
平成21年２月16日

　各　位

　東京都中央区勝どき３－３－７KNリバーシティ

　株式会社アイ・ビー・イーホールディングス　

　代表取締役社長　竹松　昇

　（コード番号：２３４７　東証マザーズ）　

　お問合せ先：取締役経営企画部長  寺山  和行

　

　電話番号：０３－５６５６－５５１７

 

　（訂正）「平成18年３月期　決算短信（連結・個別）」の一部訂正について

 

　当社は、本日付の「過年度決算短信の一部訂正及び訂正報告書の提出について」において、過年度決算を訂正する旨の

公表をいたしましたが、これに基づき「平成18年３月期　決算短信」の記載事項の一部に変更が生じましたので、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下ります。

　記

　１．【訂正をおこなう平成18年３月期決算短信の概要】

　決算期：平成18年決算短信（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　公表日：平成18年５月26日



１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

 

　(1）連結経営成績
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　

　（訂正前）  

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 1,573 － △838 － △1,568 －

17年３月期 － － － － － －

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 △2,111 － △93,447 86 － － △5,248.4 △70.9 △99.7

17年３月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年３月期 △685百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 22,596株 17年３月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④当期より連結財務諸表を作成しているため、当期の数値のみを記載しております。

　（訂正後）  

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 1,101 － △434 － △1,235 －

17年３月期 － － － － － －

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 △1,596 － △71,561 32 － － － △65.9 △112.2

17年３月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年３月期 △676百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 22,596株 17年３月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④当期より連結財務諸表を作成しているため、当期の数値のみを記載しております。

　(2）連結財政状態
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　

（訂正前）  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 2,213 40 1.8 1,769 70

17年３月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 22,734株 17年３月期 －株

（訂正後）  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 1,876 △894 △47.7 △39,331 71

17年３月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 22,734株 17年３月期 －株
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　(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（訂正前）  

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

18年３月期 △363 △134 254 256

17年３月期 － － － －

（訂正後）  

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

18年３月期 △383 △50 190 256

17年３月期 － － － －
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３．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

①業績の概況

　（訂正前）

　（中略）

　システムインテグレーション事業においては699,111千円（前期比63.3％減）の売上を計上いたしました。

　プロダクト事業においては、デジタルコンテンツ自動作成システム「EZプレゼンテーター」や字幕放送画面制作シ

ステム「NeON」、ビデオコミュニケーションシステム「GloBiz21」「WebVicon」等を中心に販売を行ってまいりまし

た。また、顧客の要望に応じて他社製のデジタル映像関連機器・ソフトウェア製品等の販売も手がけてまいりまし

た。この結果、575,134千円（前期比10.8％増）の売上を計上いたしました。 

 　サービス・その他事業では、システムインテグレーションに係る保守サービス、「Video-IT」関連コンサルティ

ング、ホテル向けVODシステム「ＶＶネット」の他、デジタル映像コンテンツ事業を中心に営業活動を展開してまい

りましたが、システムインテグレーション関連の売上が前期より減少したことも影響し298,794千円（前期比27.1％

減）の売上の結果となりました。

 　また、当連結会計期間におきましては減損会計の強制適用に伴い、財務体質の強化および事業分野の再構築を目

的として、当社資産全般につき今後の収益貢献性を慎重に精査した上で、改めて見直しを行いました。その結果、特

別損失519,795千円（減損損失117,378千円、商品評価損161,500千円、貸倒引当金繰入額122,000千円、投資有価証券

評価損13,999千円、ソフトウェア評価損99,050千円、ソフトウェア除却損5,833千円、固定資産除却損33千円）を計

上いたしました。

 　以上の結果、当連結会計期間の売上高は前期に比して1,261,231千円減少（44.5％減）し、1,573,039千円となり、

経常損失は1,568,439千円（前期は経常利益188,837千円）、当期純損失は2,111,547千円（前期は当期純利益100,612

千円）千円となりました。

 （注）＜省略＞

　（訂正後）

　（中略）

　システムインテグレーション事業においては582,111千円（前期比18.3％減）の売上を計上いたしました。

　プロダクト事業においては、デジタルコンテンツ自動作成システム「EZプレゼンテーター」や字幕放送画面制作シ

ステム「NeON」、ビデオコミュニケーションシステム「GloBiz21」「WebVicon」等を中心に販売を行ってまいりまし

た。また、顧客の要望に応じて他社製のデジタル映像関連機器・ソフトウェア製品等の販売も手がけてまいりまし

た。この結果、324,134千円（前期比1.6％増）の売上を計上いたしました。 

 　サービス・その他事業では、システムインテグレーションに係る保守サービス、「Video-IT」関連コンサルティ

ング、ホテル向けVODシステム「ＶＶネット」の他、デジタル映像コンテンツ事業を中心に営業活動を展開してまい

りましたが、システムインテグレーション関連の売上が前期より減少したことも影響し195,692千円（前期比0.0％

減）の売上の結果となりました。

 　また、当連結会計期間におきましては減損会計の強制適用に伴い、財務体質の強化および事業分野の再構築を目

的として、当社資産全般につき今後の収益貢献性を慎重に精査した上で、改めて見直しを行いました。その結果、特

別損失363,283千円（減損損失25,161千円、商品評価損161,500千円、貸倒引当金繰入額122,000千円、投資有価証券

評価損13,999千円、ソフトウェア評価損31,875千円、ソフトウェア除却損5,833千円、固定資産除却損33千円）を計

上いたしました。

 　以上の結果、当連結会計期間の売上高は前期に比して125,793千円減少（10.2％減）し、1,101,938千円となり、

経常損失は1,235,962千円（前期は経常損失507,057千円）、当期純損失は1,596,051千円（前期は当期純損失606,746

千円）千円となりました。

 （注）＜省略＞
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（2）財政状態

①資産・負債・資本の状況

　（訂正前）

　当連結会計年度末の当社の総資産は、利益剰余金の減少により、2,213百万円（前期比は1,913百万円の減少）、負

債は2,173百万円（前期比157百万円の増加）、資本は40百万円（前期比2,070百万円の減少）となりました。

　（訂正後）

　当連結会計年度末の当社の総資産は、利益剰余金の減少により、1,876百万円（前期比は1,278百万円の減少）、負

債は2,770百万円（前期比276百万円の増加）、資本は△894百万円（前期比1,554百万円の減少）となりました。

 

②キャッシュフローの状況

（訂正前）　

　当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整当期純損失による支出が大幅に増加

しましたが、特別損失や減価償却費等の非資金費用の増加等の要因もあり、前期に比して243,161千円減少したもの

の、当期末は256,805千円となりました。

（営業活動によるキャッシュフロー）

　当期の営業活動により支出した資金は363,429千円（前期は982,369千円の収入）となりました。これは、税金等調

整前当期純損失が2,084,280千円あったことが主な要因であります。持分法による投資損685,342千円、減価償却費

245,401千円、商品評価損161,500千円、貸倒引当金の増加額118,045千円、減損損失117,378千円、長期前払費用償却

101,500千円などの増加要因もありました。

（投資活動によるキャッシュフロー）

　当期において投資活動の結果使用した資金は前期に比べ1,281,113千円減少し134,186千円となっております。出資

金返戻による収入が525,000千円あったものの、長期前払費用の増加による支出405,720千円、ソフトウェア等の取得

によるが支出185,404千円があったことが主な要因です。

（財務活動によるキャッシュフロー）

　当期において財務活動の結果得られた資金は前期に比べ591,241千円減少し254,455千円となっております。社債の

発行および償還による純収入の増加252,170千円が主な要因です。

（注）（省略）

　なお、当社のキャッシュフロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率 57.4％ 51.3％ 38.5％ 51.1％ 1.8％ 

時価ベースの自己資

本比率
－ 119.3％ 148.5％ 146.3％ 262.9％ 

債務償還年数 1.0年 5.8年 － 1.6年 － 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
92.2 18.7 － 52.5 － 

(注)１.各指標は、下記をもとに算定しております。

・株主資本比率　　　　　　　　　　　：株主資本 ／ 総資産

・時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額 ／ 総資産

　株式時価総額は、期末株価終値に期末発行済株式数を乗じて算定しております。

・債務償還年数　　　　　　　　　　　：有利子負債 ／ 営業活動によるキャッシュフロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ　：営業活動によるキャッシュフロー ／ 利払い

２.平成18年３月期より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、平成17年3月期以前の数値につきまし

ては単体の財務諸表の数値に基づいて計算しております。

３.営業キャッシュフローは、キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローを使用しております。有

利子負債は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、

利払いについては、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。

４.平成14年３月期の時価ベースの自己資本比率については、当時、非上場でありましたので記載しておりません。
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（訂正後）　

　当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整当期純損失による支出が大幅に増加

しましたが、特別損失や減価償却費等の非資金費用の増加等の要因もあり、前期に比して243,161千円減少したもの

の、当期末は256,805千円となりました。

（営業活動によるキャッシュフロー）

　当連結会計年度の営業活動により支出した資金は383,602千円となりました。これは、税金等調整前当期純損失が

1,595,290千円があったことが主な要因であります。なお、増加要因としましては、持分法による投資損失676,043千

円がありました。

（投資活動によるキャッシュフロー）

　当連結会計年度において投資活動の結果減少した資金は50,386千円となっております。投資有価証券の取得による

支出50,000千円があったものの、出資金分配による収入が27,689千円あったことが主な要因です。

（財務活動によるキャッシュフロー）

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は190,826千円となっております。社債の発行および償還に

よる純収入の増加188,541千円が主な要因です。

　なお、当社のキャッシュフロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

自己資本比率 47.7％ 37.3％ 15.3％ 21.0％ -47.7％ 

時価ベースの自己資

本比率
－ 124.6％ 159.6％ 191.4％ 310.2％ 

債務償還年数 1.0年 15.2年 － 11.8年 － 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
92.2 7.1 － 7.0 － 

(注)１.各指標は、下記をもとに算定しております。

・株主資本比率　　　　　　　　　　　：株主資本 ／ 総資産

・時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額 ／ 総資産

　株式時価総額は、期末株価終値に期末発行済株式数を乗じて算定しております。

・債務償還年数　　　　　　　　　　　：有利子負債 ／ 営業活動によるキャッシュフロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ　：営業活動によるキャッシュフロー ／ 利払い

２.平成18年３月期より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、平成17年3月期以前の数値につきまし

ては単体の財務諸表の数値に基づいて計算しております。

３.営業キャッシュフローは、キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローを使用しております。有

利子負債は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、

利払いについては、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。

４.平成14年３月期の時価ベースの自己資本比率については、当時、非上場でありましたので記載しておりません。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

　（訂正前）

  
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   256,805  

２．受取手形及び売掛金   614,502  

３．たな卸資産   117,841  

４．その他   198,095  

貸倒引当金   △23,914  

流動資産合計   1,163,330 52.6

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  25,688   

減価償却累計額  9,765 15,922  

(2）その他  168,037   

減価償却累計額  65,421   

減損損失累計額  78,803 23,812  

有形固定資産合計   39,735 1.8

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア   389,996  

(2）その他   509  

無形固定資産合計   390,505 17.6

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※1,2  166,975  

(2）長期貸付金   102,067  

(3）長期前払費用   262,209  

(4）その他 ※１  189,943  

貸倒引当金   △101,395  

投資その他の資産合計   619,799 28.0

固定資産合計   1,050,040 47.4

資産合計   2,213,370 100.0

－ 7 －



  
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金   190,952  

２．短期借入金 ※３  500,000  

３．1年以内償還予定社債   393,000  

４．1年以内償還予定長期借
　　入金

※２  52,440  

５．未払金   134,433  

６．その他   102,493  

流動負債合計   1,373,318 62.1

Ⅱ　固定負債     

１．社債   757,000  

２．長期借入金   40,000  

３．繰延税金負債   2,819  

固定負債合計   799,819 36.1

負債合計   2,173,138 98.2

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※４  1,002,105 45.3

Ⅱ　資本剰余金   781,445 35.3

Ⅲ　利益剰余金   △1,744,600 △78.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   1,283 0.0

資本合計   40,232 1.8

負債、少数株主持分及び資
本合計

  2,213,370 100.0

     

－ 8 －



　（訂正後）

  
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   256,805  

２．受取手形及び売掛金   513,799  

３．たな卸資産   117,841  

４．短期貸付金   99,310  

５．預け金   315,000  

６．その他   140,253  

貸倒引当金   △23,914  

流動資産合計   1,419,094 75.6

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  25,688   

減価償却累計額  9,765 15,922  

(2）その他  166,004   

減価償却累計額  64,007   

減損損失累計額  78,803 23,193  

有形固定資産合計   39,116 2.1

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア   39,821  

(2）その他   509  

無形固定資産合計   40,331 2.1

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※1,2  166,975  

(2）長期貸付金   102,067  

(3）長期前払費用   34,709  

(4）長期性預金   100,000  

(5）その他 ※１  75,333  

貸倒引当金   △101,395  

投資その他の資産合計   377,689 20.1

固定資産合計   457,137 24.4

資産合計
  1,876,231 100.0

－ 9 －



  
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金   129,002  

２．短期借入金 ※３  500,000  

３．1年以内返済予定長期借
　　入金

※２  52,440  

４．1年以内償還予定社債   393,000  

５．未払金   320,690  

６．預り金   277,236  

７．その他   69,944  

流動負債合計   1,742,314 92.9

Ⅱ　固定負債     

１．社債   757,000  

２．長期借入金   40,000  

３．長期未払金   228,265  

４．繰延税金負債   2,819  

固定負債合計   1,028,084 54.8

負債合計   2,770,399 147.7

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※４  1,002,105 53.4

Ⅱ　資本剰余金   781,445 41.6

Ⅲ　利益剰余金   △2,679,000 △142.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   1,283 0.1

資本合計 　  △894,167 △47.7

負債、少数株主持分及び資
本合計

  1,876,231 100.0

     

－ 10 －



(2）連結損益計算書

　（訂正前）

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,573,039 100.0

Ⅱ　売上原価   1,532,884 97.5

売上総利益   40,154 2.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  878,448 55.8

営業損失   838,293 △53.3

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  10,601   

２．受取手数料  12,175   

３．デリバティブ評価益  23,382   

４．研究開発助成金  12,136   

５．その他  2,499 60,795 3.9

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  16,728   

２．社債発行費  78,458   

３．持分法による投資損失  685,342   

４．支払保証料  9,241   

５．その他  1,170 790,941 50.3

経常損失   1,568,439 △99.7

Ⅵ　特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  3,954 3,954 0.2

Ⅶ　特別損失     

１．投資有価証券評価損  13,999   

２．減損損失 ※３ 117,378   

３．商品評価損  161,500   

４．貸倒引当金繰入額  122,000   

５．固定資産除却損  33   

６．ソフトウェア評価損  99,050   

７．ソフトウェア除却損  5,833 519,795 33.0

税金等調整前当期純損失   2,084,280 △132.5

法人税、住民税及び事業
税

 950   

法人税等調整額  26,317 27,267 1.7

当期純損失   2,111,547 △134.2

     

－ 11 －



　（訂正後）

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,101,938 100.0

Ⅱ　売上原価   949,730 86.2

売上総利益   152,207 13.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  586,433 53.2

営業損失   434,225 △39.4

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  10,601   

２．受取手数料  12,175   

３．デリバティブ評価益  23,382   

４．研究開発助成金  12,136   

５．その他  3,499 61,795 5.6

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  16,728   

２．社債発行費  78,458   

３．持分法による投資損失  676,043   

４．支払保証料  9,241   

５．循環取引差損  77,600   

６．その他  5,460 863,532 78.4

経常損失   1,235,962 △112.2

Ⅵ　特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  3,954 3,954 0.4

Ⅶ　特別損失     

１．投資有価証券評価損  13,999   

２．減損損失 ※３ 25,161   

３．商品評価損  161,500   

４．貸倒引当金繰入額  122,000   

５．固定資産除却損  33   

６．ソフトウェア評価損  31,875   

７．ソフトウェア除却損  5,833   

８．その他  2,880 363,283 33.0

税金等調整前当期純損失   1,595,290 △144.8

法人税、住民税及び事業
税

 950   

法人税等調整額  △188 761 0.1

当期純損失   1,596,051 △144.8

     

－ 12 －



(3）連結剰余金計算書

　（訂正前）

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   751,085

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  30,360 30,360

Ⅲ　資本剰余金期末残高   781,445

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   387,895

Ⅱ　利益剰余金減少高    

　１. 当期純損失  2,111,547  

２．持分法適用会社増加によ
る剰余金減少高

 20,947 2,132,495

Ⅲ　利益剰余金期末残高   △1,744,600

    

－ 13 －



　（訂正後）

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   751,085

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  30,360 30,360

Ⅲ　資本剰余金期末残高   781,445

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △1,062,000

Ⅱ　利益剰余金減少高    

　１. 当期純損失  1,596,051  

２．持分法適用会社増加によ
る剰余金減少高

 20,947 1,616,999

Ⅲ　利益剰余金期末残高   △2,679,000

    

－ 14 －



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

　（訂正前）

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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  2,084,280

減価償却費  245,401

長期前払費用償却  101,500

貸倒引当金の増加額  118,045

受取利息及び受取配当金  △10,601

支払利息  16,728

社債発行費  78,458

デリバティブ評価益  △23,382

持分法による投資損失  685,342

投資有価証券評価損  13,999

減損損失  117,378

商品評価損  161,500

有形固定資産評価損  33

ソフトウェア評価損  99,050

ソフトウェア除却損  5,833

売上債権の減少額  253,146

たな卸資産の減少額  28,383

仕入債務の減少額  △80,508

その他流動資産の増加額  △42,632

その他流動負債の増加額  25,180

小計  △291,423

利息及び配当金の受取額  9,628

利息の支払額  △15,987

法人税等の支払額  △65,647

営業活動によるキャッシュ・フロー  △363,429

－ 15 －



  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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  △14,452

ソフトウェアの取得による支出  △185,404

投資有価証券の取得による支出  △50,000

出資金返戻による収入  525,000

出資金分配による収入  27,689

貸付による支出  △50,300

貸付金の回収による収入  19,000

長期前払費用の増加による支出  △405,720

投資活動によるキャッシュ・フロー  △134,186

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入  5,000

長期借入金の返済による支出  △63,435

社債の発行による収入  585,170

社債の償還による支出  △333,000

株式の発行による収入  60,720

財務活動によるキャッシュ・フロー  254,455

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △243,161

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  499,966

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高  256,805
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　（訂正後）

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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  △1,595,290

減価償却費  94,636

長期前払費用償却  14,000

貸倒引当金の増加額  118,045

受取利息及び受取配当金  △11,801

支払利息  16,728

社債発行費  78,458

デリバティブ評価益  △23,382

持分法による投資損失  676,043

投資有価証券評価損  13,999

減損損失  57,036

固定資産除却損  5,867

売上債権の増加額  △51,135

たな卸資産の減少額  189,883

預け金の増加額  210,000

未収金の減少額  338,121

仕入債務の減少額  △20,658

未払金の増加額  78,989

長期未払金の減少額  △27,969

預り金の減少額  △395,864

その他  △78,502

小計  △312,796

利息及び配当金の受取額  10,828

利息の支払額  △15,987

法人税等の支払額  △65,647

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △383,602

－ 17 －



  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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

 △14,452

ソフトウェアの取得によ
る支出

 △12,404

投資有価証券の取得によ
る支出

 △50,000

出資金返戻による収入  525,000

出資金分配による収入  57,769

貸付による支出  △50,300

貸付金の回収による収入  19,000

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △50,386

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入による収入  5,000

長期借入金の返済による
支出

 △63,435

社債の発行による収入  521,541

社債の償還による支出  △333,000

株式の発行による収入  60,720

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 190,826

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

 △243,162

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 499,966

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残
高

 256,805

   

－ 18 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　（訂正前）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社および当社グループは、当連結会計年度において前事業年度に比し

て売上高が1,216,231千円減少（44.5％減）し、838,293千円の営業損失

を計上することとなり、営業キャッシュ・フローもマイナスとなってお

ります。また、減損会計の強制適用に伴い、財務体質の強化および事業

分野の再構築を目的として、当社資産全般につき今後の収益貢献性を精

査、改めて見直しを行った結果、519,795千円の特別損失を計上、当期は

2,111,547千円の大幅な当期純損失を計上することとなりました。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。 　

当社は、当連結会計年度においては、今後拡大が予想される「Video-

IT」分野の一般企業マーケットに対する事業展開において、広範な市場

ニーズに柔軟に対応できる開発資源およびノウハウの整備が不十分であっ

たため所定の成果を達するにいたらず、重要な営業損失を計上すること

となりました。同分野に対する事業戦略の再構築および財務体質の強化

を図る目的で、当連結会計年度において不採算部分については特別損失

を計上、来連結会計年度以降の費用負担を大幅に圧縮いたしましたが、

重要な当期純損失を計上する結果となりました。一方で既存マーケット

である放送・映像業界および文教業界に対しては、技術優位性を活かし、

営業の成果をあげることができました。今後につきましては、当社のコ

ア・コンピタンスであるデジタル映像技術を核として、幅広い市場ニー

ズに対応できる事業体制の再構築を図っていく所存です。

事業体制の再構築のためには、当連結会計年度に行った不採算部分の整

理と併せ、新たな経営資源の獲得・整備が必要であるとの観点から、平

成18年３月には株式会社インターネット総合研究所と業務提携を発表し

ております。今後につきましては、アライアンスの強化を通じて経営資

源の整備・拡充に努めてまいります。当社の持つデジタル映像技術と新

たな経営資源を融合させることで、確固たる収益基盤の確保および事業

の再構築を計画しており、当連結会計年度に行った不採算資産整理の効

果も加わり、来連結会計年度末においては財務指標の大幅な改善を見込

んでおります。

資金面におきましては、重要な後発事象に記載のとおり、転換社債型新

株予約権付社債の発行により2,000,000千円を調達しております。うち

1,500,000千円につきましてはM&A等の資金使途が具体化するまで間、貸

付金として運用しておりますが、当座の運転資金として500,000千円を確

保しております。よって、現在のところ新たな資本調達は計画しており

ません。

当社および当社グループでは、継続企業の前提に関する重要な疑義は解

消されるものと判断しております。よって、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。

－ 19 －



　（訂正後）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社グループは、当連結会計年度において434,225千円の営業損失、

1,235,962千円の経常損失、1,596,051千円の当期純損失を計上した結

果、894,167千円の債務超過となっております。

　　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。

　　当社は、当連結会計業年度においては、今後拡大が予想される「Video-

IT」分野の一般企業マーケットに対する事業展開において、広範な市場

ニーズに柔軟に対応できる開発資源およびノウハウの整備が不十分で

あったため所定の成果を達するにいたらず、重要な営業損失を計上する

こととなりました。同分野に対する事業戦略の再構築および事業領域の

選択と集中を図ってまいりましたが、重要な当期純損失を計上する結果

となりました。一方で既存マーケットである放送・映像業界および文教

業界に対しては、技術優位性を活かし、営業の成果をあげることができ

ました。今後につきましては、当社のコア・コンピタンスであるデジタ

ル映像技術を核として、幅広い市場ニーズに対応できる事業体制の再構

築を図っていく所存です。

　　事業体制の再構築のためには、当連結会計年度に行った不採算部門の

整理と併せ、新たな経営資源の獲得・整備が必要であるとの観点から、

平成18年３月には株式会社インターネット総合研究所と業務提携を発表

しております。今後につきましては、アライアンスの強化を通じて経営

資源の整備・拡充に努めてまいります。当社の持つデジタル映像技術と

新たな経営資源を融合させることで、確固たる収益基盤の確保および事

業の再構築を計画しており、来連結会計度末においては財務指標の大幅

な改善を見込んでおります。 　　

 　資金面におきましては、重要な後発事象に記載のとおり、転換社債型

新株予約権付社債の発行により2,000,000千円を調達しております。う

ち1,500,000千円につきましてはM&A等の資金使途が具体化するまで間、

貸付金として運用しておりますが、当座の運転資金として500,000千円

を確保しております。よって、現在のところ新たな資本調達は計画して

おりません。 　

 　当社では、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消されるものと判

断しております。よって、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。 　
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注記事項

（連結損益計算書関係）

　（訂正前）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※１．販売費に属する費用のおおよその割合は34％一般管

理費に属する費用のおおよその割合は66％であります。

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 役員報酬 48,000千円 

 従業員給与賞与 180,749千円 

 販売促進費 85,499千円 

 減価償却費 6,013千円 

 研究開発費 290,307千円 

 ※２．研究開発費の総額

 　　　　一般管理費に含まれる研究開発費

 研究開発費 290,307千円 

 ※３．減損損失

 　減損損失の内訳は次のとおりです。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 用途 場所 種類 減損損失 

画像管理シ

ステム

 

　本社 所有権移転

外ファイナ

ンスリース

 31,737

ＶＯＤシス

テム(VVnet)

　本社 工具器具備

品

 24,137

ＶＯＤシス

テム

(VideoTank)

　本社 工具器具備

品

　 420

配信システ

ム

　本社 工具器具備

品

 　602

コンテンツ

使用料

　本社 長期前払費

用

 60,480

 　当社グループは減損損失を把握するにあたり、事業をシ

ステムインテグレーション事業、プロダクト事業、サービ

ス・その他事業に分類し、更にそれぞれのプロジェクト・

製品単位にグーピングを実施しています。当該リース資産

については、市場環境の変化及び機能の陳腐化により収益

が悪化しているため、未経過リース料を基に算定した帳簿

価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(31,737千円)として特別損失に計上しました。

工具器具備品及び長期前払費用については、市場環境の変

化及び事業分野の再構築に伴い収益性が著しく低下したた

め、帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失(85,641千円)として特別損失に計上しました。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使

用価値については、将来キャッシュ・フローを3.5％で割引

いて計算しています。　
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　（訂正後）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ※１．主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 役員報酬 48,000千円 

 従業員給与賞与 180,749千円 

 販売促進費 53,617千円 

 減価償却費 6,013千円 

 研究開発費 97,307千円 

 ※２．研究開発費の総額

 　　　　一般管理費に含まれる研究開発費

 研究開発費 97,307千円 

 ※３．減損損失

 　減損損失の内訳は次のとおりです。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 用途 場所 種類 減損損失 

ＶＯＤシス

テム(VVnet)

　本社 工具器具備

品

 24,137

ＶＯＤシス

テム

(VideoTank)

　本社 工具器具備

品

　 420

配信システ

ム

　本社 工具器具備

品

 　602

 　当社グループは減損損失を把握するにあたり、事業をシ

ステムインテグレーション事業、プロダクト事業、サービ

ス・その他事業に分類し、更にそれぞれのプロジェクト・製

品単位にグルーピングを実施しています。

工具器具備品については、市場環境の変化及び事業分野の再

構築に伴い収益性が著しく低下したため、帳簿価格を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(25,161千円)とし

て特別損失に計上しました。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用

価値については、将来キャッシュ・フローを3.5％で割引い

て計算しています。　
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①　リース取引

　（訂正前）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

 有形固定資産 165,537 67,451 9,150 88,935

 ソフトウエア 543,550 213,063 20,806 309,679

合計 709,087 280,515 29,957 398,614

２．未経過リース料期末残高相当額等

１年内 134,772千円

１年超 289,974千円

合計 424,747千円

リース資産減損勘定の残高 12,920千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 149,703千円

リース資産減損勘定の取崩額 18,817千円

減価償却費相当額 133,088千円

支払利息相当額 14,445千円

減損損失 31,737千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。

 

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法については、利息法によっておりま

す。
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　（訂正後）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

 有形固定資産 138,085 49,150 88,935

合計 138,085 49,150 88,935

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 27,231千円

１年超 63,075千円

合計 90,306千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 31,062千円

減価償却費相当額 29,628千円

支払利息相当額 2,153千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。

 

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法については、利息法によっておりま

す。
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④　税効果会計

　（訂正前）

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

関係会社出資金評価損等損金不算入 38,243千円

貸倒引当金損金不算入 51,001千円

投資有価証券評価損損金不算入 5,697千円

外形標準課税損金不算入 1,139千円

ソフトウェア評価損損金不算入 40,313千円

ソフトウェア除却損損金不算入 2,394千円

減損損失 40,114千円

関係会社株式評価損損金不算入 240,943千円

リース料損金不算入 1,653千円

繰延税金資産小計 421,502千円

評価性引当額 △421,502千円

繰延税金資産計 0千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △377千円

その他有価証券評価差額金 △2,442千円

繰延税金負債計 △2,819千円

繰延税金資産の純額 △2,819千円

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

  当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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　（訂正後）

当連結会計年度
（平成18年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

関係会社出資金評価損等損金不算入 38,243千円

貸倒引当金損金不算入 51,001千円

投資有価証券評価損損金不算入 5,697千円

外形標準課税損金不算入 1,139千円

ソフトウェア評価損損金不算入 40,313千円

ソフトウェア除却損損金不算入 2,394千円

減損損失 34,856千円

関係会社株式評価損損金不算入 240,943千円

リース料損金不算入 1,653千円

前払費用否認 4,917千円

有形固定資産否認 251千円

無形固定資産否認 142,521千円

預り金加算 88,425千円

未払金加算 143,497千円

繰延税金資産小計 795,850千円

評価性引当額 △795,850千円

繰延税金資産計 －千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △377千円

その他有価証券評価差額金 △2,442千円

繰延税金負債計 △2,819千円

繰延税金資産の純額 △2,819千円

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

  当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

　（訂正前）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,769 円70 銭

１株当たり当期純損失 △93,447 円86 銭

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

あるものの、当連結会計年度は、当期純損失のため、記載を省略しており

ます。

 

　（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。

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（千円） 2,111,547

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） 2,111,547

期中平均株式数（株） 22,596

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

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） －

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

（注）

　（注）　潜在株式の種類　新株予約権

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

株主総会特別決議日 平成14年９月30日

新株予約権の残高 593個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 1,186株

発行価格 165,000円

資本組入額 82,500円

新株予約権の行使期間
平成15年９月14日から

平成24年９月13日まで
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　（訂正後）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 △39,331円71 銭

１株当たり当期純損失 70,634 円26 銭

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

あるものの、当連結会計年度は、当期純損失のため、記載を省略しており

ます。

 

　（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。

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（千円） 1,596,051

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） 1,596,051

期中平均株式数（株） 22,596

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

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） －

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

新株予約権　１種類　593個
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　　　当連結会計年度の生産実績は、次のとおりであります。

　（訂正前）

事業区分

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額（千円） 前年同期比

システムインテグレーション 725,068 ― %

プロダクト 117,198 ― %

サービス 278,608 ― %

合計 1,120,875 ― %

（注）　金額は製造原価で表示しております。

　（訂正後）

事業区分

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額（千円） 前年同期比

システムインテグレーション 459,414 ― %

プロダクト 117,198 ― %

サービス 191,108 ― %

合計 767,721 ― %

（注）　金額は製造原価で表示しております。

(2）仕入実績

 　　 当連結会計年度の仕入実績は、次のとおりであります。　

　（訂正前）

事業区分

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額（千円） 前年同期比

システムインテグレーション 3,609 ― %

プロダクト 385,612 ― %

サービス 22,787 ― %

合計 412,009 ― %

（注）　金額は仕入価格で表示しております。

　（訂正後）

事業区分

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額（千円） 前年同期比

システムインテグレーション 3,609 ― %
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事業区分

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額（千円） 前年同期比

プロダクト 155,612 ― %

サービス 22,787 ― %

合計 182,009 ― %

（注）　金額は仕入価格で表示しております。

(3）受注状況

当連結会計年度における受注状況は、次のとおりであります。

　（訂正前）

事業区分

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

受注高 受注残高

金額
(千円）

前年
同期比

金額
（千円）

前年
同期比

システムインテグレーション 588,408 ―　% 27,297 ―　%

プロダクト 580,860 ―　% 7,626 ―　%

サービス 297,894 ―　% 40,034 ―　%

合計 1,467,152 ―　% 74,957 ―　%

（注）　金額は販売価格で表示しております。

　（訂正後）

事業区分

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

受注高 受注残高

金額
(千円）

前年
同期比

金額
（千円）

前年
同期比

システムインテグレーション 541,408 ―　% 27,297 ―　%

プロダクト 329,860 ―　% 7,626 ―　%

サービス 215,124 ―　% 40,034 ―　%

合計 1,086,392 ―　% 74,957 ―　%

（注）　金額は販売価格で表示しております。
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(4）販売実績

当連結会計年度の販売実績は、次のとおりであります。

　（訂正前）

事業区分

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額（千円） 前年同期比

システムインテグレーション 699,111 ― %

プロダクト 575,134 ― %

サービス 298,794 ― %

合計 1,573,039 ― %

（注）　1.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

2.当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。

相手先

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額（千円） 割合

株式会社エイチジーシステム 210,000 13.3%

日本エスジーアイ株式会社 174,441 11.1%

　（訂正後）

事業区分

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額（千円） 前年同期比

システムインテグレーション 582,111 ― %

プロダクト 324,134 ― %

サービス 195,692 ― %

合計 1,101,938 ― %

（注）　1.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

2.当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。

相手先

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

金額（千円） 割合

日本エスジーアイ株式会社 174,441 15.8%
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【個別財務諸表の概要】

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

（1）経営成績

（訂正前） （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 1,501 △47.0 △816 － △887 －

17年３月期 2,834 31.8 230 22.2 188 27.7

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 △2,132 － △94,374 92 － － △198.3 △28.1 △59.1

17年３月期 100 25.1 4,772 90 4,606 39 6.1 5.3 6.7

（注）①期中平均株式数 18年３月期 22,596株 17年３月期 21,080株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

（訂正後） （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 1,101 △10.2 △428 － △554 －

17年３月期 1,227 4.0 △415 － △507 －

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 △1,616 － △71,561 32 － － － △22.3 △50.4

17年３月期 △606 25.1 △28,783 02 － － 91.8 △16.9 △41.3

（注）①期中平均株式数 18年３月期 22,596株 17年３月期 21,080株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。
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（3）財政状態

（訂正前） （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 2,190 40 1.8 1,769 70

17年３月期 4,126 2,110 51.1 94,372 8

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 22,734株 17年３月期 22,366株

②期末自己株式数 18年３月期 0株 17年３月期 －株

（訂正後） （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 1,829 △894 △48.9 △39,331 71

17年３月期 3,154 660 21.0 29,546 16

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 22,734株 17年３月期 22,366株

②期末自己株式数 18年３月期 0株 17年３月期 －株
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

　（訂正前）　

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 499,966 247,080

２．受取手形 － 3,339

３．売掛金  867,648 564,010

４．商品 244,602 112,306

５．仕掛品 61,087 5,484

６．貯蔵品 2,035 50

７．前渡金 994 16,922

８．前払費用 19,228 25,825

９．繰延税金資産 15,301 －

10．短期貸付金 ※４ 64,000 99,310

11.未収消費税等 － 39,808

12.その他 964 15,353

13．貸倒引当金 △6,073 △23,914

流動資産合計 1,769,755 42.9 1,105,577 50.5

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 25,688 25,688

減価償却累計額 7,026 18,661 9,765 15,922

２．工具器具及び備品 153,262 168,037

減価償却累計額 84,971  65,421  

減損損失累計額 － 68,291 78,803 23,812

有形固定資産合計 86,952 2.1 39,735 1.8

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 524,696 389,996

２．電話加入権 509 509

無形固定資産合計 525,206 12.7 390,505 17.8
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18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
（％）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券  127,250 166,975

２．関係会社株式  ※１ 592,000 0

３．出資金 695,387 －

４．関係会社出資金 － 291,090

５．関係会社長期貸付金  104,000 101,000

６．従業員長期貸付金 2,078 1,067

７．長期前払費用 53,116 34,709

８．繰延税金資産 10,637 －

９．長期性預金 100,000 100,000

10．敷金保証金 61,536 61,536

11．貸倒引当金 △1,190 △101,395

投資その他の資産合計 1,744,816 42.3 654,983 29.9

固定資産合計 2,356,975 57.1 1,085,224 49.5

資産合計 4,126,730 100.0 2,190,802 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 271,460 190,952

２．短期借入金 ※1,2 495,000 500,000

３．一年内償還予定社債 273,000 393,000

４．一年内返済予定長期借
入金

※１ 63,435 52,440

５．未払金 24,555 133,802

６．未払費用 50,098 33,747

７．未払法人税等 72,183 4,652

８．未払消費税等 22,820 －

９．前受金 8,977 21,915

10．預り金 4,021 2,690

11．デリバティブ債務 28,012 4,630

12．リース資産減損勘定 － 12,920

流動負債合計 1,313,565 31.9 1,350,749 61.7

Ⅱ　固定負債

１．社債 610,000 757,000

２．長期借入金  ※１ 92,440 40,000

３．繰延税金負債  － 2,819

固定負債合計 702,440 17.0 799,819 36.5

負債合計 2,016,005 48.9 2,150,569 98.2
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※３ 971,745 23.5 1,002,105 45.7

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 751,085 781,445

資本剰余金合計 751,085 18.2 781,445 35.7

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金

特別償却準備金 1,101 826

２．当期未処分利益又は
    当期未処理損失(△)

386,793
△

1,745,426

利益剰余金合計 387,895 9.4
△

1,744,600
△79.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
    額金

－  1,283 0.0

資本合計 2,110,725 51.1 40,232 1.8

負債・資本合計 4,126,730 100.0 2,190,802 100.0
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　（訂正後）　

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18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
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 499,966 247,080

２．受取手形 － 3,339

３．売掛金  462,663 510,460

４．商品 244,602 112,306

５．仕掛品 61,087 5,484

６．貯蔵品 2,035 50

７．前渡金 994 16,922

８．前払費用 16,146 13,743

９．短期貸付金 ※４ 64,000 99,310

10．未収金 404,985 66,869

11. 未収消費税等 － 39,808

12. 預け金 － 279,081

13. その他 964 2,039

14．貸倒引当金 △6,073 △23,914

流動資産合計 1,751,371 55.5 1,372,577 75.0

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 25,688 25,688

減価償却累計額 7,026 18,661 9,765 15,922

２．工具器具及び備品 151,229 166,004

減価償却累計額 84,038 64,007

減損損失累計額 － 67,190 78,803 23,193

有形固定資産合計 85,852 2.7 39,116 2.1

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 130,064 39,821

２．電話加入権 509 509

無形固定資産合計 130,574 4.1 40,331 2.2
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18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
（％）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 127,250 166,975

２．関係会社株式  ※１ 592,000 －

３．出資金 150,768 －

４．関係会社出資金 － 13,797

５．従業員長期貸付金 2,078 1,067

６．関係会社長期貸付金 104,000 101,000

７．長期前払費用 50,034 34,709

８．長期性預金 100,000 100,000

９．敷金保証金 61,536 61,536

10．貸倒引当金 △1,190 △101,395

投資その他の資産合計 1,186,477 37.6 377,689 20.7

固定資産合計 1,402,904 44.5 457,137 25.0

資産合計 3,154,275 100.0 1,829,715 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 211,610 129,002

２．短期借入金 ※２ 495,000 500,000

３．一年内返済予定長期借
入金

※１ 63,435 52,440

４．一年内償還予定社債 273,000 393,000

５．未払金 186,045 320,060

６．未払費用 50,098 33,747

７．未払法人税等 72,183 4,652

８．未払消費税等 22,820 －

９．前受金 8,977 21,915

10．預り金 123,021 236,350

11. デリバティブ債務 28,012 4,630

流動負債合計 1,534,205 48.6 1,695,797 92.7

Ⅱ　固定負債

１．社債 610,000 757,000

２．長期借入金  ※１ 92,440 40,000

３．長期未払金 256,234 228,265

４．繰延税金負債 566 2,819

固定負債合計 959,240 30.4 1,028,084 56.2

負債合計 2,493,446 79.1 2,723,882 148.9
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※３ 971,745 30.8 1,002,105 54.8

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 751,085 781,445

資本剰余金合計 751,085 23.8 781,445 42.7

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金

   (1) 特別償却準備金 1,101 826

２．当期未処理損失 1,063,101 2,679,826

利益剰余金合計
△

1,062,000
△33.7

△
2,679,000

△
146.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
    額金

－ 1,283 0.1

資本合計 660,829 21.0 △894,167 △48.9

負債・資本合計 3,154,275 100.0 1,829,715 100.0
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(2）損益計算書

　（訂正前）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

Ⅰ　売上高

１．システムインテグレー
ション売上高

1,905,280 699,111

２．プロダクト売上高 519,132 575,134

３．サービス売上高 409,858 2,834,270 100.0 227,692 1,501,938 100.0

Ⅱ　売上原価

１．システムインテグレー
ション原価

1,077,797 728,678

２．プロダクト原価 444,022 502,810

３．サービス原価 381,524 1,903,344 67.2 213,896 1,445,384 96.2

売上総利益 930,926 32.8 56,553 3.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 700,254 24.7 872,610 58.1

営業利益又は営業損失
(△)

230,672 8.1 △816,057 △54.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※３ 6,204 8,276

２．有価証券利息 1,825 2,325

３．匿名組合収益 8,450 －

４. 受取配当金 － 1,200

５. 受取手数料 － 12,175

６. デリバティブ評価益 － 23,382

７. 研究開発助成金 － 12,136

８．その他 880 17,360 0.6 1,299 60,795 4.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 16,116 10,879

２．社債利息 3,459 5,848

３．新株発行費 6,413 －

４．社債発行費 7,500 78,458

５．デリバティブ評価損 17,430 －

６．匿名組合費用 － 26,527

７．支払保証料 7,115 9,241

８．その他 1,160 59,195 2.1 1,170 132,125 8.8

経常利益又は経常損失(△) 188,837 6.6 △887,387 △59.1
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 6,304 6,304 0.2 3,954 3,954 0.2

Ⅶ　特別損失

１. 関係会社株式評価損  － 591,999

２. 投資有価証券評価損  39,749 13,999

３. 減損損失 ※４ － 117,378

４. 出資金評価損  － 110,000

５. 商品評価損  － 161,500

６. 貸倒引当金繰入額  － 122,000

７. 固定資産除却損  431 33

８. ソフトウェア評価損  － 99,050

９. ソフトウェア除却損  － 40,181 1.4 5,833 1,221,795 81.3

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

154,959 5.4
△

2,105,228
△

140.2

法人税、住民税及び事
業税

66,000 950

法人税等調整額 △11,653 54,346 1.9 26,317 27,267 1.8

当期純利益又は当期純
損失(△)

100,612 3.5
△

2,132,495
△

142.0

前期繰越利益 286,180 387,068

当期未処分利益又は当
期未処理損失(△)

386,793
△

1,745,426
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

Ⅰ　売上高

１．システムインテグレー
ション売上高

712,370 582,111

２．プロダクト売上高 318,932 324,134

３．サービス売上高 196,429 1,227,731
100.

0
195,692 1,101,938 100.0

Ⅱ　売上原価

１．システムインテグレー
ション原価

480,845 498,857

２．プロダクト原価 260,112 236,977

３．サービス原価 301,124 1,042,083 84.9 213,896 949,730 86.2

売上総利益 185,648 15.1 152,207 13.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 601,255 49.0 580,594 52.7

営業損失 415,607
△

33.9
428,387 △38.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※３ 6,204 8,276

２．有価証券利息 1,825 2,325

３．匿名組合収益 13,459 －

４. 受取配当金 － 1,200

５. 受取手数料 － 12,175

６. デリバティブ評価益 － 23,382

７. 研究開発助成金 － 12,136

８. スルー取引差益 15,270 1,000

９．その他 880 37,639 3.1 1,299 61,795 5.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 16,116 10,879

２．社債利息 3,459 5,848

３．新株発行費 6,413 －

４．社債発行費 7,500 78,458

５．デリバティブ評価損 17,430 －

６．匿名組合費用 － 5,119

７．支払保証料 7,115 9,241

８．循環取引差損 69,894 77,600

９．その他 1,160 129,089 10.5 1,170 188,318 17.1

経常損失 507,057
△

41.3
554,909 △50.4

－ 42 －



前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 6,304 6,304 0.5 3,954 3,954 0.4

Ⅶ　特別損失

１. 関係会社株式評価損  － 591,999

２. 投資有価証券評価損  39,749 13,999

３. 減損損失 ※４ － 25,161

４. 出資金評価損  － 110,000

５. 商品評価損  － 161,500

６. 貸倒引当金繰入額  － 122,000

７. 固定資産除却損  431 33

８. ソフトウェア評価損  － 31,875

９. ソフトウェア除却損  － 5,833

10. その他  － 40,181 3.3 2,880 1,065,283 96.7

税引前当期純損失 540,935
△

44.1
1,616,238

△
146.7

法人税、住民税及び事
業税

66,000 950

法人税等調整額 △188 65,811 5.4 △188 761 0.1

当期純損失 606,746
△

49.4
1,616,999

△
146.7

前期繰越損失 456,355 1,062,826

当期未処理損失 1,063,101 2,679,826

－ 43 －



売上原価明細書

○　システムインテグレーション原価明細書

（訂正前）　

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

Ⅰ　システムインテグレー
ション開発原価

１．人件費 159,394 13.9 121,889 16.7

２．外注費 512,815 44.9 180,972 24.7

３．経費 ※２ 470,612 41.2 428,943 58.6

当期総開発費用 1,142,821 100.0 731,805 100.0

期首仕掛品たな卸高 6,755 61,087

合計 1,149,576 792,893

他勘定振替高 ※３ 81,786 62,340

期末仕掛品たな卸高 61,087 5,484

当期システムインテグ
レーション開発原価

1,006,702 725,068

Ⅱ　システムインテグレー
ション商品原価

１．期首商品たな卸高 283,203 244,602

２．当期商品仕入高 32,493 32,813

合計 315,696 277,416

３．他勘定振替高  ※4 － 161,500

４．期末商品たな卸高 244,602 112,306

当期システムインテグ
レーション商品原価

71,094 3,609

当期システムインテグ
レーション原価

1,077,797 728,678

－ 44 －



　（注）

前事業年度 当事業年度

 ※１．原価計算方法は、実際個別原価計算によっております。 １．　　　　　　　　 同左

※２．主な内訳は次のとおりであります。 ※２．主な内訳は次のとおりであります。

購入部材費 210,512千円 購入部材費 166,778千円

ソフトウェア償却費 101,345千円 ソフトウェア償却費 106,848千円

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究開発費 41,595千円 研究開発費 45,937千円

販売促進費 32,283千円 販売促進費 16,402千円

ソフトウェア 7,907千円    

　　　　　　　　　　───────　　　　　　　　　　
　

※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

    商品評価損 161,500 千円

－ 45 －



（訂正後）　

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

Ⅰ　システムインテグレーショ
ン開発原価

１．人件費 159,394 31.5 121,889 24.3

２．外注費 63,025 12.5 134,972 26.9

３．経費 ※２ 283,655 56.0 245,122 48.8

当期総開発費用 506,075 100.0 501,984 100.0

期首仕掛品たな卸高 50,000 61,087

合計 556,075 563,072

他勘定振替高 ※３ 81,786 62,340

期末仕掛品たな卸高 61,087 5,484

当期システムインテグレー
ション開発原価

413,201 495,247

Ⅱ　システムインテグレーショ
ン商品原価

１．期首商品たな卸高 283,203 244,602

２．当期商品仕入高 29,043 32,813

合計 312,246 277,416

３．他勘定振替高  ※4 － 161,500

４．期末商品たな卸高 244,602 112,306

当期システムインテグレー
ション商品原価

67,644 3,609

当期システムインテグレー
ション原価

480,845 498,857

　（注）

前事業年度 当事業年度

 　１．原価計算方法は、実際個別原価計算によっておりま
す。

１．　　　　　　　　 同左

※２．主な内訳は次のとおりであります。 ※２．主な内訳は次のとおりであります。

購入部材費 203,112千円 購入部材費 166,778千円

ソフトウェア償却費 16,116千円 ソフトウェア償却費 23,333千円

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究開発費 41,595千円 研究開発費 45,937千円

販売促進費 32,283千円 販売促進費 16,402千円

ソフトウェア 7,907千円    

　　　　　　　　　　───────　　　　　　　　　
　　

※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

    商品評価損 161,500 千円

－ 46 －



○　プロダクト原価明細書

（訂正前）　

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

１．当期商品仕入高 335,749 75.6 385,612 76.7

２. 人件費 16,092 3.6 18,232 3.6

３. 外注費 22,889 5.2 22,189 4.4

４. 経費 69,291 15.6 76,775 15.3

当期プロダクト原価 444,022 100.0 502,810 100.0

（訂正後）　

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

１．当期商品仕入高 164,195 63.1 155,612 65.7

２. 人件費 16,092 6.2 18,232 7.7

３. 外注費 21,334 8.2 22,189 9.4

４. 経費 58,491 22.5 40,942 17.2

当期プロダクト原価 260,112 100.0 236,977 100.0

－ 47 －



○　サービス原価明細書

（訂正前）　

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

１．商品仕入  46,775 12.3 22,787 10.7

２．人件費  19,285 5.0 22,744 10.6

３．外注費 73,325 19.2 52,618 24.6

 ４．経費  242,137 63.5 115,745 54.1

当期サービス原価  381,524 100.0 213,896 100.0

　（注）

前事業年度 当事業年度

原価計算方法は、実際個別原価計算によっております。 同左

（訂正後）　

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

１．商品仕入  46,775 15.5 22,787 10.7

２．人件費  19,285 6.4 22,744 10.6

３．外注費 104,925 34.8 52,618 24.6

 ４．経費  130,137 43.2 115,745 54.1

当期サービス原価  301,124 100.0 213,896 100.0

　（注）

前事業年度 当事業年度

原価計算方法は、実際個別原価計算によっております。 同左

－ 48 －



(3）キャッシュ・フロー計算書

　当社は当事業年度から連結財務諸表を作成しているため、「連結キャッシュ・フロー計算書」については、連結財務諸

表に記載しております。

　（訂正前）

前事業年度
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 154,959

減価償却費 210,650

長期前払費用償却 18,450

固定資産除却損 431

貸倒引当金の増減額（減少：△) △6,304

受取利息 △8,029

支払利息 19,576

新株発行費 6,413

社債発行費 7,500

匿名組合収益 △8,450

デリバティブ評価損 17,430

投資有価証券評価損 39,749

売上債権の増減額（増加：△） 436,031

たな卸資産の増減額（増加：△） △14,765

前渡金の増減額（増加：△） 34,736

前払費用の増減額（増加：△） 3,054

仕入債務の増減額（減少：△） 103,530

未払金の増減額(減少：△) △17,543

未払費用の増減額（減少：△） 9,221

未払消費税等の増減額（減少：△） 22,820

未収消費税等の増減額（増加：△） 2,787

前受金の増減額（減少：△） 8,659

その他流動資産の増減額（増加：△） 91

その他流動負債の増減額（減少：△） 4,827

　　　小計 1,045,830

利息の受取額 9,557

利息の支払額 △18,698

法人税等の支払額 △54,319

営業活動によるキャッシュ・フロー 982,369

－ 49 －



前事業年度
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日）

区分
注記
番号

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 △15,635

無形固定資産の取得による支出 △394,724

投資有価証券の取得による支出 △120,000

関係会社株式の取得による支出 △352,000

出資金の払込による支出 △525,000

貸し付けによる支出 △201,000

貸付金の回収による収入 232,373

長期前払費用の増加による支出 △39,313

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,415,299

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による純増減額（減少：△） △105,000

長期借入金の返済による支出 △69,380

株式の発行による収入 825,576

社債の発行による収入 392,500

社債の償還による支出 △198,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 845,696

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△) 412,767

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 87,199

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 499,966

－ 50 －



　（訂正後）

　当社は当事業年度から連結財務諸表を作成しているため、「連結キャッシュ・フロー計算書」については、連結財務諸

表に記載しております。

前事業年度
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失 △540,935

減価償却費 124,565

長期前払費用償却 14,000

固定資産除却損 431

貸倒引当金の増減額（減少：△) △6,304

受取利息 △8,029

支払利息 19,576

新株発行費 6,413

社債発行費 7,500

匿名組合収益 △13,459

デリバティブ評価損 17,430

投資有価証券評価損 39,749

売上債権の増減額（増加：△） 86,486

たな卸資産の増減額（増加：△） 28,479

前渡金の増減額（増加：△） 34,736

前払費用の増減額（増加：△） △3,766

未収金の増減額（減少：△） 349,545

仕入債務の増減額（減少：△） 43,680

未払金の増減額(減少：△) 7,305

未払費用の増加額 9,221

未払消費税等の増減額（減少：△） 25,454

前受金の増減額（減少：△） △91,340

預り金の増加額（減少：△） △79,454

長期未払金の増加額 116,106

その他 6,134

　　　小計 193,527

利息の受取額 9,557

利息の支払額 △18,698

法人税等の支払額 △54,319

営業活動によるキャッシュ・フロー 130,066

－ 51 －



前事業年度
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日）

区分
注記
番号

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 △12,740

無形固定資産の取得による支出 △80,023

投資有価証券の取得による支出 △120,000

関係会社株式の取得による支出 △352,000

貸し付けによる支出 △201,000

貸付金の回収による収入 232,373

長期前払費用の増加による支出 △29,604

投資活動によるキャッシュ・フロー △562,995

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による純増減額（減少：△） △105,000

長期借入金の返済による支出 △69,380

株式の発行による収入 825,576

社債の発行による収入 392,500

社債の償還による支出 △198,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 845,696

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△) 412,767

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 87,199

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 499,966

－ 52 －



(4）利益処分案及び損失処理案

　（訂正前）

前事業年度

株主総会承認日

（平成17年６月28日）

当事業年度

株主総会承認日

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益又は当期未
処理損失(△)

386,793 △1,745,426

Ⅱ　任意積立金取崩額

特別償却準備金取崩額 275 275 275 275

合計 387,068 △1,745,151

Ⅲ　次期繰越利益または次期繰
越損失(△)

387,068 △1,745,151

　（訂正後）

前事業年度

株主総会承認日

（平成17年６月28日）

当事業年度

株主総会承認日

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）  　　　区分
 注記
 番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失 1,063,101 Ⅰ　当期未処理損失  2,679,826

Ⅱ　任意積立金取崩額
Ⅱ　任意積立金取崩

額

特別償却準備
金取崩額

275 275
特別償却準備
金取崩額

 275 275

合計 1,062,826  　　　　合計  2,679,550

Ⅲ　次期繰越損失 1,062,826 Ⅲ　次期繰越損失  2,679,550

－ 53 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　（訂正前）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社は、当事業年度において前事業年度に比して売上高が

1,332,332千円減少（47％減）し、816,057千円の営業損失

を計上することとなり、営業キャッシュ・フローもマイナ

スとなっております。また、減損会計の強制適用に伴い、

財務体質の強化および事業分野の再構築を目的として、当

社資産全般につき今後の収益貢献性を精査、改めて見直し

を行った結果、1,221,795千円の特別損失を計上、当事業

年度は2,132,495千円の大幅な当期純損失を計上すること

となりました。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。

当社は、当事業年度においては、今後拡大が予想される

「Video-IT」分野の一般企業マーケットに対する事業展開

において、広範な市場ニーズに柔軟に対応できる開発資源

およびノウハウの整備が不十分であったため所定の成果を

達するにいたらず、重要な営業損失を計上することとなり

ました。同分野に対する事業戦略の再構築および財務体質

の強化を図る目的で、当事業年度において不採算部分につ

いては特別損失を計上、来事業年度以降の費用負担を大幅

に圧縮いたしましたが、重要な当期純損失を計上する結果

となりました。一方で既存マーケットである放送・映像業

界および文教業界に対しては、技術優位性を活かし、営業

の成果をあげることができました。今後につきましては、

当社のコア・コンピタンスであるデジタル映像技術を核と

して、幅広い市場ニーズに対応できる事業体制の再構築を

図っていく所存です。

事業体制の再構築のためには、当事業年度に行った不採算

部分の整理と併せ、新たな経営資源の獲得・整備が必要で

あるとの観点から、平成18年３月には株式会社インター

ネット総合研究所と業務提携を発表しております。今後に

つきましては、アライアンスの強化を通じて経営資源の整

備・拡充に努めてまいります。当社の持つデジタル映像技

術と新たな経営資源を融合させることで、確固たる収益基

盤の確保および事業の再構築を計画しており、当事業年度

に行った不採算資産整理の効果も加わり、来事業年度末に

おいては財務指標の大幅な改善を見込んでおります。 

資金面におきましては、重要な後発事象に記載のとおり、

転換社債型新株予約権付社債の発行により2,000,000千円

を調達しております。うち1,500,000千円につきましては

M&A等の資金使途が具体化するまで間、貸付金として運用

しておりますが、当座の運転資金として500,000千円を確

保しております。よって、現在のところ新たな資本調達は

計画しておりません。 

当社では、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消され

るものと判断しております。よって、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。 
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社は、前事業年度において203,267千円の営業損失、

255,939千円の経常損失、328,043千円の当期純損失を計上

し、当事業年度においても、415,607千円の営業損失、

507,057千円の経常損失、606,746千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。

　 　当社は、当事業年度においては、従来より得意とす

る放送業界におきましては、大手放送局の映像資産管理の

基幹として当社のデジタルアーカイブシステムが採用され

る等の成果をあげてまいりましたが、今後拡大が予想され

る「Video-IT」分野の一般企業マーケットに対する事業展

開においては所定の成果を達するにいたらず、重要な営業

損失、経常損失、当期純損失を計上することとなりまし

た。

今後は当社のコア・コンピタンスであるデジタル映像技術

を核として、幅広い市場ニーズに対応できる事業体制の再

構築を図っていく所存です。

　事業体制の再構築のためには、新たな経営資源の獲得・

整備が必要であるとの観点から、提携企業とのアライアン

スを積極的に推進し経営資源の整備・拡充に努めてまいり

ます。当社の持つデジタル映像技術と新たな経営資源を融

合させることで、確固たる収益基盤の確保および事業の再

構築を図ってまいります。

　資金面につきましては、平成16年9月3日には公募増資に

より827,700千円の資金調達を行い、財務基盤の強化に努

めてまいりました。

　当社では、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消さ

れるものと判断しております。よって、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。

　

当社は、当事業年度において428,387千円の営業損失、

554,909千円の経常損失、1,616,999千円の当期純損失を

計上した結果、894,167千円の債務超過となっておりま

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。

 　当社は、当事業年度においては、今後拡大が予想さ

れる「Video-IT」分野の一般企業マーケットに対する事

業展開において、広範な市場ニーズに柔軟に対応できる

開発資源およびノウハウの整備が不十分であったため所

定の成果を達するにいたらず、重要な営業損失を計上す

ることとなりました。同分野に対する事業戦略の再構築

および事業領域の選択と集中を図ってまいりましたが、

重要な当期純損失を計上する結果となりました。一方で

既存マーケットである放送・映像業界および文教業界に

対しては、技術優位性を活かし、営業の成果をあげるこ

とができました。今後につきましては、当社のコア・コ

ンピタンスであるデジタル映像技術を核として、幅広い

市場ニーズに対応できる事業体制の再構築を図っていく

所存です。

　事業体制の再構築のためには、当事業年度に行った不

採算部門の整理と併せ、新たな経営資源の獲得・整備が

必要であるとの観点から、平成18年３月には株式会社イ

ンターネット総合研究所と業務提携を発表しておりま

す。今後につきましては、アライアンスの強化を通じて

経営資源の整備・拡充に努めてまいります。当社の持つ

デジタル映像技術と新たな経営資源を融合させること

で、確固たる収益基盤の確保および事業の再構築を計画

しており、来事業年度末においては財務指標の大幅な改

善を見込んでおります。　　

　資金面におきましては、重要な後発事象に記載のと

おり、転換社債型新株予約権付社債の発行により

2,000,000千円を調達しております。うち1,500,000千

円につきましてはM&A等の資金使途が具体化するまで

間、貸付金として運用しておりますが、当座の運転資

金として500,000千円を確保しております。よって、

現在のところ新たな資本調達は計画しておりませ

ん。 

　当社では、継続企業の前提に関する重要な疑義は解

消されるものと判断しております。よって、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。
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  会計処理方法の変更

　（訂正前）

項目
前期事業年度 

（自　平成16年４月１日 
    至　平成17年３月31日） 

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

会計方針の変更  ───── 「固定資産の減損に係る会計基準」 

　当事業年度より（「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成15年10月31日

　企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。これにより営業損失、経常損

失は18,817千円減少し、税引前当期純損失

は98,561千円増加しております。

　（訂正後）

項目
前期事業年度 

（自　平成16年４月１日 
    至　平成17年３月31日） 

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

会計方針の変更  ───── 「固定資産の減損に係る会計基準」 

　当事業年度より（「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成15年10月31日

　企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。これにより税引前当期純損失

は25,161千円増加しております。なお、減

損損失累計額については、改正後の財務諸

表規則に基づき減損損失累計額の科目を

もって表示しております。
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　追加情報

　（訂正前）

前事業年度 
 （自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日） 

当連事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ────── 　（追加情報）

　従来、匿名組合出資金につきましては、匿名組合の資

産・負債および収益・費用は出資割合に応じて各出資者に

帰属し、財務および営業または事業の方針の決定は営業者

に委ねられていることから、支配力または影響力につなが

る関係はないため、匿名組合出資金については投資その他

の資産の「出資金」に含めておりましたが、当期より出資

比率をもって支配力または影響力を判断するものとし、出

資比率20％以上の匿名組合出資は投資その他の資産の関係

会社出資金に含めて表示しております。なお、前事業年度

末に投資その他資産の「出資金」に含まれていた出資比率

20％以上の匿名組合出資金は695,387千円であります。 

　（訂正後）

前事業年度 
 （自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日） 

当連事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ────── 　（追加情報）

　従来、匿名組合出資金につきましては、匿名組合の資

産・負債および収益・費用は出資割合に応じて各出資者に

帰属し、財務および営業または事業の方針の決定は営業者

に委ねられていることから、支配力または影響力につなが

る関係はないため、匿名組合出資金については投資その他

の資産の「出資金」に含めておりましたが、当期より出資

比率をもって支配力または影響力を判断するものとし、出

資比率20％以上の匿名組合出資は投資その他の資産の「関

係会社出資金」に含めて表示しております。なお、前事業

年度末に投資その他資産の「出資金」に含まれていた出資

比率20％以上の匿名組合出資金は150,768千円でありま

す。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

　（訂正前）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

関係会社株式　　　　　　  222,000千円

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金　 43,435千円

長期借入金　　　　　　　　 32,440千円 

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

関係会社株式　　　　　　        0千円

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金　 32,440千円

 

※２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取

　　　引銀行３行と当座貸越契約および貸出コミットメ

　　　ント契約を締結しております。この契約に基づく

　　　当期末の借入未実行残高は次のとおりでありま

　　　す。

当座貸越極度額および貸

出コミットメントの総額　　　　　750,000千円 

借入実行残高　　　　　　　　　　295,000千円 

　差引額　　　　　　　　　　　　455,000千円

※２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取

　　　引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

　　　この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次の

　　　とおりであります。

 

当座貸越極度額および貸

出コミットメントの総額　　　　　950,000千円 

借入実行残高　　　　　　　　　　500,000千円 

　差引額　　　　　　　　　　　　450,000千円

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　　　普通株式 77,360株

発行済株式総数　　　普通株式 22,366株

授権株式数　　　　　普通株式 77,360株

発行済株式総数　　　普通株式 22,734株

※４．関係会社項目

　　　 関係会社に対する資産には区分掲記されたもの

　　　 のほか次のものがあります。

※４．関係会社項目

　　　 関係会社に対する資産には区分掲記されたもの

　　　 のほか次のものがあります。

短期貸付金 64,000千円 短期貸付金 99,000千円
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　（訂正後）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

関係会社株式　　　　　　  222,000千円

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金　 43,435千円

長期借入金　　　　　　　　 32,440千円 

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

関係会社株式　　　　　　        0千円

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金　 32,440千円

 

※２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取

　　　引銀行３行と当座貸越契約および貸出コミットメ

　　　ント契約を締結しております。この契約に基づく

　　　当期末の借入未実行残高は次のとおりでありま

　　　す。

当座貸越極度額および貸

出コミットメントの総額　　　　　750,000千円 

借入実行残高　　　　　　　　　　295,000千円 

　差引額　　　　　　　　　　　　455,000千円

※２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取

　　　引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

　　　この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次の

　　　とおりであります。

 

当座貸越極度額および貸

出コミットメントの総額　　　　　950,000千円 

借入実行残高　　　　　　　　　　500,000千円 

　差引額　　　　　　　　　　　　450,000千円

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　　　普通株式 77,360株

発行済株式総数　　　普通株式 22,366株

授権株式数　　　　　普通株式 77,360株

発行済株式総数　　　普通株式 22,734株

※４．関係会社項目

　　　 関係会社に対する資産には区分掲記されたもの

　　　 のほか次のものがあります。

※４．関係会社項目

　　　 関係会社に対する資産には区分掲記されたもの

　　　 のほか次のものがあります。

短期貸付金 64,000千円 短期貸付金 99,000千円

※５.資本の欠損の額は1,062,000千円であります。　 ※５．資本の欠損の額は2,679,000千円であります。
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（損益計算書関係）

　（訂正前）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は47％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は53％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は34％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は66％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 53,100千円

従業員給与賞与 170,963千円

販売促進費 144,877千円

減価償却費 11,206千円

研究開発費 131,250千円

役員報酬 48,000千円

従業員給与賞与 180,749千円

販売促進費 85,499千円

減価償却費 6,013千円

研究開発費 290,307千円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 一般管理費に含まれる研究開発費

131,250千円 290,307千円

※３．関係会社項目

受取利息 2,869千円

※３．関係会社項目

受取利息 7,932千円

　　　　　　　　　　――――― ※４.減損損失　　　　　　　　　

 　減損損失の内訳は次のとおりです。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 用途 場所 種類 減損損失 

画像管理シス

テム

本社 所有権移転

外ファイナ

ンスリース

 31,737

ＶＯＤシステ

ム(VVnet) 

　本社 工具器具備

品

 24,137

ＶＯＤシステ

ム

(VideoTank)

　本社 工具器具備

品

 420 

配信システム　本社 工具器具備

品

 602

コンテンツ使

用料

本社 長期前払費

用

 60,480

 当社は減損損失を把握するにあたり、事業をシステムイ

ンテグレーション事業、プロダクト事業、サービス・その

他事業に分類し、更にそれぞれのプロジェクト・製品単位

にグーピングを実施しています。

リース資産については、市場環境の変化及び機能の陳腐化

により収益が悪化しているため、未経過リース料を基に算

定した帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失(31,737千円)として特別損失に計上しました。

工具器具備品及び長期前払費用については、市場環境の変

化及び事業分野の再構築に伴い収益性が著しく低下したた

め、帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失(85,641千円)として特別損失に計上しました。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使

用価値については、将来キャッシュ・フローを3.5％で割

引いて計算しています。　
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は54％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は46％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は37％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は63％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 53,100千円

従業員給与賞与 170,963千円

販売促進費 112,545千円

減価償却費 10,766千円

研究開発費 71,250千円

役員報酬 48,000千円

従業員給与賞与 180,749千円

販売促進費 53,617千円

減価償却費 6,013千円

研究開発費 97,307千円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 一般管理費に含まれる研究開発費

71,250千円 97,307千円

※３．関係会社項目

受取利息 2,869千円

※３．関係会社項目

受取利息 7,932千円

　　　　　　　　　　――――― ※４.減損損失　　　　　　　　　

 　減損損失の内訳は次のとおりです。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 用途 場所 種類 減損損失 

ＶＯＤシステ

ム(VVnet) 

　本社 工具器具備

品

 24,137

ＶＯＤシステ

ム

(VideoTank)

　本社 工具器具備

品

 420 

配信システム　本社 工具器具備

品

 602

 　当社は減損損失を把握するにあたり、事業をシステムイ

ンテグレーション事業、プロダクト事業、サービス・その他

事業に分類し、更にそれぞれのプロジェクト・製品単位に

グーピングを実施しています。

工具器具備品については、市場環境の変化及び事業分野の再

構築に伴い収益性が著しく低下したため、帳簿価格を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(25,161千円)とし

て特別損失に計上しました。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用

価値については、将来キャッシュ・フローを3.5％で割引い

て計算しています。　
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①　リース取引

　（訂正前）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損

損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品 

165,537 37,823 127,714

ソフト
ウェア

438,550 122,087 316,462

合計 604,087 159,910 444,176

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品 

165,537 67,451 9,150 88,935

ソフト
ウェア

543,550 213,063 20,806 309,679

合計 709,087 280,515 29,957 398,614

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 120,508千円

１年超 334,496千円

合計 455,004千円

１年内 134,772千円

１年超 289,974千円

合計 424,747千円

リース資産減損勘定の残高 12,920千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 110,173千円

減価償却費相当額 102,752千円

支払利息相当額 12,802千円

支払リース料 149,703千円

リース資産減損勘定の取崩額 18,817千円

減価償却費相当額 133,088千円

支払利息相当額 14,445千円

減損損失 31,737千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に

よっております。

同左
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品 

138,085 19,522 118,563

合計 138,085 19,522 118,563

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品 

138,085 49,150 88,935

合計 138,085 49,150 88,935

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 28,909千円

１年超 90,306千円

合計 119,215千円

１年内 27,231千円

１年超 63,075千円

合計 90,306千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 18,110千円

減価償却費相当額 17,328千円

支払利息相当額 1,389千円

支払リース料 31,062千円

減価償却費相当額 29,628千円

支払利息相当額 2,153千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

同左
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④　税効果会計

　（訂正前）

前事業年度
（平成17年3月31日）

当事業年度
（平成18年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税損金不算入 5,268千円

匿名組合費用損金不算入 2,329千円

未払賞与損金不算入 4,087千円

貸倒引当金損金不算入 2,956千円

減価償却超過 556千円

投資有価証券評価損損金不算入 8,648千円

外形標準課税損金不算入 2,659千円

繰延税金資産計 26,506千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △566千円

繰延税金負債計 △566千円

繰延税金資産の純額 25,939千円

繰延税金資産

関係会社出資金評価損等損金不算入 38,243千円

貸倒引当金損金不算入 51,001千円

投資有価証券評価損損金不算入 5,697千円

外形標準課税損金不算入 1,139千円

ソフトウェア評価損損金不算入 40,313千円

ソフトウェア除却損損金不算入 2,394千円

減損損失 40,114千円

関係会社株式評価損損金不算入 240,943千円

リース料損金不算入 1,653千円

繰延税金資産小計 421,502千円

評価性引当額 △421,502千円

繰延税金資産計 0千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △377千円

その他有価証券評価差額金 △2,442千円

繰延税金負債計 △2,819千円

繰延税金資産の純額 △2,819千円

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

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

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目

1.2％

都民税均等割額 1.5％

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △8.1％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率

35.1％

 当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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　（訂正後）

前事業年度
（平成17年3月31日）

当事業年度
（平成18年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

未払事業税損金不算入 5,268千円

匿名組合費用損金不算入 2,329千円

未払賞与損金不算入 4,087千円

貸倒引当金損金不算入 2,956千円

減価償却超過 556千円

投資有価証券評価損損金不算入 8,648千円

外形標準課税損金不算入 2,659千円

前払費用否認 1,254千円

有形固定資産否認 447千円

無形固定資産否認 160,615千円

長期前払費用否認 1,254千円

預り金加算 262,108千円

未払金加算 145,654千円

繰延税金資産小計 597,835千円

評価性引当額 △

597,835

千円

繰延税金資産計 －千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △566千円

繰延税金負債計 △566千円

繰延税金資産の純額 △566千円

繰延税金資産

関係会社出資金評価損等損金不算入 38,243千円

貸倒引当金損金不算入 51,001千円

投資有価証券評価損損金不算入 5,697千円

外形標準課税損金不算入 1,139千円

ソフトウェア評価損損金不算入 40,313千円

ソフトウェア除却損損金不算入 2,394千円

減損損失 34,856千円

関係会社株式評価損損金不算入 240,943千円

リース料損金不算入 1,653千円

前払費用否認 4,917千円

有形固定資産否認 251千円

無形固定資産否認 142,521千円

預り金加算 88,425千円

未払金加算 143,497千円

繰延税金資産小計 795,850千円

評価性引当額 △795,850千円

繰延税金資産計 －千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △377千円

その他有価証券評価差額金 △2,442千円

繰延税金負債計 △2,819千円

繰延税金資産の純額 △2,819千円

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

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

当期純損失が計上されているため記載しておりません。  当期純損失が計上されているため記載しておりません。

（１株当たり情報）

　（訂正前）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 94,372円08銭

１株当たり当期純利益 4,772円90銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 4,606円39銭

１株当たり純資産額 1,769円70銭

１株当たり当期純損失 △94,374円92銭 

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、潜在株式があるものの、当連結会計年度は、当期純損

失のため、記載を省略しております。    

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前事業年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益（△損失）金額

当期純利益（△損失）（千円） 100,612 △2,132,495

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（△損失）（千

円）
100,612 △2,132,495
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前事業年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

期中平均株式数（株） 21,080 22,596

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 762 －

（うち新株予約権） (762) －

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

 － （注）

　（注）　潜在株式の種類　新株予約権

当事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

株主総会特別決議日 平成14年９月30日

新株予約権の残高 593個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 1,186株

発行価格 165,000円

資本組入額 82,500円

新株予約権の行使期間
平成15年９月14日から

平成24年９月13日まで
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額  29,546円16銭

１株当たり当期純損失 28,783円02銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   －円－銭

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、

潜在株式があるものの、１株当たり当期純損失であるため、

記載をしておりません。

１株当たり純資産額 △39,331円71銭

１株当たり当期純損失 71,561円32銭

 

 

同左

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前事業年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（千円） 606,746 1,616,999

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） 606,746 1,616,999

期中平均株式数（株） 21,080 22,596

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 762 －

（うち新株予約権） (762) －

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

 － 新株予約権　１種類　593個

－ 67 －


