
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20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20年３月期　決算短信（連結・個別）」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20年３月期決算短信（連結・個別）の概要】

　決算期：平成20年決算短信（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　公表日：平成20年５月23日

－ 1 －



１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

　(1）連結経営成績

（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 ％

20年３月期 2,867 156.7 44 － 14 － △234 －

19年３月期 1,117 △29.0 △409 － △483 － △1,050 －

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３月期 △5,014 50 － － △9.3 0.5 1.5

19年３月期 △44,626 57 － － － － △36.7

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 △18百万円

（訂正後） （％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 ％

20年３月期 2,867 184.0 104 － 74 － △174 －

19年３月期 1,009 △8.4 △154 － △197 － △251 －

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３月期 △3,732 00 － － － 2.9 3.7

19年３月期 △10,703 72 － － － － △15.3

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

　（訂正前）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 2,602 166 3.5 1,899 11

19年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 20年３月期 91百万円 19年３月期 －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３月期 2,582 90 3.5 319 96

19年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 20年３月期 15百万円 19年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

（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

20年３月期 54 315 △565 662

19年３月期 68 205 328 858

（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

20年３月期 54 315 △565 662

19年３月期 10 263 328 858
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（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

　(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 ％

20年３月期 821 81.3 △234 － △223 － △293 －

19年３月期 1,009 △32.8 △331 － △447 － △1,050 －

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

20年３月期 6,279 08 － －

19年３月期 △44,626 57 － －

（訂正後） （％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 ％

20年３月期 821 81.3 △174 － △163 － △233 －

19年３月期 1,009 △32.8 △141 － △197 － △251 －

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

20年３月期 △4,996 91 － －

19年３月期 △10,703 73 － －

(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３月期 1,103 106 2.9 669 25

19年３月期 1,455 95 6.6 2,122 16

（参考）自己資本 20年３月期 32百万円 19年３月期 95百万円

（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３月期 1,083 30 2.8 636 11

19年３月期 1,422 △40 △2.8 △897 38

（参考）自己資本 20年３月期 △43百万円 19年３月期 △40百万円

－ 3 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

    ①業績の概要

　（訂正前）

　（中略）

　 以上の結果、当連結会計期間の当社グループの売上高は2,867,759千円（前年同期比156.74％増）となり、営業利

益は44,261千円（前期は営業損失409,693千円）、経常利益は14,290千円（前期は経常損失483,492千円）、当期純損

失は234,026千円（前期は当期純損失1,050,152千円）となりました。

＜省略＞

　（訂正後）

　以上の結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は2,867,759千円（前年同期比184.01％増）となり、営業利益

は104,115千円（前期は営業損失154,220千円）、経常利益は74,144千円（前期は経常損失197,057千円）、当期純損失

は174,172千円（前期は当期純損失251,880千円）となりました。

　＜省略＞

(2）財政状態に関する分析

　（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、社債等の償還による支

出要因がありましたが、出資金及び匿名組合出資金の分配、子会社株式の取得、新株予約権付社債発行、減価償却費

等の非資金費用の増加等の増加要因もあり、当期末は662,778千円となりました。

（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の結果、資金は54,516千円の収入となりました。これは減価償却費129,318千円があり

ましたが、税金等調整前当期純損失による79,102千円の支出、法人税の支払111,964千円等の要因があったことによ

るものです。

（投資活動によるキャッシュフロー）

　当連結会計年度の投資活動の結果得られた資金は315,253千円となりました。これは出資金分配による収153,179

千円、匿名組合出資金分配による収入194,804千円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入135,019千円

等が主な要因です。

（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、資金は565,886千円の支出となりました。これは、新株予約権付社債発

行による収入399,706千円、長期借入金による収入300,000千円があったものの、新株予約権付社債の償還による支出

300,000千円、社債の償還による支出317,000千円、長期借入金の返済による支出が644,214千円等があったことが要

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16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率 38.5％ 51.1％ 1.8％ 6.6％ 3.5％　

時価ベースの自己資

本比率
148.5％ 146.3％ 262.9％ 216.5％ 　191.1％

債務償還年数 － 1.6年 －  9.9年 30.7年　

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
－ 52.5 － 5.0 1.1　

(注)（省略）

　（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、社債等の償還による支

出要因がありましたが、出資金及び匿名組合出資金の分配、子会社株式の取得、新株予約権付社債発行、減価償却費

等の非資金費用の増加等の増加要因もあり、当期末は662,778千円となりました。

㈱アイ・ビー・イーホールディングス (2347) 平成 20 年３月期決算短信
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（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の結果、資金は54,516千円の収入となりました。これは減価償却費117,166千円があり

ましたが、税金等調整前当期純損失による19,248千円の支出、法人税の支払111,964千円等の要因があったことによ

るものです。

（投資活動によるキャッシュフロー）

　当連結会計年度の投資活動の結果得られた資金は315,253千円となりました。これは出資金分配による収153,179

千円、匿名組合出資金分配による収入194,804千円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入135,019千円

等が主な要因です。

（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、資金は565,886千円の支出となりました。これは、新株予約権付社債発

行による収入399,706千円、長期借入金による収入300,000千円があったものの、新株予約権付社債の償還による支出

300,000千円、社債の償還による支出317,000千円、長期借入金の返済による支出が644,214千円等があったことが要

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16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率 15.3％ 21.0％ △47.7％ △2.8％ 3.5％　

時価ベースの自己資

本比率
159.6％ 191.4％ 310.2％ 221.5％ 135.8％

債務償還年数 － 11.8年 －  102.9年 30.8年　

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
－ 7.0 － 0.8 1.1　

㈱アイ・ビー・イーホールディングス (2347) 平成 20 年３月期決算短信
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

　（訂正前）

  
当連結会計年度

（平成20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   708,202  

２．受取手形及び売掛金   409,505  

３．たな卸資産   86,399  

４. 繰延税金資産   12,367  

５．その他   43,363  

貸倒引当金   △12,405  

　　　流動資産合計   1,247,433 47.9

Ⅱ　固定資産     

(１)有形固定資産     

１．建物及び構築物 ※２　 436,712   

減価償却累計額  115,750 320,962  

２．工具器具及び備品  173,369   

減価償却累計額  137,222 36,147  

３．土地   621,473  

４．その他 ※２　 16,181   

減価償却累計額  13,400 2,781  

有形固定資産合計   981,365 37.7

(２)無形固定資産     

１．ソフトウェア   78,698  

２．のれん   68,692  

３．その他   19,738  

無形固定資産合計   167,129 6.4

(３)投資その他の資産     

１．投資有価証券   9,200 0.4

２．長期貸付金   9,800 0.4

３. その他 ※１　  199,190 7.7

貸倒引当金   △11,431 △0.4

投資その他の資産合計   206,758 7.9

固定資産合計   1,355,253 52.1

資産合計
  2,602,686 100.0

㈱アイ・ビー・イーホールディングス (2347) 平成 20 年３月期決算短信
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当連結会計年度

（平成20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   148,072  

２．短期借入金   200,999  

３．1年以内返済予定長期借入金 ※２  183,260  

４．1年以内償還予定社債   140,000  

５．未払法人税等   19,874  

６．リース資産減損勘定   81,021  

７．賞与引当金   15,622  

８．株主優待引当金   4,000  

９．その他   227,671  

流動負債合計   1,020,521 39.2

Ⅱ　固定負債     

１．社債   180,000  

２．新株予約権付社債   400,000  

３．長期借入金 ※２　  573,770  

４．繰延税金負債   41,837  

５．負ののれん   116,342  

６．その他   103,814  

固定負債合計   1,415,765 54.4

負債合計   2,436,286 93.6

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,590,542 61.1

２．資本剰余金   1,529,964 58.8

３．利益剰余金   △3,028,779
△

116.4

株主資本合計   91,727 3.5

Ⅱ　新株予約権   74,672 2.9

純資産合計   166,400 6.4

負債純資産合計   2,602,686 100.0

     

㈱アイ・ビー・イーホールディングス (2347) 平成 20 年３月期決算短信
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　（訂正後）

  
当連結会計年度

（平成20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   708,202  

２．受取手形及び売掛金   409,505  

３．たな卸資産   86,399  

４. 繰延税金資産   12,367  

５．その他   43,363  

貸倒引当金   △12,405  

　　　流動資産合計   1,247,433 48.3

Ⅱ　固定資産     

(１)有形固定資産     

１．建物及び構築物 ※２　 436,712   

減価償却累計額  115,750 320,962  

２．工具器具及び備品  171,337   

減価償却累計額  135,384 35,952  

３．土地 ※２　  621,473  

４．その他  16,181   

減価償却累計額  13,400 2,781  

有形固定資産合計   981,169 38.0

(２)無形固定資産     

１．ソフトウェア   58,698  

２．のれん   68,692  

３．その他   19,738  

無形固定資産合計   147,129 5.7

(３)投資その他の資産     

１．投資有価証券   9,200  

２．長期貸付金   9,800  

３．出資金   37,643  

４．長期前払費用   40,315  

５. その他 ※１  121,229  

貸倒引当金   △11,431 △0.4

投資その他の資産合計   206,758 8.0

固定資産合計   1,335,057 51.7

資産合計
  2,582,491 100.0

㈱アイ・ビー・イーホールディングス (2347) 平成 20 年３月期決算短信
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当連結会計年度

（平成20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   148,072  

２．短期借入金   200,999  

３．1年以内返済予定長期借入金 ※２  183,260  

４．1年以内償還予定社債   140,000  

５．未払法人税等   19,874  

６．未払消費税   17,908  

７．未払金   139,767  

８．預り金   39,661  

９．引当金   19,622  

10．その他   129,903  

流動負債合計   1,039,069 40.2

Ⅱ　固定負債     

１．社債   180,000  

２．新株予約権付社債   400,000  

３．長期借入金 ※２　  573,770  

４．繰延税金負債   41,837  

５．負ののれん   116,342  

６．その他   141,343  

固定負債合計   1,453,294 56.3

負債合計   2,492,364 96.5

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,590,542 61.6

２．資本剰余金   1,529,964 59.2

３．利益剰余金   △3,105,052
△

120.2

株主資本合計   15,454 0.6

Ⅱ　新株予約権   74,672 2.9

純資産合計   90,127 3.5

負債純資産合計   2,582,491 100.0
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(2）連結損益計算書

　（訂正前）

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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   1,117,000 100.0  2,867,759 100.0

Ⅱ　売上原価   918,180 82.2  1,908,090 66.5

売上総利益   198,820 17.8  959,669 33.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  608,514 54.5  915,407 31.9

営業利益(△損失)   △409,693 △36.7  44,261 1.5

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  16,815   2,162   

２．負ののれん償却額  －   11,871   

３．関係会社出資金分配収益  －   15,196   

４．研究開発助成金  29,331   －   

５. その他  4,898 51,046 4.6 5,023 34,253 1.2

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  13,881   53,542   

２．社債発行費  24,894   －   

３. 株式発行費  32,545   －   

４. 新株予約権発行費  25,361   －   

５．持分法による投資損失  18,199   －   

６．貸倒引当金繰入  －   7,100   

７．その他  9,963 124,845 11.2 3,582 64,224 2.2

経常利益(△損失)   △483,492 △43.3  14,290 0.5
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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. 固定資産売却益 ※３ 77,765   －   

２. 移転補償収入  －   7,963   

　３. 損害賠償金収入  －   2,810   

　４. 貸倒引当金戻入益  2,421   475   

５. その他   6 80,193 7.2 － 11,249 0.4

Ⅶ　特別損失        

１．投資有価証券評価損  49,399   19,649   

２. リース解約損  77,711   5,949   

３．減損損失 ※６ 281,206   5,407   

４．商品評価損  －   29,920   

５．債権売却損  －   18,260   

６．固定資産除却損 ※５ －   18,957   

７．固定資産売却損 ※４ －   229   

８．ソフトウェア評価損  230,629   －   

９. その他  6,034 644,982 57.7 6,269 104,642 3.6

税金等調整前当期純損失   1,048,281 △93.8  79,102 △2.8

法人税、住民税及び事業
税

 2,059   89,767   

法人税等調整額  △188 1,871 0.2 32,062 121,829 4.2

少数株主利益   － －  33,093 1.2

当期純損失   1,050,152 △94.0  234,026 △8.2
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　（訂正後）

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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   1,009,749 100.0  2,867,759 100.0

Ⅱ　売上原価   661,453 65.5  1,848,236 64.4

売上総利益   348,295 34.5  1,019,523 35.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  502,516 49.8  915,407 31.9

営業利益(△損失)   △154,220 △15.3  104,115 3.7

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  16,811   2,162   

２．負ののれん償却額  －   11,871   

３．関係会社出資金分配収益  －   15,196   

４．研究開発助成金  29,331   －   

５．デリバティブ評価益  969   1,865   

６．持分法による投資利益  7,464   －   

７. その他  10,286 64,864 6.4 3,158 34,253 1.2

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  13,881   53,542   

２．社債発行費  24,894   －   

３. 株式交付費  32,545   －   

４. 新株予約権発行費  25,361   －   

５. 貸倒引当金繰入  －   7,100   

６．支払保証料  7,582   2,618   

７．その他  3,438 107,701 10.7 963 64,224 2.2

経常利益(△損失)   △197,057 △19.5  74,144 2.6
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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. 固定資産売却益 ※３ 77,765   －   

２. 移転補償収入  －   7,963   

　３. 損害賠償金収入  －   2,810   

　４. 貸倒引当金戻入益  2,421   475   

５. その他   6 80,193 7.9 － 11,249 0.4

Ⅶ　特別損失        

１．投資有価証券評価損  49,399   19,649   

２. リース解約損  77,711   5,949   

３．減損損失 ※６ －   5,407   

４．商品評価損  －   29,920   

５．債権売却損  －   18,260   

６．固定資産除却損 ※５ －   18,957   

７．固定資産売却損 ※４ －   229   

８. その他  6,034 133,145 13.2 6,269 104,642 3.6

税金等調整前当期純損失   250,009 △24.8  19,248 △0.7

法人税、住民税及び事業
税

 2,059   89,767   

法人税等調整額  △188 1,871 0.2 32,062 121,829 4.2

少数株主利益   － －  33,093 1.2

当期純損失   251,880 △24.9  174,172 △6.1
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(3）連結株主資本等変動計算書

　（訂正前）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,002,105 781,445 △1,744,600 38,949

連結会計年度中の変動額

新株の発行 553,437 553,437 － 1,106,874

当期純損失 － － △1,050,152 △1,050,152

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

553,437 553,437 △1,050,152 56,721

平成19年３月31日　残高（千円） 1,555,542 1,334,882 △2,794,753 95,671

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,283 1,283 － 40,232

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － 1,106,874

当期純損失 － － － △1,050,152

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△1,283 △1,283 － △1,283

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,283 △1,283 － 55,438

平成19年３月31日　残高（千円） － － － 95,671
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 1,555,542 1,334,882 △2,794,753 － 95,671

連結会計年度中の変動額

新株の発行 35,000 35,000 － － 70,000

株式交換による変動額 － 159,773 － － 159,773

当期純損失 － － △234,026 － △234,026

自己株式の取得 － － － △1,380 △1,380

自己株式の処分 － 309 － 1,380 1,689

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

35,000 195,082 △234,026 － △3,944

平成20年３月31日　残高（千円） 1,590,542 1,529,964 △3,028,779 － 91,727

新株予約権 純資産合計

平成19年３月31日　残高（千円） － 95,671

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － 70,000

株式交換による変動額 － 159,773

当期純損失 － △234,027

自己株式の取得 － △1,380

自己株式の処分 － 1,689

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

74,672 74,672

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

74,672 70,729

平成20年３月31日　残高（千円） 74,672 166,400
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　（訂正後）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,002,105 781,445 △2,679,000 △895,450

連結会計年度中の変動額

新株の発行 553,437 553,437 － 1,106,874

当期純損失 － － △251,880 △251,880

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

553,437 553,437 △251,880 854,994

平成19年３月31日　残高（千円） 1,555,542 1,334,882 △2,930,880 △40,455

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,283 1,283 － △894,167

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － 1,106,874

当期純損失 － － － △251,880

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△1,283 △1,283 － △1,283

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,283 △1,283 － 853,711

平成19年３月31日　残高（千円） － － － △40,455
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 1,555,542 1,334,882 △2,930,880 － △40,455

連結会計年度中の変動額

新株の発行 35,000 35,000 － － 70,000

株式交換による変動額 － 159,773 － － 159,773

当期純損失 － － △174,172 － △174,172

自己株式の取得 － － － △1,380 △1,380

自己株式の処分 － 309 － 1,380 1,689

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

35,000 195,082 △174,172 － 55,910

平成20年３月31日　残高（千円） 1,590,542 1,529,964 △3,105,052 － 15,454

新株予約権 純資産合計

平成19年３月31日　残高（千円） － △40,455

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － 70,000

株式交換による変動額 － 159,773

当期純損失 － △174,172

自己株式の取得 － △1,380

自己株式の処分 － 1,689

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

74,672 74,672

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

74,672 130,582

平成20年３月31日　残高（千円） 74,672 90,127
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(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４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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  △1,048,281 △79,102

減価償却費  125,753 129,318

のれん償却  － 3,880

長期前払費用償却  92,305 3,637

貸倒引当金の増加額  5,649 9,206

株主優待引当金の増加額  4,000 －

賞与引当金の増減  － 6,663

受取利息及び受取配当金  △16,815 △2,162

支払利息  13,881 53,542

負ののれん償却  － △11,871

社債発行費  24,894 294

株式報酬費用  － 8,771

株式交付費  32,545 418

新株予約権発行費  25,361 －

関係会社出資金分配収益  － △15,196

その他（保証料）  － 2,618

債権売却損  － 18,260

デリバティブ評価益  △969 △1,865

持分法による投資損失  18,199 －

有形固定資産売却損益  △77,765 229

投資有価証券評価損  49,399 19,649

投資有価証券売却損益  2,583 －

移転補償収入  － △7,963

損害賠償金収入  － △2,810

定期預金解約損  3,447 －

減損損失  281,206 5,407

有形固定資産除却損  － 18,957

ソフトウェア評価損  230,629 －

リース解約損  77,711 5,949

売上債権の減少額  392,585 5,386

たな卸資産の減少額  12,849 33,828
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

仕入債務の増加額（△減少
額）

 △119,636 32,252

未払金の減少額  △107,844 △3,179

その他流動資産の減少額
（△増加額）

 80,673 16,006

その他流動負債の増加額
（△減少額）

 △36,325 △44,404

その他  － △419

小計  66,035 205,305

利息及び配当金の受取額  17,456 2,309

利息の支払額  △13,504 △51,907

損害賠償金による収入  － 2,810

移転補償による収入  － 7,963

法人税等の支払額  △1,864 △111,964

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 68,123 54,516
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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

   

      定期預金の解約による収入  96,555 －

有形固定資産の取得による
支出

 △20,206 △25,791

有形固定資産の売却による
収入 

 77,765 23

ソフトウェアの取得による
支出

 △2,176 △10,667

ソフトウェア仮勘定の取得
による支出

 － △38,730

投資有価証券の取得による
支出

 △10,000 △12,000

投資有価証券の売却による
収入 

 47,416 －

投資有価証券の償還による
収入 

 35,000 －

リース解約による支出  △77,711 △5,949

関係会社株式取得による支
出 

 － △1,500

出資金増加による支出  － △15,830

出資金返戻による収入  4,783 －

出資金分配による収入  5,423 153,179

匿名組合出資金分配による
収入

 － 194,804

貸付による支出  △1,525,000 －

貸付金の回収による収入  1,584,377 4,800

債権回収による収入  － 140

連結範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による収入

 － 135,019

事業譲受による支出  － △76,108

長期前払費用の増加による
支出

 △2,100 △1,961

その他（敷金保証金）の増
加 

 △8,796 －

保証金の返戻による収入  － 14,300

預り敷金保証金の預かりに
よる収入

 － 1,525

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 205,332 315,253

㈱アイ・ビー・イーホールディングス (2347) 平成 20 年３月期決算短信
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

   

短期借入金の返済による支
出 

 △500,000 △4,900

長期借入による収入  ― 300,000

長期借入金の返済による支
出

 △52,440 △644,214

社債の償還による支出  △513,000 △317,000

新株予約権付社債の発行に
よる収入

 1,975,105 399,706

新株予約権付社債の償還に
よる支出

 △1,600,000 △300,000

自己株式処分による収入  ― 1,901

自己株式取得による支出  ― △1,380

株式の発行による収入  1,043,900 －

新株予約権の発行に伴う純
支出

 △24,932 －

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 328,633 △565,886

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加額
（減少額△）

 602,089 △196,116

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 256,805 858,894

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高  858,894 662,778
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　（訂正後）

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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  △250,009 △19,248

減価償却費  37,937 117,166

長期前払費用償却  176 3,637

貸倒引当金の増加額  5,649 9,206

株主優待引当金の増加額  4,000 －

賞与引当金の増加額  － 6,663

受取利息及び受取配当金  △16,811 △2,162

支払利息  13,881 53,542

負ののれん償却  － △7,991

社債発行費  24,894 294

株式報酬費用  － 8,771

株式交付費  32,545 －

新株予約権発行費  25,361 －

関係会社出資金分配収益  － △15,196

その他（保証料）  － 2,618

債権売却損  － 18,260

デリバティブ評価益  △969 △1,865

持分法による投資利益  △7,467 －

匿名組合費用  1,057 －

有形固定資産売却損益 (△
益)

 △77,765 229

投資有価証券評価損  49,399 19,649

投資有価証券売却損  2,583 －

移転補償収入  － △7,963

損害賠償金収入  － △2,810

定期預金解約損  3,444 －

減損損失  － 5,407

有形固定資産除却損  － 18,957

リース解約損  77,711 5,949

売上債権の減少額  291,882 5,386

たな卸資産の減少額  12,849 33,828

㈱アイ・ビー・イーホールディングス (2347) 平成 20 年３月期決算短信
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

仕入債務の増加額（△減少
額）

 △119,636 32,252

未払金の減少額  △132,581 △102,749

長期未払金の増減  △91,165 －

預け金の増減（増加：△）  267,000 －

その他  △144,967 23,471

小計  9,000 205,305

利息及び配当金の受取額  17,452 2,309

利息の支払額  △14,463 △51,907

損害賠償金による収入  － 2,810

移転補償による収入  － 7,963

法人税等の支払額  △1,864 △111,964

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 10,124 54,516
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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

   

      定期預金の解約による収入  96,555 －

有形固定資産の取得による
支出

 △20,206 △25,791

有形固定資産の売却による
収入 

 77,765 23

ソフトウェアの取得による
支出

 △2,176 △10,667

ソフトウェア仮勘定の取得
による支出

 － △38,730

投資有価証券の取得による
支出

 △10,000 △12,000

投資有価証券の売却による
収入 

 47,416 －

投資有価証券の償還による
収入 

 35,000 －

リース解約による支出  △77,711 △5,949

関係会社株式取得による支
出 

 － △1,500

出資金増加による支出  － △15,830

出資金分配による収入  － 153,179

匿名組合出資金分配による
収入

 68,207 194,804

貸付による支出  △1,525,000 －

貸付金の回収による収入  1,584,337 4,800

債権回収による収入  － 140

連結範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による収入

※３　 － 135,019

事業譲受による支出  － △76,108

長期前払費用の増加による
支出

 △2,100 △1,961

保証金の返戻による収入  △8,796 14,300

預り敷金保証金の預かりに
よる収入

 － 1,525

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 263,332 315,253
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

   

短期借入金の返済による支
出 

 △500,000 △4,900

長期借入による収入  ― 300,000

長期借入金の返済による支
出

 △52,440 △644,214

社債の償還による支出  △513,000 △317,000

新株予約権付社債の発行に
よる収入

 △24,932 －

新株予約権の発行による収
入

 1,975,105 399,706

新株予約権の償還による支
出

 △1,600,000 △300,000

自己株式処分による収入  ― 1,901

自己株式取得による支出  ― △1,380

株式の発行による収入  1,043,900 －

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 328,633 △565,886

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加額
（減少額△）

 602,089 △196,116

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 256,805 858,894

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高  ※１ 858,894 662,778
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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）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当社グループは、前連結会計年度において2,111,547千

円の大幅な当期純損失を計上し、当連結会計年度において

も409,693千円の営業損失、483,492千円の経常損失、

1,050,152千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、前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拡充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、前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、当連結会計年度以降の費

用負担を圧縮いたしましたが、当連結会計年度においても

重要な当期純損失を計上する結果となりました。当社では、

当連結会計年度においては、新たな経営陣を選任し経営体

制の強化に努め、幅広い市場ニーズに対応できる事業体制

の再構築を図っております。前連結会計年度に比して損益

状況、財務体質ともに改善の方向に向かってはいるものの、

収益を生み出す企業体質への転換を果たすためには、更な

る事業分野の選択と集中が必要との観点から、当社資産全

般について今後の事業方針等も鑑み、その資産性を改めて

精査いたしました。その結果、当連結会計年度において

644,982千円の特別損失を計上、1,050,152千円の当期純損

失を計上することとなりました。

当社ではこれらの状況を解消すべく、アライアンスの強

化を通じて経営資源の整備・拡充に努めております。平成

18年３月に株式会社インターネット総合研究所、平成19年

１月に株式会社ネット・タイム、平成19年２月には株式会

社シブヤテレビジョンと包括的な業務提携契約を締結して

おります。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、前連結会計年度および当連結会

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

計年度以降の損益構造の改善を見込んでおります。

当社グループは、前々連結会計年度2,111,547千円、前

連結会計年度1,050,152千円の大幅な当期純損失を計上し、

当連結会計年度においては、234,026千円の当期純損失を

計上しており、当該状況により、継続企業の前提に重要な

疑義が存在しております。　　

連結財務諸表提出会社である当社は、前々連結会計年度

において計上した大幅な損失・財務指標の悪化を解消する

ために、前連結会計年度においては、新たな経営陣を選任

し経営体制の強化に努め、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まいりました。その結果、損益

状況、財務体質ともに改善されてはおりますが、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、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拡充が不十分であったため

所定の成果を達するにいたらず、前連結会計年度において

重要な営業損失を計上することとなりました。当連結会計

年度においては事業再構築の成果もあり、大幅な固定費の

削減を実現するなど収益体質の改善に努め、44,261千円の

営業利益、14,290千円の経常利益を計上しております。し

かしながら、投資有価証券評価損や子会社での税金費用の

発生等により、当連結会計年度においては、234,026千円

の当期純損失を計上することとなりました。 

当社ではアライアンスの強化を通じて更なる経営資源の

整備・拡充に努めており、平成19年１月に株式会社ネッ

ト・タイム、平成19年２月には株式会社シブヤテレビジョ

ンと包括的な業務提携契約を締結し、同年４月には両社を

連結子会社化し、株式会社ネットタイムについては平成19

年９月１日、株式会社シブヤテレビジョンについては平成

20年1月31日をもって完全子会社化しております。

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

ることにより、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、前連結会計年度に行った不採算資産整

理の効果も加わり、翌連結会計年度以降の損益構造の更な

る改善に向けた取り組みを行っております。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

資金面におきましては、平成19年３月８日に業務提携先

である株式会社シブヤテレビジョンとの共同事業展開を推

進するために同社の親会社である株式会社ケン・コーポ

レーションをはじめとする引受先に対し第三者割当による

新株発行を行い、総額921,670千円の資金を調達しており

ます。また、平成18年4月13日に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。同

社債につきましてはその後の当社の資本調達の状況や株式

市場の動向を考慮し、将来の償還リスクを軽減する観点か

ら、当連結会計年度に1,600,000千円の買入消却を行って

おりますが、当座の運転資金として400,000千円を確保し

ております。さらに株主資本の強化を図るため平成18年7

月3日に第2回新株予約権6,500株を発行、平成18年12月15

日には第3回新株予約権13,000株を発行いたしました。こ

れら新株予約権は既存株式価値の希薄化懸念を考慮し、平

成19年２月21日に同日時点の残存部分全部につき当社によ

る取得及び消却を行っておりますが、当連結会計年度にお

いて2,185株の新株予約権の行使により、155,136千円の払

込を受けております。このように当連結会計年度において

当社では財務体質強化を重要な経営課題として位置づけ、

その基盤強化に取り組んでまいりました。

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。 

資金面におきましては、平成19年３月８日に業務提携先

である株式会社シブヤテレビジョンとの共同事業展開を推

進するために同社の親会社である株式会社ケン・コーポ

レーションをはじめとする引受先に対し第三者割当による

新株発行を行い、総額921,670千円の資金を調達しており

ます。また、平成19年８月９日には業務提携も視野に入れ、

大和ハウス工業株式会社、株式会社ケン・コーポレーショ

ンを割当先とし総額400,000千円の転換社債型新株予約権

付社債を発行しております。このように当社では安定した

経営基盤の確立と財務体質強化に取り組んでまいりました。

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。
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　（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当社グループは、前連結会計年度において1,596,051千

円の大幅な当期純損失を計上し、当連結会計年度において

も251,880千円の当期純損失を計上した結果、40,455千円

の債務超過になっております。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、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。　　

当社ではこれらの状況を解消すべく、アライアンスの強

化を通じて経営資源の整備・拡充に努めております。平成

18年３月に株式会社インターネット総合研究所、平成19年

１月に株式会社ネット・タイム、平成19年２月には株式会

社シブヤテレビジョンと包括的な業務提携契約を締結して

おります。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、前連結会計年度および当連結会

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

計年度以降の損益構造の改善を見込んでおります。

資金面におきましては、平成19年３月８日に業務提携先

である株式会社シブヤテレビジョンとの共同事業展開を推

進するために同社の親会社である株式会社ケン・コーポ

レーションをはじめとする引受先に対し第三者割当による

新株発行を行い、総額921,670千円の資金を調達しており

ます。また、平成18年4月13日に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。同

社債につきましてはその後の当社の資本調達の状況や株式

市場の動向を考慮し、将来の償還リスクを軽減する観点か

ら、当連結会計年度に1,600,000千円の買入消却を行って

おりますが、当座の運転資金として400,000千円を確保し

ております。

当社グループは、前々連結会計年度1,596,051千円、前

連結会計年度251,879千円の大幅な当期純損失を計上し、

当連結会計年度においては、174,172千円の当期純損失を

計上しており、当該状況により、継続企業の前提に重要な

疑義が存在しております。　　　

連結財務諸表提出会社である当社は、前々連結会計年度

において計上した大幅な損失・財務指標の悪化を解消する

ために、前連結会計年度においては、新たな経営陣を選任

し経営体制の強化に努め、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まいりました。その結果、損益

状況、財務体質ともに改善されてはおりますが、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、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拡充が不十分であったため

所定の成果を達するにいたらず、前連結会計年度において

重要な営業損失を計上することとなりました。当社ではア

ライアンスの強化を通じて更なる経営資源の整備・拡充に

努めており、平成19年１月に株式会社ネット・タイム、平

成19年２月には株式会社シブヤテレビジョンと包括的な業

務提携契約を締結し、同年４月には両社を連結子会社化し、

株式会社ネット・タイムについては平成19年９月１日、株

式会社シブヤテレビジョンについては平成20年1月31日を

もって完全子会社化しております。　

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

せることにより、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、前連結会計年度に行った不採算部門

の整理の効果も加わり、翌連結会計年度以降の損益構造の

更なる改善に向けた取り組みを行っております。　

資金面におきましては、平成19年３月８日に業務提携先

である株式会社シブヤテレビジョンとの共同事業展開を推

進するために同社の親会社である株式会社ケン・コーポ

レーションをはじめとする引受先に対し第三者割当による

新株発行を行い、総額921,670千円の資金を調達しており

ます。また、平成19年８月９日には業務提携も視野に入れ、

大和ハウス工業株式会社、株式会社ケン・コーポレーショ

ンを割当先とし総額400,000千円の転換社債型新株予約権

付社債を発行しております。このように当社では安定した

経営基盤の確立と財務体質強化に取り組んでまいりました。

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。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

さらに株主資本の強化を図るため平成18年7月3日に第2

回新株予約権6,500株を発行、平成18年12月15日には第3回

新株予約権13,000株を発行いたしました。これら新株予約

権は既存株式価値の希薄化懸念を考慮し、平成19年２月21

日に同日時点の残存部分全部につき当社による取得及び消

却を行っておりますが、当連結会計年度において2,185株

の新株予約権の行使により、155,136千円の払込を受けて

おります。このように当連結会計年度において当社では財

務体質強化を重要な経営課題として位置づけ、その基盤強

化に取り組んでまいりました。　

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。

　　　　　　　　　　　─────
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表示方法の変更

　（訂正前）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （連結損益計算書）

1.　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「デリ

　バティブ評価益」（当連結会計年度は969千円）は、

　営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営

　業外収益の「その他」に含めて表示しております。 

２.　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「支

　払保証料」（当連結会計年度は7,582千円）は、営業

　外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外

　費用の「その他」に含めて表示しております。

 

 （連結損益計算書）

1.　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「社

　債発行費」（当連結会計年度は294千円）及び「株

　式交付費」（当連結会計年度は418千円）は、営業

　外収益の総額の100分の10以下となったため、営業

　外収益の「その他」に含めて表示しております。 

　（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （連結損益計算書）

該当ありません。

 

 （連結損益計算書）

1.　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「社

　債発行費」（当連結会計年度は294千円）及び「株

　式交付費」（当連結会計年度は418千円）は、営業

　外収益の総額の100分の10以下となったため、営業

　外収益の「その他」に含めて表示しております。 
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注記事項

（連結損益計算書関係）

　（訂正前）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。 　※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 49,845千円 

 従業員給与 118,418千円 

 販売促進費 65,118千円 

 研究開発費 73,752千円 

 減価償却費 4,755千円 

 ソフトウエア償却費 27,373千円 

 貸倒引当金繰入 8,070千円 

 株主優待引当金繰入 4,000千円 

 貸倒損失 65,470千円 

 役員報酬 103,832千円 

 従業員給与 164,515千円 

 減価償却費 11,252千円 

 ソフトウエア償却費 2,966千円 

 貸倒引当金繰入 2,581千円 

 株主優待引当金繰入 4,000千円 

　※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 73,752千円 

　※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 68,764千円 

　※３．固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま

　　　　す。

 工具器具備品 77,765千円 

　※３．　　　　　　　─────

　※４．　　　　　　　───── 　※４．固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

　　　　す。

 工具器具備品 229千円 

　※５．　　　　　　　─────　

  

　※５．固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

　　　　す。

 建物附属設備 14,482千円 

 工具器具備品 2,925千円 

 その他 1,549千円 
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※６．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 

ユニファイド

仕様メールシ

ステム

　本社 所有権移転外

ファイナンス

リース

423

ネットワーク

対応デジタル

映像編集ＳＤ

Ｋ

　本社 所有権移転外

ファイナンス

リース

9,566

Ｃ４Custom開

発ライセンス

　本社 所有権移転外

ファイナンス

リース

45,941

携帯コンテン

ツ流通管理シ

ステム 

　本社 所有権移転外

ファイナンス

リース

14,919

デジタルコン

テンツアセッ

トマネージ

　本社 所有権移転外

ファイナンス

リース

75,160

コンテンツ使

用料

匿名組合リア

ルネットワー

クス

長期前払費用 135,194

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。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

(146,012千円)として特別損失に計上しました。

　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(135,194

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。　

　※６．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 

事務所 子会社の本社 建物 5,407

　当社グループは、原則として、事業用資産については事業

を基準としてグルーピングを行っており、将来の使用が見込

まれない資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ

ております。

　当連結会計年度において、子会社本社を移転する決議が

あったため、帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失

（5,407千円）として特別損失に計上しました。
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　（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。 　※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 49,845千円 

 従業員給与 118,418千円 

 販売促進費 62,036千円 

 研究開発費 73,752千円 

 減価償却費 4,755千円 

 ソフトウエア償却費 1,423千円 

 貸倒引当金繰入 8,070千円 

 株主優待引当金繰入 4,000千円 

 役員報酬 103,832千円 

 従業員給与 164,515千円 

 研究開発費 68,764千円 

 減価償却費 11,252千円 

 ソフトウエア償却費 2,966千円 

 貸倒引当金繰入 2,581千円 

 株主優待引当金繰入 4,000千円 

　※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 73,752千円 

　※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 68,764千円 

　※３．固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま

　　　　す。

 工具器具備品 77,765千円 

　※３．　　　　　　　─────

　※４．　　　　　　　───── 　※４．固定資産売却損の内訳は以下のとおりでありま

　　　　す。

 工具器具備品 229千円 

　※５．　　　　　　　─────　

  

　※５．固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

　　　　す。

 建物附属設備 14,482千円 

 工具器具備品 2,925千円 

 その他 1,549千円 
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　※６．減損損失

 　該当ありません。

　※６．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 

事務所 子会社の本社 建物 5,407

　当社グループは、原則として、事業用資産については事業

を基準としてグルーピングを行っており、将来の使用が見込

まれない資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ

ております。

　当連結会計年度において、子会社本社を移転する決議が

あったため、帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失

（5,407千円）として特別損失に計上しました。
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（リース取引関係）

　（訂正前）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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、

減損損失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）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

ソフトウエア 457,630 230,667 137,933 89,028

合計 457,630 230,667 137,933 89,028

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）

工具器具備品 378,356 254,796 － 123,560

ソフトウエア 484,640 279,271 137,933 67,434

合計 862,996 534,068 137,933 190,995

２．未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定の残高

２．未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定の残高

１年内 93,471千円

１年超 133,427千円

合計 226,898千円

リース資産減損勘定の残高 132,890千円

１年内 138,254千円

１年超 181,887千円

合計 320,142千円

リース資産減損勘定の残高 81,021千円

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

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 130,614千円

リース資産減損勘定の取崩額 26,042千円

減価償却費相当額 108,527千円

支払利息相当額 10,100千円

減損損失 146,012千円

支払リース料 161,738千円

リース資産減損勘定の取崩額 51,868千円

減価償却費相当額 140,442千円

支払利息相当額 13,022千円

減損損失 －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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

  

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。

５．利息相当額の算定方法

同左
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　（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

該当ありません。

２．未経過リース料期末残高相当額

該当ありません。

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 13,702千円

減価償却費相当額 13,085千円

支払利息相当額 729千円

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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（税効果会計関係）

　（訂正前）

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

当連結会計年度
（平成20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

貸倒引当金損金不算入 53,300千円

投資有価証券評価損損金不算入 25,803千円

外形標準課税損金不算入 1,708千円

株主優待引当金損金不算入 1,628千円

減損損失 72,268千円

ソフトウェア評価損損金不算入 118,119千円

繰越欠損金 1,050,027千円

繰延税金資産小計 1,322,855千円

評価性引当額 △1,322,855千円

繰延税金資産計 － 千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △188千円

繰延税金負債計 △188千円

繰延税金資産の純額 △188千円

繰延税金資産

棚卸資産評価損損金不算入 12,177千円

貸倒引当金損金不算入 9,387千円

投資有価証券評価損損金不算入 38,787千円

外形標準課税損金不算入 1,753千円

賞与引当金損金不算入 6,569千円

未払費用損金不算入 5,528千円

株主優待引当金損金不算入 1,628千円

減価償却超過額 22,378千円

減損損失 153,272千円

ソフトウェア評価損損金不算入 67,049千円

繰越欠損金 1,720,780千円

その他 1,188千円

繰延税金資産小計 2,040,502千円

評価性引当額 △1,903,233千円

繰延税金資産計 137,268千円

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。
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　（訂正後）

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

当連結会計年度
（平成20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

貸倒引当金損金不算入 53,300千円

投資有価証券評価損損金不算入 25,803千円

外形標準課税損金不算入 1,708千円

株主優待引当金損金不算入 1,628千円

減損損失 18,182千円

ソフトウェア評価損損金不算入 118,119千円

有形固定資産否認 141千円

無形固定資産否認 15,759千円

未払金加算 95,913千円

繰越欠損金 1,050,027千円

繰延税金資産小計 1,380,580千円

評価性引当額 △1,380,580千円

繰延税金資産計 －千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △188千円

繰延税金負債計 △188千円

繰延税金資産の純額 △188千円

繰延税金資産

棚卸資産評価損損金不算入 12,177千円

貸倒引当金損金不算入 9,387千円

投資有価証券評価損損金不算入 38,787千円

外形標準課税損金不算入 1,753千円

賞与引当金損金不算入 6,569千円

未払費用損金不算入 5,528千円

株主優待引当金損金不算入 1,628千円

減価償却超過額 22,378千円

減損損失 120,297千円

ソフトウェア評価損損金不算入 67,049千円

有形固定資産否認 79千円

無形固定資産否認 10,875千円

未払金加算 55,388千円

繰越欠損金 1,720,780千円

その他 1,188千円

繰延税金資産小計 2,073,863千円

評価性引当額 △1,936,600千円

繰延税金資産計

繰延税金負債

137,268千円

土地評価差額 △166,738千円

繰延税金負債計 △166,738千円

繰延税金資産（負債）の純額 △29,470千円

繰延税金負債の純額は、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 12,367千円

固定負債-繰延税金負債 △41,837千円

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

  税金等調整前当期純損失が計上されているため記載して

　おりません。

  税金等調整前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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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　（訂正前）

　＜省略＞

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

ITソリューショ
ン事業
（千円）

メディアソ
リューション事

業
（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結（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 1,127,466 1,740,293 2,867,759 － 2,867,759

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
800 9,700 10,500 △10,500 －

計 1,128,266 1,749,993 2,878,259 △10,500 2,867,759

営業費用 1,098,388 1,528,422 2,626,811 196,686 2,823,497

営業利益（又は営業損失） 29,877 221,570 251,448 △207,186 44,261

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 652,255 1,884,062 2,536,317 66,369 2,602,686

減価償却費 97,951 30,168 128,119 △226 127,893

資本的支出 49,433 44,030 93,463 △620 92,843

　（注）＜省略＞

　（訂正後）

＜省略＞

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

ITソリューショ
ン事業
（千円）

メディアソ
リューション事

業
（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結（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 1,127,466 1,740,293 2,867,759 － 2,867,759

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
800 9,700 10,500 △10,500 －

計 1,128,266 1,749,993 2,878,259 △10,500 2,867,759

営業費用 1,038,534 1,528,422 2,566,957 196,686 2,763,643

営業利益（又は営業損失） 89,731 221,570 311,302 △207,186 104,115

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 632,059 1,884,062 2,516,121 66,369 2,582,491

減価償却費 85,799 30,168 115,967 △226 115,741

減損損失 － 5,407 5,407 － 5,407

資本的支出 49,433 44,030 93,463 △620 92,843
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　（注）＜省略＞

（１株当たり情報）

　（訂正前）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 　　　　　―

１株当たり当期純損失 44,626 円  57銭

１株当たり純資産額 1,899円 11銭

１株当たり当期純損失 5,014円 50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

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。

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（千円） 1,050,152 234,026

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） 1,050,152 234,026

期中平均株式数（株） 23,532 46,670

 

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） ― ―

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)

（注）　潜在株式の種類

 ①　第１回新株予約権

前連結会計年度 
(自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自　平成19年４月１日 
至　平成20年３月31日) 

　株主総会特別決議日 平成14年９月30日 同左

　新株予約権の残高 593個 504個

　新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

　新株予約権の目的となる株式の数 1,186株 1,008株

　払込価格 140,664円 138,613円

　資本組入額  70,332円 69,307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

同左

同左
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 ②　第２回転換社債型新株予約権付社債

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日) 

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 370,000,000円 ─────

新株予約権の残高（個） 37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 6,830株 ─────

 新株予約権の行使時の払込金額 54,167円 ─────

　新株予約権の行使期間
 平成19年２月６日から 

平成21年４月２日まで
─────

 新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

 発行価格　   54,167円 

 資本組入額　 27,084円

─────

─────

 (注)第2回転換社債型新株予約権付社債については、転換権の行使と買入償還により平成20年３月31日現在の残高はあり

ません。

 ③　第３回転換社債型新株予約権付社債

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日) 

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 ───── 400,000,000円

新株予約権の残高（個） ───── 40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 ───── 4,964株

新株予約権の行使時の払込金額 ───── 　80,550円

新株予約権の行使期間 ───── 
 平成20年２月９日から 

平成22年８月８日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額

───── 

─────

 発行価格 　  80,550円 

 資本組入額   40,275円

 ④　第４回新株予約権

前連結会計年度 
(自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自　平成19年４月１日 
至　平成20年３月31日) 

　株主総会特別決議日 ───── 平成19年12月19日

　新株予約権の残高 ───── 4,800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 ───── 10,311株

　払込価格 ───── 23,256円

　資本組入額 ───── 11,628円

　新株予約権の行使期間 ─────
平成21年11月20日から

平成26年11月19日まで

 (注)第４回新株予約権は、株式会社シブヤテレビジョンとの株式交換に際して、同社発行の新株予約権と引換に割当て

交付したものです。
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　（訂正後）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 　　　　　―

１株当たり当期純損失 10,703円  73銭

１株当たり純資産額 319円 96銭

１株当たり当期純損失 3,732円 00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

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４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

当期純損失（千円） 251,880 174,172

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） 251,880 174,172

期中平均株式数（株） 23,532 46,670

 

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） ― ―

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)①

(注)②

(注)①

(注)③

(注)④
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（注）　潜在株式の種類

 ①　第１回新株予約権

前連結会計年度 
(自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自　平成19年４月１日 
至　平成20年３月31日) 

　株主総会特別決議日 平成14年９月13日 同左

　新株予約権の残高 593個 504個

　新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

　新株予約権の目的となる株式の数 1,186株 1,008株

　払込価格 140,664円 138,613円

　資本組入額  70,332円 69,307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

同左

同左

 ②　第２回転換社債型新株予約権付社債

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日) 

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 370,000,000円 ─────

新株予約権の残高（個） 37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 6,830株 ─────

 新株予約権の行使時の払込金額 54,167円 ─────

　新株予約権の行使期間
 平成19年２月６日から 

平成21年４月２日まで
─────

 新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額

 発行価格　   54,167円 

 資本組入額　 27,084円

─────

─────

 (注)第2回転換社債型新株予約権付社債については、転換権の行使と買入償還により平成20年３月31日現在の残高はあり

ません。

 ③　第３回転換社債型新株予約権付社債

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日) 

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 ───── 400,000,000円

新株予約権の残高（個） ───── 40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 ───── 4,964株

新株予約権の行使時の払込金額 ───── 　80,550円

新株予約権の行使期間 ───── 
 平成20年２月９日から 

平成22年８月８日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額

───── 

─────

 発行価格 　  80,550円 

 資本組入額   40,275円
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 ④　第４回新株予約権

前連結会計年度 
(自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自　平成19年４月１日 
至　平成20年３月31日) 

　株主総会特別決議日 ───── 平成19年12月19日

　新株予約権の残高 ───── 4,800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 ───── 10,311株

　払込価格 ───── 23,256円

　資本組入額 ───── 11,628円

　新株予約権の行使期間 ─────
平成21年11月20日から

平成26年11月19日まで

 (注)第４回新株予約権は、株式会社シブヤテレビジョンとの株式交換に際して、同社発行の新株予約権と引換に割当て

交付したものです。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

　（訂正前）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 858,894 212,320

２．受取手形 － 12,075

３．売掛金 ※1　 221,917 179,975

４. 有価証券 26,250 －

５．商品 97,503 61,104

６．仕掛品 7,452 10,905

７．貯蔵品 36 52

８．前渡金 711 140

９．前払費用 1,741 7,681

10. 関係会社短期貸付金 － 15,500

11. その他 14,712 10,613

12. 貸倒引当金 △8,959 △8,783

流動資産合計 1,220,259 83.9 501,586 45.5

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 12,094 13,594 14,075 11,613

２．工具器具及び備品 108,406 101,841

減価償却累計額 82,415 25,991 83,037 18,804

有形固定資産合計 39,585 2.7 30,417 2.8

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 55,654 34,864

２．電話加入権 509 509

無形固定資産合計 56,164 3.9 35,373 3.2
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 12,600 9,200

２．関係会社株式 － 417,276

３．長期貸付金 142,000 9,800

４．長期前払費用 36,344 36,279

５．敷金保証金 70,332 70,332

６．貸倒引当金 △122,000 △6,800

投資その他の資産合計 139,277 9.5 536,088 48.6

固定資産合計 235,027 16.1 601,880 54.5

資産合計 1,455,287 100.0 1,103,466 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※1 71,315 92,105

２．一年内返済予定長期
借入金

20,000 20,000

３．一年内償還予定社債 317,000 140,000

４．未払金 26,099 5,875

５．未払費用 ※1 34,685 40,015

６．未払法人税等 7,148 6,173

７．前受金 23,156 16,014

８．預り金 3,070 3,257

９. 株主優待引当金 4,000 4,000

10.リース資産減損勘定 132,890 81,021

11. その他流動負債 10,060 8,004

流動負債合計 649,427 44.6 416,468 37.7
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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
（％）

Ⅱ　固定負債

１．社債 320,000 180,000

２. 新株予約権付社債 ※１　 370,000 400,000

３. 長期借入金  20,000 －

４. 繰延税金負債  188 －

固定負債合計 710,188 48.8 580,000 52.6

負債合計 1,359,616 93.4 996,468 90.3

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,555,542 106.9  1,590,542 144.1

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  1,334,882   1,529,655   

資本剰余金合計   1,334,882 91.7  1,529,655 138.6

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

特別償却準備金  275   －   

繰越利益剰余金  △2,795,028   △3,087,873   

利益剰余金合計   △2,794,753
△

192.0
 △3,087,873

△
279.8

株主資本合計   95,671 6.6  32,324 2.9

Ⅱ　新株予約権   － －  74,672 6.8

純資産合計   95,671 6.6  106,997 9.7

負債純資産合計   1,455,287 100.0  1,103,466 100.0
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　（訂正後）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 858,894 212,320

２．受取手形 － 12,075

３．売掛金 ※1　 221,917 179,975

４. 有価証券 26,250 －

５．商品 97,503 61,104

６．仕掛品 7,452 10,905

７．貯蔵品 36 52

８．前渡金 711 140

９．前払費用 1,741 7,681

10．短期貸付金 － 9,000

11. 関係会社短期貸付金 － 15,500

12. その他 14,712 1,613

13. 貸倒引当金 △8,959 △8,783

流動資産合計 1,220,259 85.8 501,586 46.3

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 12,094 13,594 14,075 11,613

２．工具器具及び備品 106,373 99,809

減価償却累計額 80,729 25,644 81,199 18,609

有形固定資産合計 39,238 2.8 30,222 2.8

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 23,654 14,864

２．電話加入権 509 509

無形固定資産合計 24,164 1.7 15,373 1.4
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 12,600 9,200

２．関係会社株式 － 417,276

３．長期貸付金 142,000 9,800

４．長期前払費用 36,344 36,279

５．敷金保証金 70,332 70,332

６．貸倒引当金 △122,000 △6,800

投資その他の資産合計 139,277 9.8 536,088 49.5

固定資産合計 202,679 14.2 581,684 53.7

資産合計 1,422,939 100.0 1,083,270 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※1 71,315 92,105

２．一年内返済予定長期
借入金

20,000 20,000

３．一年内償還予定社債 317,000 140,000

４．未払金 125,669 105,445

５．未払費用 ※1 34,685 40,015

６．未払法人税等 7,148 6,173

７．未払消費税等 6,399 6,151

８. 前受金 23,156 16,014

９. 預り金 3,070 3,257

10. 株主優待引当金 4,000 4,000

11. デリバティブ債務 3,660 1,795

12. その他流動負債 － 57

流動負債合計 616,106 43.3 435,016 40.2
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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
（％）

Ⅱ　固定負債

１．社債 320,000 180,000

２．転換社債 － 200,000

３. 新株予約権付社債 ※１　 370,000 400,000

４. 長期借入金  20,000 －

５．長期未払金  137,099 37,529

６. 繰延税金負債  188 －

固定負債合計 847,288 59.5 617,529 57.0

負債合計 1,463,395 102.8 1,052,546 97.2

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,555,542 109.3  1,590,542 146.8

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  1,334,882   1,529,655   

資本剰余金合計   1,334,882 93.8  1,529,655 141.2

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

特別償却準備金  275   －   

繰越利益剰余金  △2,931,155   △3,164,146   

利益剰余金合計   △2,930,880
△

206.0
 △3,164,146

△
292.1

株主資本合計   △40,455 △2.8  △43,948 △4.1

Ⅱ　新株予約権   － －  74,672 6.9

純資産合計   △40,455 △2.8  30,724 2.8

負債純資産合計   1,422,939 100.0  1,083,270 100.0
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(2）損益計算書

　（訂正前）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 ※３

１．システムインテグレー
ション売上高

545,967 356,363

２．プロダクト売上高 325,062 284,466

３．サービス売上高 138,719 1,009,749 100.0 180,998 821,828 100.0

Ⅱ　売上原価 ※３

１．システムインテグレー
ション原価

437,691 288,980

２．プロダクト原価 252,277 206,209

３．サービス原価 123,212 813,180 80.5 85,207 580,397 70.6

売上総利益 196,568 19.5 241,430 29.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 527,914 52.3 475,584 57.9

営業損失 331,345 △32.8 234,154 △28.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※３ 15,262 1,084

２．有価証券利息 1,549 498

３. 業務指導料 ※３ － 13,285

４. 経営指導料 ※３ － 18,000

５. 研究開発助成金 29,331 －

６. その他 4,898 51,041 5.1 2,801 35,669 4.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 7,923 2,696

２．社債利息 ※３ 5,958 11,571

３．社債発行費 24,894 －

４. 株式交付費 32,545 －

５. 新株予約権発行費 25,361 －

６. 匿名組合費用 51,798 －

７. 支払保証料 － 2,618

８. 貸倒引当金繰入 － 7,100

９. その他 18,818 167,299 16.6 888 24,875 3.0

経常損失 447,602 △44.3 223,360 △27.2
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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．固定資産売却益 ※５ 77,765 －

２．貸倒引当金戻入益 2,421 475

３．その他 6 80,192 7.9 － 475 0.1

Ⅶ　特別損失

１. 投資有価証券評価損  49,399 19,649

２. リース解約損  77,711 －

３. 投資有価証券売却損  2,590 －

４. 減損損失 ※４ 146,012 －

５. 出資金評価損  171,084 －

６. 商品評価損  － 29,920

７. 債権売却損  － 18,260

８. 固定資産売却損 ※６　 － 229

９. 定期預金解約損  3,444 －

10. ソフトウェア評価損  230,629 －

11. その他  － 680,872 67.4 74 68,134 8.3

税引前当期純損失 1,048,281
△

103.8
291,018 △35.4

法人税、住民税及び事業
税

2,059 2,290

法人税等調整額 △188 1,871 0.2 △188 2,102 0.7

当期純損失 1,050,152
△

104.0
293,119 △35.7
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 ※３

１．システムインテグレー
ション売上高

545,967 356,363

２．プロダクト売上高 325,062 284,466

３．サービス売上高 138,719 1,009,749 100.0 180,998 821,828 100.0

Ⅱ　売上原価 ※３

１．システムインテグレー
ション原価

285,964 229,126

２．プロダクト原価 252,277 206,209

３．サービス原価 123,212 661,453 65.5 85,207 520,543 63.3

売上総利益 348,295 34.5 301,284 36.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 489,882 48.5 475,584 57.9

営業損失 141,586 △14.0 174,300 △21.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※３ 15,262 1,084

２．有価証券利息 1,549 498

３. 業務指導料 ※３ － 13,285

４. 経営指導料 ※３ － 18,000

５. 研究開発助成金 29,331 －

６. デリバティブ評価益 969 1,865

７. 受取配当金 2,320 －

８. スルー取引差益 5,000 －

９. その他 2,966 57,398 5.7 936 35,669 4.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 7,923 2,696

２．社債利息 ※３ 5,958 11,571

３．社債発行費 24,894 －

４. 株式交付費 32,545 －

５. 新株予約権発行費 25,361 －

６. 支払保証料 7,582 2,618

７. 貸倒引当金繰入 － 7,100

８．為替差損 － 97

９. 匿名組合費用 1,057 －

10. その他 7,547 112,869 11.2 790 24,875 3.0

経常損失 197,057 △19.5 163,506 △19.9
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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．固定資産売却益 ※５ 77,765 －

２．貸倒引当金戻入益 2,421 475

３．その他 6 80,192 7.9 － 475 0.1

Ⅶ　特別損失

１. 投資有価証券評価損  49,399 19,649

２. リース解約損  77,711 29,920

３. 投資有価証券売却損  2,590 －

４. 債権売却損  － 18,260

５. 固定資産売却損 ※６　 － 229

６. 定期預金解約損  3,444 －

７. その他  － 133,145 13.2 74 68,134 8.3

税引前当期純損失 250,009 △24.8 231,164 △28.1

法人税、住民税及び事業
税

2,059 2,290

法人税等調整額 △188 1,870 0.2 △188 2,102 0.3

当期純損失 251,880 △24.9 233,265 △28.4
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
ン原価

Ⅰ．人件費 112,983 20.1 127,391 32.6

Ⅱ．外注費 93,607 16.7 71,676 18.6

Ⅲ．経費 ※２ 354,426 63.2 191,363 49.5

当期総製造費用 561,017 100.0 390,431 100.0

期首仕掛品たな卸高 5,484 7,452

合計 566,502 397,883

他勘定振替高 ※３ 121,359 97,997

期末仕掛品たな卸高 7,452 10,905

当期システムインテグレー
ション原価

437,691 288,980

　（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 182,259千円 購入部材費 87,397千円

ソフトウェア償却費 37,315千円    

※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 71,552千円 研究開発費 61,949千円

販売促進費 49,806千円 販売促進費 36,047千円
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
（％）

システムインテグレーション原
価

Ⅰ．人件費 112,983 27.6 127,391 38.5

Ⅱ．外注費 93,607 22.9 71,676 21.7

Ⅲ．経費 ※２ 202,699 49.5 131,509 39.8

当期総製造費用 409,290 100.0 330,577 100.0

期首仕掛品たな卸高 5,484 7,452

合計 414,775 338,029

他勘定振替高 ※３ 121,359 97,997

期末仕掛品たな卸高 7,452 10,905

当期システムインテグレー
ション原価

285,964 229,126

　（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 182,259千円 購入部材費 87,397千円

ソフトウェア償却費 17,463千円    

※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 71,552千円 研究開発費 61,949千円

販売促進費 49,806千円 販売促進費 36,047千円
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○　プロダクト原価明細書

　（訂正前）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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　プロダクト商品原価

１．期首商品たな卸高  112,306 97,503

２．当期商品仕入高 155,597 167,164

合計 267,903 264,668

３．他勘定振替高 ※２ － 29,920

４．期末商品たな卸高 97,503 61,104

当期プロダクト商品原価 170,399 67.5 173,643 84.2

Ⅱ　人件費 16,051 6.4 5,034 2.4

Ⅲ　外注費 19,056 7.6 17,051 8.3

Ⅳ　経費 46,769 18.5 10,479 5.1

当期プロダクト原価 252,277 100.0 206,209 100.0

（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．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 29,920千円
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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　プロダクト商品原価

１．期首商品たな卸高  112,306 97,503

２．当期商品仕入高 155,597 167,164

合計 267,903 264,668

３．他勘定振替高 ※２ － 29,920

４．期末商品たな卸高 97,503 61,104

当期プロダクト商品原価 170,399 67.5 173,643 84.2

Ⅱ　人件費 16,051 6.4 5,034 2.4

Ⅲ　外注費 19,056 7.6 17,051 8.3

Ⅳ　経費 46,769 18.5 10,479 5.1

当期プロダクト原価 252,277 100.0 206,209 100.0

（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．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 29,920千円
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○　サービス原価明細書

　（訂正前）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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．商品仕入  26,757 21.7 22,028 25.8

Ⅱ．人件費  27,621 22.4 29,207 34.3

Ⅲ．外注費 16,268 13.2 9,050 10.6

 Ⅳ．経費  52,564 42.7 24,921 29.2

当期サービス原価  123,212 100.0 85,207 100.0

　（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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．商品仕入  26,757 21.7 22,028 25.8

Ⅱ．人件費  27,621 22.4 29,207 34.3

Ⅲ．外注費 16,268 13.2 9,050 10.6

 Ⅳ．経費  52,564 42.7 24,921 29.2

当期サービス原価  123,212 100.0 85,207 100.0

　（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
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(3）株主資本等変動計算書

　（訂正前）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金
資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 特別償却準備金  繰越利益剰余金  利益剰余金合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,002,105 781,445 826 △1,745,426 △1,744,600 38,949

事業年度中の変動額

新株の発行 553,437 553,437 － － － 1,106,874

当期純損失 － － － △1,050,152 △1,050,152 △1,050,152

特別償却準備金取崩額 － － △550 550 － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

553,437 553,437 △550 △1,049,602 △1,050,152 56,721

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,555,542 1,334,882 275 △2,795,028 △2,794,753 95,671

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,283 1,283 40,232

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 1,106,874

当期純損失 － － △1,050,152

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,283 △1,283 △1,283

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,283 △1,283 55,438

平成19年３月31日　残高
（千円）

－ － 95,671

　（訂正後）

株主資本

資本金
資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 特別償却準備金  繰越利益剰余金  利益剰余金合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,002,105 781,445 826 △2,679,826 △2,679,000 △895,450

事業年度中の変動額

新株の発行 553,437 553,437 － － － 1,106,874

当期純損失 － － － △251,880 △251,880 △251,880

特別償却準備金取崩額 － － △550 550 － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

553,437 553,437 △550 △251,329 △251,880 854,994

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,555,542 1,334,882 275 △2,931,155 △2,930,880 △40,455
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評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,283 1,283 △894,167

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 1,106,874

当期純損失 － － △251,880

特別償却準備金取崩額 － － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,283 △1,283 △1,283

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,283 △1,283 853,711

平成19年３月31日　残高
（千円）

－ － △40,455
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

（訂正前）　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

 その他利益剰余金
 利益剰余金

合計特別償却準備金
 繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,555,542 1,334,882 275 △2,795,028 △2,794,753 95,671

事業年度中の変動額

新株の発行 35,000 35,000 － － － 70,000

当期純損失 － － － △293,119 △293,119 △293,119

株式交換による変動額 － 159,773 － － － 159,773

特別償却準備金取崩額 － － △275 275 － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

35,000 194,773 △275 △292,844 △293,119 △63,346

平成20年３月31日　残高
（千円）

1,590,542 1,529,655 － △3,087,873 △3,087,873 32,324

新株予約権 純資産合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

－ 95,671

事業年度中の変動額

新株の発行 － 70,000

当期純損失 － △293,119

株式交換による変動額 － 159,773

特別償却準備金取崩額 － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

74,672 74,672

事業年度中の変動額合計
（千円）

74,672 11,326

平成20年３月31日　残高
（千円）

74,672 106,997

（訂正後）　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

 その他利益剰余金
 利益剰余金

合計特別償却準備金
 繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,555,542 1,334,882 275 △2,931,155 △2,930,880 △40,455

事業年度中の変動額

新株の発行 35,000 35,000 － － － 70,000

当期純損失 － － － △233,265 △233,265 △233,265

株式交換による変動額 － 159,773 － － － 159,773

特別償却準備金取崩額 － － △275 275 － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

35,000 194,773 △275 △232,990 △233,265 △3,492
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

 その他利益剰余金
 利益剰余金

合計特別償却準備金
 繰越利益
剰余金

平成20年３月31日　残高
（千円）

1,590,542 1,529,655 － △3,164,146 △3,164,146 △43,948

新株予約権 純資産合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

－ △40,455

事業年度中の変動額

新株の発行 － 70,000

当期純損失 － △233,265

株式交換による変動額 － 159,773

特別償却準備金取崩額 － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

74,672 74,672

事業年度中の変動額合計
（千円）

74,672 71,180

平成20年３月31日　残高
（千円）

74,672 30,724
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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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当社は、前事業年度において2,132,495千円の大幅な当期

純損失を計上し、当事業年度においても331,345千円の営

業損失、447,602千円の経常損失、1,050,152千円の当期

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、前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拡充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、前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、当事業年度以降の

費用負担を圧縮いたしましたが、当事業年度においても

重要な当期純損失を計上する結果となりました。当社で

は、当事業年度においては、新たな経営陣を選任し経営

体制の強化に努め、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おります。前事業年度に比して損

益状況、財務体質ともに改善の方向に向かってはいるも

のの、収益を生み出す企業体質への転換を果たすために

は、更なる事業分野の選択と集中が必要との観点から、

当社資産全般について今後の事業方針等も鑑み、その資

産性を改めて精査いたしました。その結果、当事業年度

において680,872千円の特別損失を計上、1,050,152千円

の当期純損失を計上することとなりました。　

当社ではこれらの状況を解消すべく、アライアンスの強

化を通じて経営資源の整備・拡充に努めております。平

成18年３月に株式会社インターネット総合研究所、平成

19年１月に株式会社ネット・タイム、平成19年２月には

株式会社シブヤテレビジョンと包括的な業務提携契約を

締結しております。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、前事業年度およ

び当事業年度に行った不採算資産整理の効果も加わり、

来事業年度以降の損益構造の改善を見込んでおります。

　

当社は、前々事業年度、前事業年度において営業損失、

経常損失、当期純損失を計上し、当事業年度においても

234,154千円の営業損失、223,360千円の経常損失、

293,119千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、前々事業年度において計上した大幅な損失・財

務指標の悪化を解消するために、前事業年度においては、

新たな経営陣を選任し経営体制の強化に努め、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まいり

ました。その結果、損益状況、財務体質ともに改善され

てはおりますが、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、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

ハウの拡充が不十分であったため所定の成果を達するに

いたらず、前事業年度において重要な営業損失を計上す

ることとなりました。当事業年度においては事業再構築

の成果もあり、大幅な固定費の削減を実現するなど収益

体質の改善に努めましたが、当事業年度におきましては、

234,154千円の営業損失を計上することとなりました。　

当社ではアライアンスの強化を通じて更なる経営資源の

整備・拡充に努めており、平成19年１月に株式会社ネッ

ト・タイム、平成19年２月には株式会社シブヤテレビジョ

ンと包括的な業務提携契約を締結し、同年４月には両社

を連結子会社化し、株式会社ネット・タイムについては

平成19年９月１日、株式会社シブヤテレビジョンについ

ては平成20年1月31日をもって完全子会社化しておりま

す。当社の持つデジタル映像技術と新たな経営資源を融

合させることにより、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、前事業年度に行った不採算

資産整理の効果も加わり、翌事業年度以降の損益構造の

更なる改善に向けた取り組みを行っております。　
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

資金面におきましては、平成19年３月８日に業務提携先

である株式会社シブヤテレビジョンとの共同事業展開を

推進するために同社の親会社である株式会社ケン・コー

ポレーションをはじめとする引受先に対し第三者割当に

よる新株発行を行い、総額921,670千円の資金を調達して

おります。また、平成18年4月13日に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。同社債につきましてはその後の当社の資本調達の状

況や株式市場の動向を考慮し、将来の償還リスクを軽減

する観点から、当事業年度に1,600,000千円の買入消却を

行っておりますが、当座の運転資金として400,000千円を

確保しております。さらに株主資本の強化を図るため平

成18年7月3日に第2回新株予約権6,500株を発行、平成18

年12月15日には第3回新株予約権13,000株を発行いたしま

した。これら新株予約権は既存株式価値の希薄化懸念を

考慮し、平成19年２月21日に同日時点の残存部分全部に

つき当社による取得及び消却を行っておりますが、当事

業年度において2,185株の新株予約権の行使により、

155,136千円の払込を受けております。このように当事業

年度において当社では財務体質強化を重要な経営課題と

して位置づけ、その基盤強化に取り組んでまいりました。

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。 

資金面におきましては、平成19年３月８日に業務提携先

である株式会社シブヤテレビジョンとの共同事業展開を

推進するために同社の親会社である株式会社ケン・コー

ポレーションをはじめとする引受先に対し第三者割当に

よる新株発行を行い、総額921,670千円の資金を調達して

おります。また、平成19年８月９日には業務提携も視野

に入れ、大和ハウス工業株式会社、株式会社ケン・コー

ポレーションを割当先とし総額400,000千円の転換社債型

新株予約権付社債を発行しております。このように当社

では安定した経営基盤の確立と財務体質強化に取り組ん

でまいりました。

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。
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　当社は、前事業年度において1,616,999千円の大幅な当

期純損失を計上し、当事業年度においても251,880千円の

当期純損失を計上した結果、40,455千円の債務超過になっ

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。　

　　当社ではこれらの状況を解消すべく、アライアンスの

強化を通じて経営資源の整備・拡充に努めております。

平成18年３月に株式会社インターネット総合研究所、平

成19年１月に株式会社ネット・タイム、平成19年２月に

は株式会社シブヤテレビジョンと包括的な業務提携契約

を締結しております。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、前事業年度お

よび当事業年度に行った不採算資産整理の効果も加わり、

来事業年度以降の損益構造の改善を見込んでおります。

 

　　当社は、前々事業年度、前事業年度において営業損失、

経常損失、当期純損失を計上し、当事業年度においても

174,300千円の営業損失、163,506千円の経常損失、

233,265千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、前々事業年度において計上した大幅な損失・

財務指標の悪化を解消するために、前事業年度において

は、新たな経営陣を選任し経営体制の強化に努め、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ま

いりました。その結果、損益状況、財務体質ともに改善

されてはおりますが、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、広範な市場ニーズに柔軟に対応できる開発資源およ

びノウハウの拡充が不十分であったため所定の成果を達

するにいたらず、前事業年度において重要な営業損失を

計上することとなりました。　　当社ではアライアンス

の強化を通じて更なる経営資源の整備・拡充に努めてお

り、平成19年１月に株式会社ネット・タイム、平成19年

２月には株式会社シブヤテレビジョンと包括的な業務提

携契約を締結し、同年４月には両社を連結子会社化し、

株式会社ネット・タイムについては平成19年９月１日、

株式会社シブヤテレビジョンについては平成20年1月31日

をもって完全子会社化しております。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により、

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、前事業年度に行った不採算部門の整理の効果も加

わり、翌事業年度以降の損益構造の更なる改善に向けた

取り組みを行っております。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　資金面におきましては、平成19年３月８日に業務提携先

である株式会社シブヤテレビジョンとの共同事業展開を

推進するために同社の親会社である株式会社ケン・コー

ポレーションをはじめとする引受先に対し第三者割当に

よる新株発行を行い、総額921,670千円の資金を調達して

おります。また、平成18年4月13日に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。

同社債につきましてはその後の当社の資本調達の状況や

株式市場の動向を考慮し、将来の償還リスクを軽減する

観点から、当事業年度に1,600,000千円の買入消却を行っ

ておりますが、当座の運転資金として400,000千円を確保

しております。さらに株主資本の強化を図るため平成18

年7月3日に第2回新株予約権6,500株を発行、平成18年12

月15日には第3回新株予約権13,000株を発行いたしました。

これら新株予約権は既存株式価値の希薄化懸念を考慮し、

平成19年２月21日に同日時点の残存部分全部につき当社

による取得及び消却を行っておりますが、当事業年度に

おいて2,185株の新株予約権の行使により、155,136千円

の払込を受けております。このように当事業年度におい

て当社では財務体質強化を重要な経営課題として位置づ

け、その基盤強化に取り組んでまいりました。

 　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。 

　　資金面におきましては、平成19年３月８日に業務提携

先である株式会社シブヤテレビジョンとの共同事業展開

を推進するために同社の親会社である株式会社ケン・コー

ポレーションをはじめとする引受先に対し第三者割当に

よる新株発行を行い、総額921,670千円の資金を調達して

おります。また、平成19年８月９日には業務提携も視野

に入れ、大和ハウス工業株式会社、株式会社ケン・コー

ポレーションを割当先とし総額400,000千円の転換社債型

新株予約権付社債を発行しております。このように当社

では安定した経営基盤の確立と財務体質強化に取り組ん

でまいりました。

 　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。
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会計処理方法の変更

　（訂正前）

項目
前事業年度 

（自　平成18年４月１日 
    至　平成19年３月31日） 

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

会計方針の変更  「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」

当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5

号　平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第8号　平成17年

12月9日)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は95,671千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

───────

　（訂正後）

項目
前事業年度 

（自　平成18年４月１日 
    至　平成19年３月31日） 

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

会計方針の変更  「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」

 　当事業年度から、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

5号　平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第8号　平成17年

12月9日)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は△40,455千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

───────
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表示方法の変更

　（訂正前）

項目
前事業年度 

（自　平成18年４月１日 
    至　平成19年３月31日） 

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

表示方法の変更  （貸借対照表）

　前期まで区分掲記しておりました「デ

リバティブ債務」（当期3,660千円）は、

負債及び純資産の総額の100分の1以下と

なったため、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。

 （貸借対照表）

─────

  （損益計算書）

　前期まで区分掲記しておりました「支

払保証料」（当期7,582千円）は、営業外

費用の総額の100分の10以下となったため、

営業外費用の「その他」に含めて表示し

ております。

 （損益計算書）

1.前事業年度において営業外費用にて区

分掲記しておりました「社債発行費」（当

事業年度294千円）及び「株式交付費」

（当事業年度418千円）は、営業外費用の

総額の100分の10以下となったため、当事

業年度より営業外費用の「その他」に含

めて表示しております。

2.前事業年度において営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しておりました「支

払保証料」（前事業年度7,582千円）は、

営業外費用の総額の100分の10を超えたた

め、当事業年度において区分掲記するこ

ととしました。

　（訂正後）

項目
前事業年度 

（自　平成18年４月１日 
    至　平成19年３月31日） 

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

表示方法の変更  （貸借対照表）

　前期まで区分掲記しておりました「未収

金」（当期13,370千円）は、負債及び純資

産の総額の100分の1以下となったため、流

動負債の「その他」に含めて表示しており

ます。

 （貸借対照表）

─────

  （損益計算書）

1.前事業年度において営業外費用にて区

分掲記しておりました「社債発行費」（当

事業年度294千円）及び「株式交付費」

（当事業年度418千円）は、営業外費用の

総額の100分の10以下となったため、当事

業年度より営業外費用の「その他」に含

めて表示しております。
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注記事項

（損益計算書関係）

　（訂正前）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は42％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は58％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51％、一般管

理費に属する費用のおおよその割合は49％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 49,845千円

従業員給与 118,418千円

販売促進費 65,118千円

支払地代家賃 36,126千円

減価償却費 4,755千円

ソフトウエア償却費 27,373千円

研究開発費 73,752千円

貸倒引当金繰入 8,070千円

株主優待引当金繰入 4,000千円

役員報酬 77,085千円

従業員給与 93,943千円

販売促進費 48,739千円

支払地代家賃 32,380千円

支払報酬 29,288千円

減価償却費 3,418千円

ソフトウェア償却費 1,264千円

研究開発費 66,959千円

株式上場関連費 25,647千円

業務委託費 28,990千円

株主優待引当金繰入 4,000千円

※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

73,752千円 66,959千円

※３．関係会社項目

受取利息　　　 4,934千円

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上高 80,083千円

売上原価 34,037千円

業務指導料 13,285千円

経営指導料 18,000千円

社債利息 3,868千円
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※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

ユニファイド仕

様メールシステ

ム

本社 所有権移転外

ファイナンス

リース

423

ネットワーク対

応デジタル映像

編集ＳＤＫ

本社 所有権移転外

ファイナンス

リース

9,566

Ｃ４Custom開発

ライセンス

本社 所有権移転外

ファイナンス

リース

45,941

携帯コンテンツ

流通管理システ

ム

本社 所有権移転外

ファイナンス

リース

14,919

デジタルコンテ

ンツアセットマ

ネージ

本社 所有権移転外

ファイナンス

リース

75,160

コンテンツ使用

料

匿名組合リア

ルネットワー

クス　

長期前払費用 135,194

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

単位にグル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(146,012千円)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。　

 ─────

※５.固定資産売却益　　　　　　

 工具器具備品 77,765千円

 ─────

 ───── ※６.固定資産売却損　　　　　　

 工具器具備品 229千円
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は41％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は59％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51％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は49％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 49,845千円

従業員給与 118,418千円

販売促進費 62,036千円

支払地代家賃 36,126千円

減価償却費 4,755千円

ソフトウエア償却費 1,423千円

研究開発費 73,752千円

貸倒引当金繰入 8,070千円

株主優待引当金繰入 4,000千円

役員報酬 77,085千円

従業員給与 93,943千円

販売促進費 48,739千円

支払地代家賃 32,380千円

支払報酬 29,288千円

減価償却費 3,418千円

ソフトウェア償却費 1,264千円

研究開発費 66,959千円

株式上場関連費 25,647千円

業務委託費 28,990千円

株主優待引当金繰入 4,000千円

※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

73,752千円 66,959千円

※３．関係会社項目

受取利息　　　 4,934千円

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上高 80,083千円

売上原価 34,037千円

業務指導料 13,285千円

経営指導料 18,000千円

社債利息 3,868千円
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※４.減損損失　　　　　　　　　

 　該当ありません。

※４　　　　　　　　　

 ─────

※５.固定資産売却益　　　　　　

 工具器具備品 77,765千円

※５　　　　　　

 ─────

 ───── ※６.固定資産売却損　　　　　　

 工具器具備品 229千円
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（リース取引関係）

　（訂正前）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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、

減損損失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）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

ソフト
ウェア

457,630 230,667 137,933 89,028

合計 457,630 230,667 137,933 89,028

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）

ソフト
ウェア

457,630 271,293 137,933 48,402

合計 457,630 271,293 137,933 48,402

２．未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定の残高

２．未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定の残高

１年内 93,471千円

１年超 133,427千円

合計 226,898千円

リース資産減損勘定の残高 132,890千円

１年内 96,232千円

１年超 37,194千円

合計 133,427千円

リース資産減損勘定の残高 81,021千円

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

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 130,614千円

リース資産減損勘定の取崩額 26,042千円

減価償却費相当額 108,527千円

支払利息相当額 10,100千円

減損損失 146,012千円

支払リース料 99,570千円

リース資産減損勘定の取崩額 51,868千円

減価償却費相当額 91,525千円

支払利息相当額 6,098千円

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

　（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

――――

該当ありません。
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（税効果会計関係）

　（訂正前）

前事業年度
（平成19年3月31日）

当事業年度
（平成20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

貸倒引当金損金不算入 53,300千円

投資有価証券評価損損金不算入 25,803千円

外形標準課税損金不算入 1,708千円

株主優待引当金損金不算入 1,628千円

減損損失 72,268千円

ソフトウェア評価損損金不算入 118,119千円

繰越欠損金 1,050,027千円

繰延税金資産小計 1,322,855千円

評価性引当額 △1,322,855千円

繰延税金資産計 － 千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △188千円

繰延税金負債計 △188千円

繰延税金資産の純額 △188千円

繰延税金資産

棚卸資産評価損損金不算入 12,177千円

貸倒引当金損金不算入 6,342千円

投資有価証券評価損損金不算入 38,787千円

外形標準課税損金不算入 768千円

株主優待引当金損金不算入 1,628千円

減損損失 32,975千円

ソフトウェア評価損損金不算入 67,049千円

繰越欠損金 1,275,051千円

繰延税金資産小計 1,434,780千円

評価性引当額 △1,434,780千円

繰延税金資産計 － 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。
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　（訂正後）

前事業年度
（平成19年3月31日）

当事業年度
（平成20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

貸倒引当金損金不算入 53,300千円

投資有価証券評価損損金不算入 25,803千円

外形標準課税損金不算入 1,708千円

株主優待引当金損金不算入 1,628千円

減損損失 18,182千円

ソフトウェア評価損損金不算入 118,119千円

有形固定資産否認 141千円

無形固定資産否認 15,759千円

未払金加算 95,913千円

繰越欠損金 1,050,027千円

繰延税金資産小計 1,380,580千円

評価性引当額 △1,380,580千円

繰延税金資産計 －千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △188千円

繰延税金負債計 △188千円

繰延税金資産(負債)の純額 △188千円

繰延税金資産

棚卸資産評価損損金不算入 12,177千円

貸倒引当金損金不算入 6,342千円

投資有価証券評価損損金不算入 38,787千円

外形標準課税損金不算入 768千円

株主優待引当金損金不算入 1,628千円

ソフトウェア評価損損金不算入 67,049千円

有形固定資産否認 79千円

無形固定資産否認 10,875千円

未払金加算 55,388千円

繰越欠損金 1,275,051千円

繰延税金資産小計 1,468,144千円

評価性引当額 △1,468,144千円

繰延税金資産計 －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

税引前当期純損失が計上されているため記載しており

　

ません。

税引前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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 2,122円 16銭

１株当たり当期純損失 44,626円 57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、当事業年度は、当期純損

失のため、記載を省略しております。   

１株当たり純資産額 669円 25銭

１株当たり当期純損失 6,279円 08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、当事業年度は、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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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） △1,050,152 △293,119

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）
△1,050,152 △293,119

期中平均株式数（株） 23,532 46,682

 

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)

　（注）　潜在株式の種類

 ①　第１回新株予約権

前事業年度
(自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日) 

当事業年度
(自　平成19年４月１日 
至　平成20年３月31日) 

　株主総会特別決議日 平成14年９月30日  同左

　新株予約権の残高 593個   504個

　新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左

　新株予約権の目的となる株式の数 1,186株  1,008株

　発行価格 140,664円 138,613円

　資本組入額 70,332円 69,307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

 同左

 同左
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 ②　第２回転換社債型新株予約権付社債

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日) 

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 370,000,000円 　─────

新株予約権の残高（個） 37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 6,830株 　─────

新株予約権の行使時の払込金額 54,167円 　─────

新株予約権の行使期間
 平成19年２月６日から 

平成21年４月２日まで
　─────

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額

 発行価格　   54,167円 

 資本組入額　 27,084円
　─────

 (注)第２回転換社債型新株予約権付社債については、転換権の行使と買入償還により平成20年３月31日現在の残高はあ

りません。

 ③　第３回転換社債型新株予約権付社債

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日) 

当事業年度
(自　平成19年４月１日
 至　平成20年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 　───── 400,000,000円

新株予約権の残高（個） 　───── 40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 　───── 4,964株

新株予約権の行使時の払込金額 　───── 80,550円

新株予約権の行使期間 　─────
 平成20年２月９日から 

平成22年８月８日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額
　─────

 発行価格　   80,550円 

 資本組入額　 40,275円

 ④　第４回新株予約権

前事業年度
(自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日) 

当事業年度
(自　平成19年４月１日
 至　平成20年３月31日) 

　株主総会特別決議日 　───── 平成19年12月19日

　新株予約権の残高 　───── 4,800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 　───── 10,311株 

　発行価格 　───── 23,256円

　資本組入額 　───── 11,628円 

　新株予約権の行使期間 　─────
 平成21年11月20日から 

平成26年11月19日まで

 (注)第４回新株予約権は、株式会社シブヤテレビジョンとの株式交換に際して、同社発行の新株予約権と引換に割当て交

付したものです。
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　（訂正後）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 △897円 38銭

１株当たり当期純損失 10,703円 73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、当事業年度は、当期純損

失のため、記載を省略しております。   

１株当たり純資産額 636円 11銭

１株当たり当期純損失 4,996円 91銭

   

同左

　（注）　１株当たり当期純損失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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益（△損失）金額

当期純損失（千円） 251,880 233,265

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） 251,880 233,265

期中平均株式数（株） 23,532 46,682

 

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） － －

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)①

(注)②

(注)①

(注)③

(注)④

　（注）　潜在株式の種類

 ①　第１回新株予約権

前事業年度
(自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日) 

当事業年度
(自　平成19年４月１日 
至　平成20年３月31日) 

　株主総会特別決議日 平成14年９月13日  同左

　新株予約権の残高 593個   504個

　新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左

　新株予約権の目的となる株式の数 1,186株  1,008株

　発行価格 140,664円 138,613円

　資本組入額   70,332円   69,307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

 同左

 同左

 ②　第２回転換社債型新株予約権付社債

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日) 

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 370,000,000円 　─────

新株予約権の残高（個） 37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 6,830株 　─────

新株予約権の行使時の払込金額 54,167円 　─────

新株予約権の行使期間
 平成19年２月６日から 

平成21年４月２日まで
　─────
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前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日) 

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日) 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額

 発行価格　   54,167円 

 資本組入額　 27,084円
　─────

 (注)第２回転換社債型新株予約権付社債については、転換権の行使と買入償還により平成20年３月31日現在の残高はあ

りません。

 ③　第３回転換社債型新株予約権付社債

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日) 

当事業年度
(自　平成19年４月１日
 至　平成20年３月31日) 

新株予約権付社債の残高 　───── 400,000,000円

新株予約権の残高（個） 　───── 40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 　───── 4,964株

新株予約権の行使時の払込金額 　───── 80,550円

新株予約権の行使期間 　─────
 平成20年２月９日から 

平成22年８月８日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額
　─────

 発行価格　   80,550円 

 資本組入額　 40,275円

 ④　第４回新株予約権

前事業年度
(自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日) 

当事業年度
(自　平成19年４月１日
 至　平成20年３月31日) 

　株主総会特別決議日 　───── 平成19年12月19日

　新株予約権の残高 　───── 4,800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 　───── 10,311株 

　発行価格 　───── 23,256円

　資本組入額 　───── 11,628円 

　新株予約権の行使期間 　─────
 平成21年11月20日から 

平成26年11月19日まで

 (注)第４回新株予約権は、株式会社シブヤテレビジョンとの株式交換に際して、同社発行の新株予約権と引換に割当て交

付したものです。

㈱アイ・ビー・イーホールディングス (2347) 平成 20 年３月期決算短信

－ 80 －


