
 
平成20年12月８日 

 

各  位 

大阪市中央区安土町２丁目３番１３号 

株 式 会 社 情 報 企 画 

代表取締役社長 松 岡 仁 史 

（コード番号：３７１２ 東証マザーズ）

問い合せ先：取締役 橋本 政幸 

電話番号：（０６）６２６５－８５３０ 

 

（訂正）「平成20年９月期 決算短信（非連結）」の一部訂正のお知らせ 

 

平成20年11月10日に発表いたしました「平成20年９月期 決算短信（非連結）」の一部に訂正を要する箇所が

ありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

1. 訂正理由 

平成 20 年９月期の有価証券報告書の作成にあたり、監査法人による監査が実施され、その過程において、有

価証券と投資有価証券の区分の相違が指摘されたことにより、訂正を行うものであります。 

 

2. 訂正箇所 
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（２）財務状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（訂正前） 

当事業年度末の資産につきましては、主には前期末の売上債権の回収が進展したこと等により現金及び預金が

1,132,959千円（前期比19.8％増）に達し、売掛金は935,098千円（同22.2％増）となり、流動資産は2,170,651千円

（同21.9％増）となりました。固定資産は、ソフトウェアの償却が進んだことや、期末時価評価による投資有価証券の

減少等により982,563千円（同2.8％減）となりましたが、資産合計としては3,153,215千円（同13.0％増）となりま

した。 

 

（訂正後） 

当事業年度末の資産につきましては、主には前期末の売上債権の回収が進展したこと等により現金及び預金が

1,132,959千円（前期比19.8％増）に達し、売掛金は935,098千円（同22.2％増）となり、流動資産は2,247,931千円

（同26.3％増）となりました。固定資産は、ソフトウェアの償却が進んだことや、期末時価評価による投資有価証券の

減少等により905,283千円（同10.5％減）となりましたが、資産合計としては3,153,215千円（同13.0％増）となり

ました。 

 

②キャッシュ･フローの状況 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

（訂正前） 

投資活動の結果使用した資金は106,000千円（前期比31.6％減）となりました。これは主に投資有価証券の取得によ

る支出149,114千円及び投資有価証券の売却・償還による収入45,531千円によるものであります。 

 

（訂正後） 

投資活動の結果使用した資金は106,000千円（前期比31.6％減）となりました。これは主に有価証券の取得による支

出100,000千円と投資有価証券の取得による支出49,114千円及び投資有価証券の売却・償還による収入45,531千円に



よるものであります。 

 

【10ページ】 

（１）貸借対照表 

資産の部 

（訂正前）                                      （単位：千円） 

  
前事業年度 

（平成19年９月30日） 
当事業年度 

（平成20年９月30日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 増減（千円）

（ 資 産 の 部 ）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  945,818 1,132,959  

２．売掛金  765,140 935,098  

３．仕掛品  44,113 61,781  

４．前払費用  10,935 11,784  

５．繰延税金資産  3,910 14,647  

６．未収収益  8,843 14,626  

７．その他  2,004 776  

貸倒引当金  △770 △1,022  

流動資産合計  1,779,995 63.8 2,170,651 68.8 390,656

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物  75,153 75,153   

減価償却累計額  23,353 51,799 28,944 46,208  

(2) 車両運搬具  19,805 －   

減価償却累計額  9,611 10,194 － －  

(3) 器具及び備品  51,001 50,547   

減価償却累計額  40,832 10,169 44,320 6,226  

(4) 土地  47,526 47,526  

有形固定資産合計  119,689 4.3 99,961 3.2 △19,728

２．無形固定資産    

(1) 電話加入権  1,116 1,116  

(2) ソフトウェア  55,407 29,485  

無形固定資産合計  56,523 2.0 30,601 1.0 △25,922

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  719,096 676,790  

(2) 長期貸付金  5,000 －  

(3) 差入保証金  67,208 67,066  

(4) 繰延税金資産  10,064 69,703  

(5) 会員権  38,440 38,440  

(6) その他  36 －  

貸倒引当金  △5,000 －  

投資その他の資産合計  834,845 29.9 852,001 27.0 17,155

固定資産合計  1,011,058 36.2 982,563 31.2 △28,494

資産合計  2,791,054 100.0 3,153,215 100.0 362,161

    



（訂正後）                                      （単位：千円） 

  
前事業年度 

（平成19年９月30日） 
当事業年度 

（平成20年９月30日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

 増減（千円）

（ 資 産 の 部 ）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  945,818 1,132,959  

２．売掛金  765,140 935,098  

３．有価証券  － 77,280  

４．仕掛品  44,113 61,781  

５．前払費用  10,935 11,784  

６．繰延税金資産  3,910 14,647  

７．未収収益  8,843 14,626  

８．その他  2,004 776  

貸倒引当金  △770 △1,022  

流動資産合計  1,779,995 63.8 2,247,931 71.3 467,936

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物  75,153 75,153   

減価償却累計額  23,353 51,799 28,944 46,208  

(2) 車両運搬具  19,805 －   

減価償却累計額  9,611 10,194 － －  

(3) 器具及び備品  51,001 50,547   

減価償却累計額  40,832 10,169 44,320 6,226  

(4) 土地  47,526 47,526  

有形固定資産合計  119,689 4.3 99,961 3.2 △19,728

２．無形固定資産    

(1) 電話加入権  1,116 1,116  

(2) ソフトウェア  55,407 29,485  

無形固定資産合計  56,523 2.0 30,601 1.0 △25,922

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  719,096 599,510  

(2) 長期貸付金  5,000 －  

(3) 差入保証金  67,208 67,066  

(4) 繰延税金資産  10,064 69,703  

(5) 会員権  38,440 38,440  

(6) その他  36 －  

貸倒引当金  △5,000 －  

投資その他の資産合計  834,845 29.9 774,721 24.5 △60,124

固定資産合計  1,011,058 36.2 905,283 28.7 △105,774

資産合計  2,791,054 100.0 3,153,215 100.0 362,161
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

（訂正前） 

  
前事業年度 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年10月１日 

至 平成20年９月30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    

有形固定資産の取得による支出  △17,164 △361 

有形固定資産の売却による収入  666 8,172 

無形固定資産の取得による支出  △35,849 △10,283 

投資有価証券の取得による支出  △149,975 △149,114 

投資有価証券の売却・償還による収入  47,392 45,531 

差入保証金の回収による収入  120 141 

差入保証金の支払による支出  △141 － 

その他  71 △86 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △154,880 △106,000 

 

 

（訂正後） 

  
前事業年度 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年10月１日 

至 平成20年９月30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    

有価証券の取得による支出  － △100,000 

有形固定資産の取得による支出  △17,164 △361 

有形固定資産の売却による収入  666 8,172 

無形固定資産の取得による支出  △35,849 △10,283 

投資有価証券の取得による支出  △149,975 △49,114 

投資有価証券の売却・償還による収入  47,392 45,531 

差入保証金の回収による収入  120 141 

差入保証金の支払による支出  △141 － 

その他  71 △86 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △154,880 △106,000 
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（重要な後発事象） 

 

（訂正前） 

当事業年度 

（自 平成19年10月１日 

   至 平成20年９月30日） 

投資有価証券の減損について 

当社が保有している下記投資有価証券は、償還価額

が日経平均株価に連動する複合金融商品であります。

最近の情勢を考慮すると、償還価額が元本割れする

可能性があります。その場合、翌事業年度において投

資有価証券の償還による特別損失の発生が見込まれ

ますが、損失額は現在のところ未確定であります。 

 

(1）銘柄            ＵＢＳトリガー型225連動債 

(2）当事業年度末貸借対照表計上額   77,280千円 

(取得価額100,000千円)

（3）取得日         平成20年１月９日 

（4）満期償還日       平成21年１月９日  

 

 
 
 

（訂正後） 

当事業年度 

（自 平成19年10月１日 

   至 平成20年９月30日） 

有価証券の減損について 

当社が保有している下記有価証券は、償還価額が日

経平均株価に連動する複合金融商品であります。 

最近の情勢を考慮すると、償還価額が元本割れする

可能性があります。その場合、翌事業年度において有

価証券の償還による特別損失の発生が見込まれます

が、損失額は現在のところ未確定であります。 

 

(1）銘柄            ＵＢＳトリガー型225連動債 

(2）当事業年度末貸借対照表計上額   77,280千円 

(取得価額100,000千円)

（3）取得日         平成20年１月９日 

（4）満期償還日       平成21年１月９日  

 

以上 


