3.本社縮小費用  12,128 ― 

 4.前期損益修正損  ― 20,484 

 5.貸倒引当金繰入額  ― 1,930,010 12.4 368,595 1,781,053 29.5

  税金等調整前当期純損失  4,130,448 △26.6  2,051,091 △34.0

  法人税、住民税及び事業税 373,733 24,628 

  法人税等調整額  451,110 824,844 5.3 △45,575 △20,947 △0.3

  少数株主損益  △421,463 △2.7  △802,255 △13.3

  当期純損失  4,533,828 △29.2  1,227,888 △20.4
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(26ページ)(3)連結株主資本等変動計算書 
【訂正前】 
当連結会計年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31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７月31日残高 5,631,990 5,745,264 △5,474,339 △9,991 5,892,923

連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 50 50  100

自己株式の処分 △9,991 9,991 ―

 当期純損失 △1,247,477  △1,247,477

 株主資本以外の項目の連結
会計期間中の変動額(純額) 

 

連結会計期間中の変動額合計 50 △9,941 △1,247,477 9,991 △1,247,377

平成20年7月31日残高 5,632,040 5,735,322 △6,721,816 ― 4,645,546

 
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

新株予約権
少数株主 

持分 
純資産合計

平成19年７月31日残高 ― 998,211 998,211 96,774 3,358,936 10,346,845

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  100

 自己株式の処分  ―

 当期純損失  △1,247,477

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動
額(純額) 

4,710 △680,972 △676,262 △85,920 △2,690,984 △3,453,167

連結会計年度中の変動額 
合計 

4,710 △680,972 △676,262 △85,920 △2,690,984 △4,700,544

平成20年７月31日残高 4,710 317,238 321,948 10,853 667,952 5,646,300

※ 新株予約権については海外連結子会社が付与しているものであります。 
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【訂正後】 
当連結会計年度(自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31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７月31日残高 5,631,990 5,745,264 △5,474,339 △9,991 5,892,923

連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 50 50  100

自己株式の処分 △9,991 9,991 ―

 当期純損失 △1,227,888  △1,227,888

 株主資本以外の項目の連結
会計期間中の変動額(純額) 

 

連結会計期間中の変動額合計 50 △9,941 △1,227,888 9,991 △1,227,788

平成20年7月31日残高 5,632,040 5,735,322 △6,702,227 ― 4,665,135

 
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

新株予約権
少数株主 

持分 
純資産合計

平成19年７月31日残高 ― 998,211 998,211 96,774 3,358,936 10,346,845

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  100

 自己株式の処分  ―

 当期純損失  △1,227,888

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動
額(純額) 

4,710 △680,972 △676,262 △85,920 △2,690,984 △3,453,167

連結会計年度中の変動額 
合計 

4,710 △680,972 △676,262 △85,920 △2,690,984 △4,680,955

平成20年７月31日残高 4,710 317,238 321,948 10,853 667,952 5,665,889

※ 新株予約権については海外連結子会社が付与しているものであります。 
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 （27～28ページ）(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年８月 1日
 至 平成19年７月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年８月 1日
 至 平成20年７月31日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

  税金等調整前当期純損失  △4,130,448 △2,075,536

  減価償却費  1,986,755 250,083

  のれん償却額  3,802,029 1,742,518

  持分変動利益  △21,347 △7,905

  貸倒引当金の増減額  23,327 371,184

  退職給付引当金の増減額  △2,995 △652

  受取利息及び配当金  △29,174 △47,519

  支払利息  208,990 30,310

  固定資産除却損  ― 26,855

  固定資産売却損  52,356 ―

  たな卸資産評価損  41,156 ―

  持分法による投資損益  ― 192,169

  関係会社株式売却益  ― △1,127,534

  解約損害金  115,397 ―

  本社縮小費用  12,128 ―

  前期損益修正損  ― 20,484

  売上債権の増減額  △298,765 △44,239

  未収収益の増減額  △13,527 △227,461

  たな卸資産の増減額  △367,905 △403,210

  前渡金の増減額  15,511 △92,063

  前払費用の増減額  ― △80,491

  未収入金の増減額  103,720 160,525

  前払金等の増減額  △119,287 △43,895

  仕入債務の増減額  217,654 177,108

  未払金の増減額  378,952 35,016

  前受金の増減額  323,790 601,811

  未払消費税等の増減額  42,791 △5,519

  破産更生債権等の増減額  ― △238,305

  その他  174,744 △74,631

  小計  2,515,856 △860,899

  利息及び配当金の受取額  29,174 23,125

  利息の支払額  △211,823 △24,103

  法人税等の支払額  △315,288 △36,553

  解約損害金の支払額  △42,053 ―

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,975,864 △898,430

24



 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年8月 1日 
 至 平成19年7月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年8月 1日 
 至 平成20年7月31日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

  定期預金の預入による支出  △259,231 △115,374

  定期預金の払戻による収入  62,408 652

  投資有価証券の取得による支出  ― △124,733

  関係会社株式の取得による支出  ― △19,000

  関係会社株式の売却による収入  ― 5,717,636

  有形固定資産の取得による支出  △2,367,420 △167,626

  有形固定資産の売却による収入  173,010 ―

  無形固定資産の取得による支出  △125,953 △68,706

  新規連結子会社の取得による収入 ※2 ― 56,108

  新規連結子会社の取得による支出  △1,647,636 ―

  貸付金の回収による収入  13,280 143,824

  貸付による支出  △335,948 ―

  敷金の差入による支出  △503 △2,696

  敷金の返還による収入  17,412 3,226

  その他  △25,986 △6,205

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,496,566 5,417,103

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の純増減額  1,815,798 △1,802,237

  長期借入による収入  1,797,608 35,721

  長期借入金の返済による支出  △798,952 △664,048
  ファイナンス・リース債務の返済による

支出  △37,445 △297

  少数株主からの払込による収入  5,450 262

  株式の発行による収入  3,200 100

  財務活動によるキャッシュ・フロー  2,785,660 △2,430,499

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  139,585 △52,598

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  404,543 2,035,575

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,659,546 2,064,090

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,064,090 4,099,666
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【訂正後】 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年８月 1日
 至 平成19年７月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年８月 1日
 至 平成20年７月31日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

  税金等調整前当期純損失  △4,130,448 △2,051,091

  減価償却費  1,986,755 250,083

  のれん償却額  3,802,029 1,742,518

  持分変動利益  △21,347 △7,905

  貸倒引当金の増減額  23,327 371,184

  退職給付引当金の増減額  △2,995 △652

  受取利息及び配当金  △29,174 △47,519

  支払利息  208,990 30,310

  固定資産除却損  ― 26,855

  固定資産売却損  52,356 ―

  たな卸資産評価損  41,156 ―

  持分法による投資損益  ― 192,169

  関係会社株式売却益  ― △1,127,534

  解約損害金  115,397 ―

  本社縮小費用  12,128 ―

  前期損益修正損  ― 20,484

  売上債権の増減額  △298,765 △44,239

  未収収益の増減額  △13,527 △227,461

  たな卸資産の増減額  △367,905 △403,210

  前渡金の増減額  15,511 △92,063

  前払費用の増減額  ― △80,491

  未収入金の増減額  103,720 160,525

  前払金等の増減額  △119,287 △43,895

  仕入債務の増減額  217,654 177,108

  未払金の増減額  378,952 35,016

  前受金の増減額  323,790 601,811

  未払消費税等の増減額  42,791 △5,519

  破産更生債権等の増減額  ― △238,305

  その他  174,744 △99,076

  小計  2,515,856 △860,899

  利息及び配当金の受取額  29,174 23,125

  利息の支払額  △211,823 △24,103

  法人税等の支払額  △315,288 △36,553

  解約損害金の支払額  △42,053 ―

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,975,864 △898,430
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前連結会計年度 

(自 平成18年8月 1日 
 至 平成19年7月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年8月 1日 
 至 平成20年7月31日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

  定期預金の預入による支出  △259,231 △115,374

  定期預金の払戻による収入  62,408 652

  投資有価証券の取得による支出  ― △124,733

  関係会社株式の取得による支出  ― △19,000

  関係会社株式の売却による収入  ― 5,717,636

  有形固定資産の取得による支出  △2,367,420 △167,626

  有形固定資産の売却による収入  173,010 ―

  無形固定資産の取得による支出  △125,953 △68,706

  新規連結子会社の取得による収入 ※2 ― 56,108

  新規連結子会社の取得による支出  △1,647,636 ―

  貸付金の回収による収入  13,280 143,824

  貸付による支出  △335,948 ―

  敷金の差入による支出  △503 △2,696

  敷金の返還による収入  17,412 3,226

  その他  △25,986 △6,205

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,496,566 5,417,103

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の純増減額  1,815,798 △1,802,237

  長期借入による収入  1,797,608 35,721

  長期借入金の返済による支出  △798,952 △664,048
  ファイナンス・リース債務の返済による

支出  △37,445 △297

  少数株主からの払込による収入  5,450 262

  株式の発行による収入  3,200 100

  財務活動によるキャッシュ・フロー  2,785,660 △2,430,499

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  139,585 △52,598

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  404,543 2,035,575

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,659,546 2,064,090

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,064,090 4,099,666
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 （49ページ）(税効果会計関係) 

【訂正前】 
前連結会計年度 

( 平成 19 年 7 月 31 日 ) 

当連結会計年度 

( 平成 20 年 7 月 31 日 ) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

(繰延税金資産)  

 海外子会社における繰延税金  

 資産 ※１ 700,264 千円

未払事業税 4,757 千円

減価償却超過額 6,515 千円

たな卸資産評価損 4,833 千円

未払役員退職慰労金 15,209 千円

退職給付引当金 2,885 千円

繰越外国税額控除 7,001 千円

繰越欠損金 306,801 千円

その他 117 千円

 計 1,048,386 千円

 評価性引当額 △1,003,895 千円

 繰延税金資産合計 44,491 千円
 
(繰延税金負債) 

 海外子会社における繰延税金 

 負債 ※１ △321,120 千円 

 繰延税金負債合計 △321,120 千円 

 繰延税金資産の純額 △276,628 千円 

  
 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 
 

   

 流動資産-繰延税金資産 2,114 千円

 固定資産-繰延税金資産 64,067 千円

 固定負債-繰延税金負債 342,810 千円
 

 

※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生原因別の主な内訳 
 
 (繰延税金資産)  

 たな卸資産評価損 5,077 千円

 投資税額控除等の特別控除 247,952 千円

 繰越欠損金 259,597 千円

 新株発行費償却 20,711 千円

 研究開発費 131,617 千円

 その他 35,308 千円

 繰延税金資産合計 700,264 千円
  
 (繰延税金負債） 

  有形固定資産 △172,858 千円

  無形固定資産 △144,755 千円

  その他 △3,505 千円

 繰延税金負債合計 △321,120 千円

 繰延税金資産の純額 379,144 千円

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

(繰延税金資産)  

 海外子会社における繰延税金  

 資産 ※１ 1,013,264 千円

未払事業税 4,856 千円

減価償却超過額 3,071 千円

未払役員退職慰労金 15,209 千円

退職給付引当金 2,619 千円

繰越外国税額控除 7,001 千円

繰越欠損金 620,052 千円

貸倒引当金 156,275 千円

その他有価証券評価差額金 1,916 千円

その他 170 千円

 計 1,824,439 千円

 評価性引当額 △1,803,950 千円

 繰延税金資産合計 20,489 千円
 
(繰延税金負債) 

 海外子会社における繰延税金 

 負債 ※１ △128,446 千円

 繰延税金負債合計 △128,446 千円

 繰延税金資産の純額 △107,956 千円

  
 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 
 

   

 流動資産-繰延税金資産 2,253 千円

 固定資産-繰延税金資産 －千円

 固定負債-繰延税金負債 110,209 千円
 

 

※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生原因別の主な内訳 
 
 (繰延税金資産)  

 投資税額控除等の特別控除 268,619 千円

 繰越欠損金 474,788 千円

 新株発行費償却 1,889 千円

 研究開発費 126,931 千円

 有形固定資産 69,713 千円

 無形固定資産 58,962 千円

 その他 12,359 千円

 繰延税金資産合計 1,013,264 千円
  
 (繰延税金負債） 

  有形固定資産 △20,740 千円

  無形固定資産 △107,705 千円

 繰延税金負債合計 △128,446 千円

 繰延税金資産の純額 884,818 千円
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【訂正後】 

前連結会計年度 

( 平成 19 年 7 月 31 日 ) 

当連結会計年度 

( 平成 20 年 7 月 31 日 ) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

(繰延税金資産)  

 海外子会社における繰延税金  

 資産 ※１ 700,264 千円

未払事業税 4,757 千円

減価償却超過額 6,515 千円

たな卸資産評価損 4,833 千円

未払役員退職慰労金 15,209 千円

退職給付引当金 2,885 千円

繰越外国税額控除 7,001 千円

繰越欠損金 306,801 千円

その他 117 千円

 計 1,048,386 千円

 評価性引当額 △1,003,895 千円

 繰延税金資産合計 44,491 千円
 
(繰延税金負債) 

 海外子会社における繰延税金 

 負債 ※１ △321,120 千円 

 繰延税金負債合計 △321,120 千円 

 繰延税金資産の純額 △276,628 千円 

  
 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 
 

   

 流動資産-繰延税金資産 2,114 千円

 固定資産-繰延税金資産 64,067 千円

 固定負債-繰延税金負債 342,810 千円
 

 

※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生原因別の主な内訳 
 
 (繰延税金資産)  

 たな卸資産評価損 5,077 千円

 投資税額控除等の特別控除 247,952 千円

 繰越欠損金 259,597 千円

 新株発行費償却 20,711 千円

 研究開発費 131,617 千円

 その他 35,308 千円

 繰延税金資産合計 700,264 千円
  
 (繰延税金負債） 

  有形固定資産 △172,858 千円

  無形固定資産 △144,755 千円

  その他 △3,505 千円

 繰延税金負債合計 △321,120 千円

 繰延税金資産の純額 379,144 千円

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

(繰延税金資産)  

 海外子会社における繰延税金  

 資産 ※１ 1,001,387 千円

減価償却超過額 3,310 千円

未払役員退職慰労金 15,209 千円

退職給付引当金 2,619 千円

繰越外国税額控除 7,001 千円

繰越欠損金 619,814 千円

貸倒引当金 156,275 千円

その他有価証券評価差額金 1,916 千円

その他 170 千円

 計 1,807,706 千円

 評価性引当額 △1,787,217 千円

 繰延税金資産合計 20,489 千円
 
(繰延税金負債) 

 海外子会社における繰延税金 

 負債 ※１ △128,446 千円

  未収還付法人税等 △4,856 千円

 繰延税金負債合計 △133,302 千円

 繰延税金資産の純額 △112,813 千円

  
 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 
 

   

 流動資産-繰延税金資産 2,253 千円

 固定資産-繰延税金資産 －千円

 流動負債-繰延税金負債 4,856 千円

 固定負債-繰延税金負債 110,209 千円
 

 

※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生原因別の主な内訳 
 
 (繰延税金資産)  

 投資税額控除等の特別控除 268,619 千円

 繰越欠損金 463,145 千円

 新株発行費償却 1,889 千円

 研究開発費 126,931 千円

 有形固定資産 69,713 千円

 無形固定資産 58,962 千円

 その他 12,125 千円

 繰延税金資産合計 1,001,387 千円
  
 (繰延税金負債） 

  有形固定資産 △20,740 千円

  無形固定資産 △107,705 千円

 繰延税金負債合計 △128,446 千円

 繰延税金資産の純額 872,941 千円
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（52ページ）（セグメント情報） 
事業の種類別セグメント情報 

 【訂正前】 
 
 

当連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

 HSIA事業 VOD事業 その他事業 計 
消去又は 
全社 

連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
  

売上高   

 (1)外部顧客に 

対する売上高 
5,470,581 325,052 233,573 6,029,207 ― 6,029,207

 (2)セグメント

間の内部売上

高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 5,470,581 325,052 233,573 6,029,207 ― 6,029,207

営業費用 6,091,407 383,150 255,171 6,729,730 313,606 7,043,336

営業損失 △620,825 △58,097 △21,598 △700,522 △313,606 △1,014,129
   

Ⅱ 資産、減価償却

費及び資本的支出 
  

資産 3,673,710 434,388 317,871 4,425,970 3,706,252 8,132,222

減価償却費 245,488 20,163 128 265,779 (15,696) 250,083

資本的支出 196,813 18,704 ― 215,518 20,815 236,333

（注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

HSIA事業・・・ ハイ・スピード・インターネット・アクセスに係るシステム販売、企業向けシステ

ム構築事業。ビジネスセンター事業。 

VOD事業・・・・ ビデオ・オン・デマンドに係るシステム販売、映像、音楽、コンテンツの有料配信

サービス事業。 

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は314,441千円であり、その主なもの

は、当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4. 営業費用に含まれているのれん償却費は、HSIA事業に361,118千円、VOD事業に2,329千円含まれており、

その他事業に4,750千円含まれており、また、消去又は全社が△17,653千円であります。 

5． 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,706,252千円であり、その主なもの

は、当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等に係る資産であ

ります。 
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【訂正後】 
 

当連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

 HSIA事業 VOD事業 その他事業 計 
消去又は 
全社 

連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
  

売上高   

 (1)外部顧客に 

対する売上高 
5,470,581 325,052 233,573 6,029,207 ― 6,029,207

 (2)セグメント

間の内部売上

高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 5,470,581 325,052 233,573 6,029,207 ― 6,029,207

営業費用 6,079,472 376,609 255,171 6,711,253 307,638 7,018,891

営業損失 △608,890 △51,556 △21,598 △682,045 △307,638 △989,684
   

Ⅱ 資産、減価償却

費及び資本的支出 
  

資産 3,673,710 434,388 317,871 4,425,970 3,718,187 8,144,158

減価償却費 245,488 20,163 128 265,779 (15,696) 250,083

資本的支出 196,813 18,704 ― 215,518 20,815 236,333

（注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

HSIA事業・・・ ハイ・スピード・インターネット・アクセスに係るシステム販売、企業向けシステ

ム構築事業。ビジネスセンター事業。 

VOD事業・・・・ ビデオ・オン・デマンドに係るシステム販売、映像、音楽、コンテンツの有料配信

サービス事業。 

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は308,473千円であり、その主なもの

は、当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4. 営業費用に含まれているのれん償却費は、HSIA事業に361,118千円、VOD事業に2,329千円含まれており、

その他事業に4,750千円含まれており、また、消去又は全社が△17,653千円であります。 

5． 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,718,187千円であり、その主なもの

は、当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等に係る資産であ

ります。 
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（54ページ）【所在地別セグメント情報】 
 
【訂正前】 

 
当連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

 アジア 北米 計 
消去又は

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業

損益 

     

売上高      

(1)外部顧客に対す

る売上高 
1,221,290 4,807,916 6,029,207 ― 6,029,207 

(2)セグメント間の

内部売上高又は振

替高 

― ― ― ― ― 

計 1,221,290 4,807,916 6,029,207 ― 6,029,207 

営業費用 1,327,159 5,402,570 6,729,730 313,606 7,043,336 

営業損失 105,868 594,654 700,522 313,606 1,014,129 

Ⅱ 資産 964,324 3,461,645 4,425,970 3,706,252 8,132,222 

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

2．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア ・・・ 日本、中華人民共和国、香港 

北米 ・・・ アメリカ、カナダ 

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は314,441千円であり、その主なも

のは当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却費は、アジアに7,080千円、北米に361,118千円含まれており、ま

た、消去又は全社が△17,653千円であります。 

5．その他の地域は、同事業地域において事業展開をしていたMagiNet Private Ltd.が連結子会社から持

分法適用関連会社に移行したため、当連結会計年度より除外しております。 

6．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,706,252千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等であります。 
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【訂正後】 

 

当連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

 アジア 北米 計 
消去又は

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業

損益 

     

売上高      

(1)外部顧客に対す

る売上高 
1,221,290 4,807,916 6,029,207 ― 6,029,207 

(2)セグメント間の

内部売上高又は振

替高 

― ― ― ― ― 

計 1,221,290 4,807,916 6,029,207 ― 6,029,207 

営業費用 1,308,682 5,402,570 6,711,253 307,638 7,018,891 

営業損失 87,391 594,654 682,045 307,638 989,684 

Ⅱ 資産 964,324 3,461,645 4,425,970 3,718,187 8,144,158 

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

2．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア ・・・ 日本、中華人民共和国、香港 

北米 ・・・ アメリカ、カナダ 

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は308,473千円であり、その主なも

のは当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却費は、アジアに7,080千円、北米に361,118千円含まれており、ま

た、消去又は全社が△17,653千円であります。 

5．その他の地域は、同事業地域において事業展開をしていたMagiNet Private Ltd.が連結子会社から持

分法適用関連会社に移行したため、当連結会計年度より除外しております。 

6．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,718,187千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等であります。 
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（57ページ）(１株当たり情報) 

【訂正前】 

 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年 8月 1 日 

至 平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8月 1 日 

至 平成 20 年 7月 31 日) 

１株当たり純資産額 127,441 円 33 銭 91,861 円 36 銭 

１株当たり当期純損失 83,889 円 88 銭 23,068 円 96 銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

潜在株式調整後1株当たり当期純利

益金額については、潜在株式はあり

ますが、1株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

同左 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年 8月 1 日 

至 平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8月 1 日 

至 平成 20 年 7月 31 日) 

1株当たり当期純損失金額   

 当期純損失（千円） 4,533,828 1,247,477 

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

 普通株式に係る当期純損失（千円） 4,533,828 1,247,477 

 普通株式の期中平均株式数（株） 54,045 54,076 

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

 普通株式増加数（株） ― ― 

 (うち新株予約権) (―) (―) 

潜在株式の種類 新株予約権 潜在株式の種類 新株予約権 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 潜在株式の数 56 潜在株式の数 45 
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【訂正後】 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年 8月 1 日 

至 平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8月 1 日 

至 平成 20 年 7月 31 日) 

１株当たり純資産額 127,441 円 33 銭 92,223 円 60 銭 

１株当たり当期純損失 83,889 円 88 銭 22,706 円 72 銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

潜在株式調整後1株当たり当期純利

益金額については、潜在株式はあり

ますが、1株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

同左 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年 8月 1 日 

至 平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8月 1 日 

至 平成 20 年 7月 31 日) 

1株当たり当期純損失金額   

 当期純損失（千円） 4,533,828 1,227,888 

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

 普通株式に係る当期純損失（千円） 4,533,828 1,227,888 

 普通株式の期中平均株式数（株） 54,045 54,076 

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

 普通株式増加数（株） ― ― 

 (うち新株予約権) (―) (―) 

潜在株式の種類 新株予約権 潜在株式の種類 新株予約権 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 潜在株式の数 56 潜在株式の数 45 
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（60～61 ページ）５．財務諸表 

(1)貸借対照表 

【訂正前】 

  
前事業年度 

（平成 19 年 7 月 31 日現在）
当事業年度 

（平成 20 年 7 月 31 日現在）

区分 
注記 
番号 

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 ※1 45,928  1,210,177

 2．売掛金  72,959  150,796

 3．商品  1,420  16,664

 4．仕掛品  12,966  866

 5．貯蔵品  192  9

 6．前渡金  1,683  17,494

 7．前払費用  10,812  11,089

 8．短期貸付金  335,948  191,702

9．その他  28,242  80,973

 貸倒引当金  ―  △167,571

  流動資産合計  510,153 4.7  1,512,203 24.6

Ⅱ 固定資産   

 1．有形固定資産   

  (1) 建物  13,094 16,295 

    減価償却累計額  △2,818 10,276 △4,527 11,767

  (2) 工具、器具及び備品  61,620 72,326 

    減価償却累計額  △35,778 25,841 △46,833 25,492

(3) 建物仮勘定  ―  6,626

    有形固定資産合計  36,117 0.3  43,886 0.7

 2．無形固定資産   

  (1) ソフトウェア  3,921  11,166

  (2) その他  463  463

    無形固定資産合計  4,384 0.1  11,629 0.2

 3．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  ―  129,443

  (2) 関係会社株式  9,931,495  1,519,349

  (3) 関係会社出資金  267,300  267,300

(4) 関係会社長期貸付金  ―  2,577,965

  (5) 破産更生債権等  ―  216,492

(6) 長期前払費用  ―  50,139

  (7) 敷金  22,775  24,441

  (8) その他  150  ―

     貸倒引当金  ―  △216,492

  投資その他の資産合計  10,221,720 94.9  4,568,639 74.5

    固定資産合計  10,262,223 95.3  4,624,155 75.4

    資産合計  10,772,377 100.0  6,136,359 100.0
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前事業年度 

（平成 19 年 7 月 31 日現在）
当事業年度 

（平成 20 年 7 月 31 日現在）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
(％)

金額（千円） 
構成比
(％)

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 1．買掛金  53,133  54,226

 2．短期借入金 ※1  2,230,000  500,000
 3．一年以内返済予定の 
  長期借入金  279,992  ―

 4．未払金  53,188  45,008

5．未払費用  ―  1,001

 6．未払法人税等  13,718  14,031

 7．前受金  10,200  1,352

 8．預り金  4,244  2,818

  流動負債合計  2,644,477 24.5  618,439 10.1

Ⅱ 固定負債   

 1．長期借入金  348,356  ―

 2．退職給付引当金  7,090  6,437

  固定負債合計  355,446 3.3  6,437 0.1

  負債合計  2,999,923 27.8  624,876 10.2

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 1．資本金  5,631,990 52.3  5,632,040 91.8

 2．資本剰余金   

  (1) 資本準備金  5,745,264 5,745,314 

  (2) その他資本準備金  ― △9,991 

    資本剰余金合計  5,745,264 53.3  5,735,322 93.4

 3．利益剰余金   

  (1) その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金  △3,594,809 △5,860,590 

    利益剰余金合計  △3,594,809 △33.3  △5,860,590 △95.5

 4．自己株式  △9,991 △0.1  ― ―

   株主資本合計  7,772,453 72.2  5,506,772 89.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価 
  差額金  ―  4,710

  評価・換算差額等合計  ― ―  4,710 0.1

   純資産合計  7,772,453 72.2  5,511,482 89.8

   負債純資産合計  10,772,377 100.0  6,136,359 100.0
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【訂正後】 

  
前事業年度 

（平成 19 年 7 月 31 日現在）
当事業年度 

（平成 20 年 7 月 31 日現在）

区分 
注記 
番号 

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 ※1 45,928  1,210,177

 2．売掛金  72,959  150,796

 3．商品  1,420  16,664

 4．仕掛品  12,966  866

 5．貯蔵品  192  9

 6．前渡金  1,683  17,494

 7．前払費用  10,812  11,089

 8．短期貸付金  335,948  191,702

9．その他  28,242  92,909

 貸倒引当金  ―  △167,571

  流動資産合計  510,153 4.7  1,524,139 24.8

Ⅱ 固定資産   

 1．有形固定資産   

  (1) 建物  13,094 16,295 

    減価償却累計額  △2,818 10,276 △4,527 11,767

  (2) 工具、器具及び備品  61,620 72,326 

    減価償却累計額  △35,778 25,841 △46,833 25,492

(3) 建物仮勘定  ―  6,626

    有形固定資産合計  36,117 0.3  43,886 0.7

 2．無形固定資産   

  (1) ソフトウェア  3,921  11,166

  (2) その他  463  463

    無形固定資産合計  4,384 0.1  11,629 0.2

 3．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  ―  129,443

  (2) 関係会社株式  9,931,495  1,519,349

  (3) 関係会社出資金  267,300  267,300

(4) 関係会社長期貸付金  ―  2,577,965

  (5) 破産更生債権等  ―  216,492

(6) 長期前払費用  ―  50,139

  (7) 敷金  22,775  24,441

  (8) その他  150  ―

     貸倒引当金  ―  △216,492

  投資その他の資産合計  10,221,720 94.9  4,568,639 74.3

    固定資産合計  10,262,223 95.3  4,624,155 75.2

    資産合計  10,772,377 100.0  6,148,294 100.0
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前事業年度 

（平成 19 年 7 月 31 日現在）
当事業年度 

（平成 20 年 7 月 31 日現在）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
(％)

金額（千円） 
構成比
(％)

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

 1．買掛金  53,133  54,226

 2．短期借入金 ※1  2,230,000  500,000
 3．一年以内返済予定の 
  長期借入金  279,992  ―

 4．未払金  53,188  45,008

5．未払費用  ―  1,001

 6．未払法人税等  13,718  2,095

 7. 繰延税金負債   4,856

 8．前受金  10,200  1,352

 9．預り金  4,244  2,818

  流動負債合計  2,644,477 24.5  611,359 9.9

Ⅱ 固定負債   

 1．長期借入金  348,356  ―

 2．退職給付引当金  7,090  6,437

  固定負債合計  355,446 3.3  6,437 0.1

  負債合計  2,999,923 27.8  617,797 10.0

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 1．資本金  5,631,990 52.3  5,632,040 91.6

 2．資本剰余金   

  (1) 資本準備金  5,745,264 5,745,314 

  (2) その他資本準備金  ― △9,991 

    資本剰余金合計  5,745,264 53.3  5,735,322 93.2

 3．利益剰余金   

  (1) その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金  △3,594,809 △5,841,575 

    利益剰余金合計  △3,594,809 △33.3  △5,841,575 △95.0

 4．自己株式  △9,991 △0.1  ― ―

   株主資本合計  7,772,453 72.2  5,525,787 89.9

Ⅱ 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価 
  差額金  ―  4,710

  評価・換算差額等合計  ― ―  4,710 0.1

   純資産合計  7,772,453 72.2  5,530,497 90.0

   負債純資産合計  10,772,377 100.0  6,148,294 100.0
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(62ページ）(2)損益計算書 

【訂正前】 

  

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高        
 1.商品売上  589,633 648,923 
 2.システム開発売上  9,475 10,100 
 3.サービス売上  161,436 760,545 100.0 143,375 802,399 100.0

Ⅱ 売上原価   
 1.商品売上原価  524,788 560,344 
 2.システム開発売上原価  25,130 7,201 
 3.サービス売上原価  88,358 638,277 83.9 70,976 638,522 79.6

  売上総利益  122,267 16.1  163,876 20.4
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1、2 442,873 58.2  485,596 60.5

  営業損失  320,605 △42.1  321,720 △40.1
Ⅳ 営業外収益   
 1.受取利息  304 49,192 
 2.受取配当金 ※3 23,710 ― 
 3.販促分担金収入  1,771 3,834 
 4.為替差益  8,567 ― 
 5.その他  3,385 37,738 4.9 4,046 57,072 7.1

Ⅴ 営業外費用   
 1.支払利息  66,336 26,947 
 2.為替差損  ― 127,297 
 3.たな卸資産評価損  40,246 210 
 4.固定資産除却損 ※4 611 416 
 5.その他  2,341 109,535 14.4 2,185 157,056 19.6

  経常損失  392,402 △51.6  421,704 △52.6
Ⅵ 特別損失   
 1.子会社株式評価損   3,118,959 1,128,009 
 2.解約損害金  115,397 ― 
 3.本社縮小費用  12,128 ― 
 4.関係会社株式売却損  ― 346,193 
 5.貸倒引当金繰入額  ― 3,246,485 368,595 1,842,798

  税引前当期純損失  3,638,887 △478.5  2,264,502 △282.2

  法人税、住民税及び 
  事業税  1,210 1,278 

  法人税等調整額  134,914 136,124 17.9 ― 1,278 0.1

  当期純損失  3,775,012 △496.4  2,265,780 △282.3
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【訂正後】 

  

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
(％)

金額（千円） 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高        
 1.商品売上  589,633 648,923 
 2.システム開発売上  9,475 10,100 
 3.サービス売上  161,436 760,545 100.0 143,375 802,399 100.0

Ⅱ 売上原価   
 1.商品売上原価  524,788 560,344 
 2.システム開発売上原価  25,130 7,201 
 3.サービス売上原価  88,358 638,277 83.9 70,976 638,522 79.6

  売上総利益  122,267 16.1  163,876 20.4
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1、2 442,873 58.2  461,725 57.5

  営業損失  320,605 △42.1  297,849 △37.1
Ⅳ 営業外収益   
 1.受取利息  304 49,192 
 2.受取配当金 ※3 23,710 ― 
 3.販促分担金収入  1,771 3,834 
 4.為替差益  8,567 ― 
 5.その他  3,385 37,738 4.9 4,046 57,072 7.1

Ⅴ 営業外費用   
 1.支払利息  66,336 26,947 
 2.為替差損  ― 127,297 
 3.たな卸資産評価損  40,246 210 
 4.固定資産除却損 ※4 611 416 
 5.その他  2,341 109,535 14.4 2,185 157,056 19.6

  経常損失  392,402 △51.6  397,832 △49.6
Ⅵ 特別損失   
 1.子会社株式評価損   3,118,959 1,128,009 
 2.解約損害金  115,397 ― 
 3.本社縮小費用  12,128 ― 
 4.関係会社株式売却損  ― 346,193 
 5.貸倒引当金繰入額  ― 3,246,485 368,595 1,842,798

  税引前当期純損失  3,638,887 △478.5  2,240,631 △279.2

  法人税、住民税及び 
  事業税 

 1,210  1,278

  法人税等調整額  134,914 136,124 17.9 ― 4,856 0.8

  当期純損失  3,775,012 △496.4  2,246,765 △280.0
        
        

 
 

41



 

（67ページ）(3)株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

当事業年度(自 平成 19 年８月１日 至 平成 20 年７月 31 日)         （単位：千円） 

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

繰越利益

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

平成19年7月31日 残高 5,631,990 5,745,264 ― 5,745,264 △3,594,809 △9,991 7,772,453

事業年度中の変動額    

新株の発行 50 50 50   100

自己株式の処分  △9,991 △9,991  9,991 ―

当期純損失  △2,265,780  △2,265,780

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 50 50 △9,991 △9,941 △2,265,780 9,991 △2,265,680

平成20年7月31日 残高 5,632,040 5,745,314 △9,991 5,735,322 △5,860,590 ― 5,506,772

 
評価・
換算 

差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額

金 

純資産合

計 

平成19年7月31日 残高 ― 7,772,453

事業年度中の変動額  

新株の発行  100

自己株式の処分  ―

当期純損失  △2,265,780

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 
(純額) 

4,710 4,710

事業年度中の変動額合計 4,710 △2,260,970

平成20年7月31日 残高 4,710 5,511,482
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【訂正後】 
当事業年度(自 平成 19 年８月１日 至 平成 20 年７月 31 日)         （単位：千円） 

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

繰越利益

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

平成19年7月31日 残高 5,631,990 5,745,264 ― 5,745,264 △3,594,809 △9,991 7,772,453

事業年度中の変動額    

新株の発行 50 50 50   100

自己株式の処分  △9,991 △9,991  9,991 ―

当期純損失  △2,246,765  △2,246,765

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 50 50 △9,991 △9,941 △2,246,765 9,991 △2,246,665

平成20年7月31日 残高 5,632,040 5,745,314 △9,991 5,735,322 △5,841,575 ― 5,525,787

 
評価・
換算 

差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額

金 

純資産合

計 

平成19年7月31日 残高 ― 7,772,453

事業年度中の変動額  

新株の発行  100

自己株式の処分  ―

当期純損失  △2,246,765

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 
(純額) 

4,710 4,710

事業年度中の変動額合計 4,710 △2,241,955

平成20年7月31日 残高 4,710 5,530,497
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(72 ページ) (損益計算書関係) 

【訂正前】 

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は

5%、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は95%であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりでありま

す。 

役員報酬 70,035 千円

給与手当 134,928 千円

地代家賃 38,794 千円

減価償却費 9,151 千円

支払手数料 80,425 千円

租税公課 26,060 千円 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は

10%、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は90%であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 60,020 千円

給与手当 165,633 千円

地代家賃 35,780 千円

減価償却費 7,522 千円

支払手数料 61,368 千円

租税公課 26,935 千円 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 4,908 千円 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 3,324 千円 
 
【訂正後】 

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は

5%、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は95%であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりでありま

す。 

役員報酬 70,035 千円

給与手当 134,928 千円

地代家賃 38,794 千円

減価償却費 9,151 千円

支払手数料 80,425 千円

租税公課 26,060 千円 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は

10%、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は90%であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 60,020 千円

給与手当 165,633 千円

地代家賃 35,780 千円

減価償却費 7,522 千円

支払手数料 61,368 千円

租税公課 3,063 千円 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 4,908 千円 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 3,324 千円 
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（76ページ）（税効果会計関係） 
【訂正前】 

前事業年度 
（平成 19 年 7 月 31 日現在） 

当事業年度 
（平成 20 年 7 月 31 日現在） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  
未払事業税 4,757 千円 

減価償却超過額 6,515 千円 

棚卸資産評価損 4,833 千円 

未払役員退職慰労金 15,209 千円 

退職給付引当金 2,885 千円 

繰越外国税額控除 7,001 千円 

繰越欠損金 306,801 千円 

その他 117 千円 

計 348,121 千円 

評価性引当額 △348,121 千円 

繰延税金資産合計 ― 
  
   

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  
（流動資産）  

未払事業税 4,856 千円 

減価償却超過額 542 千円 

繰越外国税額控除 7,001 千円 

貸倒引当金 68,184 千円 

その他 170 千円 

計 80,756 千円 

評価性引当額 △80,756 千円 

繰延税金資産合計 ― 

（固定資産）  

減価償却超過額 2,529 千円 

未払役員退職慰労金 15,209 千円 

退職給付引当金 2,619 千円 

その他有価証券評価差

額金 1,916 千円 

繰越欠損金 620,052 千円 

貸倒引当金 88,090 千円 

計 730,419 千円 

評価性引当額 △730,419 千円 

繰延税金資産合計 ― 
  
   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法

人税等の負担率との差異の原因となった主な

項目別の内訳 

 当事業年度は、税引前当期純損失を計上して

おりますので、記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法

人税等の負担率との差異の原因となった主な

項目別の内訳 

同左 
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【訂正後】 
前事業年度 

（平成 19 年 7 月 31 日現在） 
当事業年度 

（平成 20 年 7 月 31 日現在） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  
未払事業税 4,757 千円 

減価償却超過額 6,515 千円 

棚卸資産評価損 4,833 千円 

未払役員退職慰労金 15,209 千円 

退職給付引当金 2,885 千円 

繰越外国税額控除 7,001 千円 

繰越欠損金 306,801 千円 

その他 117 千円 

計 348,121 千円 

評価性引当額 △348,121 千円 

繰延税金資産合計 ― 
  
   

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  
（流動資産）  

  

減価償却超過額 780 千円 

繰越外国税額控除 7,001 千円 

貸倒引当金 68,184 千円 

その他 170 千円 

計 76,137 千円 

評価性引当額 △76,137 千円 

繰延税金資産合計 ― 

（固定資産）  

減価償却超過額 2,529 千円 

未払役員退職慰労金 15,209 千円 

退職給付引当金 2,619 千円 

その他有価証券評価差

額金 1,916 千円 

繰越欠損金 619,814 千円 

貸倒引当金 88,090 千円 

計 730,180 千円 

評価性引当額 △730,180 千円 

繰延税金資産合計 ― 
  
   

  

繰延税金負債  

（流動負債）  

未収還付法人税等 △4,856 千円 

繰延税金負債合計 △4,856 千円 

差引:繰延税金負債純額 △4,856 千円 

  
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法

人税等の負担率との差異の原因となった主な

項目別の内訳 

 当事業年度は、税引前当期純損失を計上して

おりますので、記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法

人税等の負担率との差異の原因となった主な

項目別の内訳 

同左 
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（77ページ） (１株当たり情報) 

【訂正前】 

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

1株当たり純資産額 143,740 円 00 銭 1株当たり純資産額 101,921 円 04 銭 

1株当たり当期純損失 69,849 円 42 銭 1株当たり当期純損失 41,899 円 93 銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式はありますが、1株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。 

同左 

（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前事業年度 
(自 平成 18 年 8 月 1 日 
至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年 8 月 1 日 
至 平成 20 年 7 月 31 日) 

1株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 3,775,012 2,265,780 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純損失（千円） 3,775,012 2,265,780 

普通株式の期中平均株式数（株） 54,045 54,076 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純

利益 
  

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― 

(うち新株予約権)  (―) (―) 

潜在株式の種類 新株予約権 潜在株式の種類 新株予約権 
希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後1株当たり当期純利益

の算定に含めなかった潜在株式の

概要 
潜在株式の数 56 潜在株式の数 45 

 

47



 

【訂正後】 
前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

1株当たり純資産額 143,740 円 00 銭 1株当たり純資産額 102,272 円 68 銭 

1株当たり当期純損失 69,849 円 42 銭 1株当たり当期純損失 41,548 円 30 銭 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式はありますが、1株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。 

同左 

（注）1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前事業年度 
(自 平成 18 年 8 月 1 日 
至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年 8 月 1 日 
至 平成 20 年 7 月 31 日) 

1株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 3,775,012 2,246,765 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純損失（千円） 3,775,012 2,246,765 

普通株式の期中平均株式数（株） 54,045 54,076 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純

利益 
  

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― 

(うち新株予約権)  (―) (―) 

潜在株式の種類 新株予約権 潜在株式の種類 新株予約権 
希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後1株当たり当期純利益

の算定に含めなかった潜在株式の

概要 
潜在株式の数 56 潜在株式の数 45 
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