
平成21年３月９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　秋元　耕士

　（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　第３四半期財務・業績の概況」の一部訂正について

 

　当社は、平成21年2月16日付「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　第３四半期財務・業績の概況」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おります。

　記

　１．【訂正をおこなう平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況の概要】

　決算期：平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況

　　　　　（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

　公表日：平成20年２月14日

－ 1 －



２．平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況
１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）
　(1）連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）
（訂正前） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 2,088 170.9 36 － △0 － △156 －

19年３月期第３四半期 771 － △413 － △437 － △983 －

19年３月期 1,117 － △409 － △483 － △1,050 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △3,385 46 － －

19年３月期第３四半期 △42,680 90 － －

19年３月期 △44,626 57 － －

（訂正後） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 2,088 202.2 81 － 44 － △111 －

19年３月期第３四半期 691 － △175 － △170 － △203 －

19年３月期 1,009 － △154 － △197 － △251 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △2,411 82 － －

19年３月期第３四半期 △8,841 44 － －

19年３月期 △10,703 73 － －

　(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月期第３四半期 2,923 332 11.4 967 96

19年３月期第３四半期 969 △798 △82.4 △32,292 59

19年３月期 － － － － －

　（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月期第３四半期 2,900 241 8.3 968 77

19年３月期第３四半期 1,234 △953 △77.2 △38,564 65

19年３月期 － － － － －

(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月期第３四半期 112 92 △328 734

19年３月期第３四半期 117 115 △173 316

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月期第３四半期 112 92 △328 734

19年３月期第３四半期 59 173 △173 316

19年３月期 10 263 328 858

－ 2 －



５．個別業績の概要（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）
　(1）個別経営成績
（訂正前） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 519 △24.9 △201 － △185 － △224 －

19年３月期第３四半期 691 △17.0 △343 － △401 － △983 －

19年３月期 1,009 － △331 － △447 － △1,050 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 △4,858 91

19年３月期第３四半期 △42,680 90

19年３月期 △44,626 57

（訂正後） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 519 △24.8 △156 － △140 － △179 －

19年３月期第３四半期 691 42.6 △169 － △170 － △203 －

19年３月期 1,009 － △141 － △197 － △251 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 △3,885 51

19年３月期第３四半期 △8,841 44

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月期第３四半期 1,096 △21 △2.0 △453 91

19年３月期第３四半期 949 △798 △84.1 △32,292 59

19年３月期 1,455 95 6.6 2,122 16

（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月期第３四半期 1,073 △112 △10.5 △2,390 15

19年３月期第３四半期 1,129 △953 △84.4 △38,564 65

19年３月期 1,422 △40 △2.8 △897 38

－ 3 －



【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

 （1）当第3四半期連結会計期間の概況

（訂正前）

（中略）

以上の結果、当第3四半期会計期間の当社グループの売上高は2,088,884千円（前年同期比170.9％増）となり、経常損

失は354千円（前四半期は経常損失437,869千円）、第3四半期純損失は156,658千円（前四半期は第3四半期純損失983,239

千円）となりました。

 

（訂正後）

以上の結果、当第3四半期会計期間の当社グループの売上高は2,088,884千円（前年同期比202.2％増）となり、経常利

益は44,699千円（前四半期は経常損失170,146千円）、第3四半期純損失は111,604千円（前四半期は第3四半期純損失

203,680千円）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（訂正前）

　当第3四半期会計期間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や社債の償還

による支出要因がありましたが、株式発行による収入、売上債権の回収や子会社株式の取得による収入増加等の要因も

あり、前年同期に比して418,344千円増加し当中間連結会計期間末は734,777千円となりました。

　当四半期における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第3四半期会計期間の営業活動の結果、資金は112,204千円の収入（前年同期は117,334千円の収入）となりました。

これは、売上債権の回収による収入72,582千円、減価償却費96,671千円がありましたが、税金等調整前当期純損失によ

る56,640千円の支出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）

　当第3四半期会計期間において投資活動の結果得られた資金は92,676千円（前年同期は115,330千円の収入）となりま

した。これは、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）

　当第3四半期会計期間において財務活動の結果、資金は328,998千円の支出（前年同期は173,036千円の収入）となりま

した。これは、新株予約権付社債発行による純収入99,706千円があったものの、社債の償還による支出237,000千円、長

期借入金の返済による支出が184,000千円等があったことが要因です。

 

（訂正後）

　当第3四半期会計期間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や社債の償還

による支出要因がありましたが、株式発行による収入、売上債権の回収や子会社株式の取得による収入増加等の要因も

あり、前年同期に比して418,344千円増加し当第3四半期連結会計期間末は734,777千円となりました。

　当四半期における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第3四半期会計期間の営業活動の結果、資金は112,204千円の収入（前年同期は59,389千円の収入）となりました。

これは、売上債権の回収による収入72,582千円、減価償却費87,557千円がありましたが、税金等調整前当期純損失によ

る11,586千円の支出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）

　当第3四半期会計期間において投資活動の結果得られた資金は92,676千円（前年同期は173,276千円の収入）となりま

した。これは、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）

　当第3四半期会計期間において財務活動の結果、資金は328,998千円の支出（前年同期は173,036千円の収入）となりま

した。これは、新株予約権付社債発行による純収入99,706千円があったものの、社債の償還による支出237,000千円、長

期借入金の返済による支出が184,000千円等があったことが要因です。

－ 4 －



５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

　（訂正前）

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12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   316,433   780,201  

２．受取手形及び売掛金   163,333   342,101  

３．たな卸資産   133,257   155,241  

４．短期貸付金   146,000   －  

５．その他   31,213   61,752  

６．貸倒引当金   △194,641   △10,297  

流動資産合計   595,597 61.4  1,328,999 45.5

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産  ※１       

(1）建物及び構築物  ※２ 14,176   311,779   

(2) 土地 ※２ －   621,473   

(3) その他  29,796 43,973 4.5 45,773 979,026 33.5

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア  61,416   82,418   

(2）その他  509 61,926 6.4 19,388 101,807 3.5

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  55,650   －   

(2）関係会社出資金  －   348,850   

(3）長期前払費用  50,076   －   

(4) 長期性預金  100,000   －   

(5) 敷金  61,536   －   

(6）その他  ※２ 743   310,118   

(7）貸倒引当金  △2 268,003 27.6 △145,344 513,623 17.6

固定資産合計   373,902 38.6  1,594,457 54.5

資産合計   969,499 100.0  2,923,457 100.0

        

－ 5 －



  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   39,478   137,526  

２．短期借入金  ※３  81,500   203,136  

３．一年内返済予定長期
借入金

※２  26,000   570,977  

４．一年内償還予定社債   429,500   160,000  

５．リース資産減損勘定   146,012   －  

６. その他   120,517   375,948  

流動負債合計   843,008 87.0  1,447,589 49.5

Ⅱ　固定負債        

１．社債   500,000   240,000  

２．新株予約権付社債   400,000   400,000  

３．長期借入金 ※２  25,000   346,266  

４．繰延税金負債   377   24,583  

５．負ののれん ※４  －   16,208  

６．その他   －   116,392  

固定負債合計   925,377 95.4  1,143,450 39.1

負債合計   1,768,386 182.4  2,591,039 88.6

 (純資産の部)        
 Ⅰ　株主資本        

 １．資本金   1,074,644   1,590,542  

 ２．資本剰余金   853,984   1,407,755  

 ３．利益剰余金   △2,727,840   △2,951,411  

 ４．自己株式   －   △1,380  

 株主資本合計   △799,211 △82.4  45,505 1.5

 Ⅱ　新株予約権   324 0.0  73,203 2.5

 Ⅲ　少数株主持分   － －  213,708 7.3

 純資産合計   △798,886 △82.4  332,417 11.4

 負債・純資産合計   969,499 100.0  2,923,457 100.0

－ 6 －



　（訂正後）

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12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   316,433   780,201  

２．受取手形及び売掛金   97,733   342,101  

３．たな卸資産   133,257   155,241  

４．短期貸付金   146,000   －  

５．預け金   315,000   －  

６. その他   30,443   61,752  

７. 貸倒引当金   △129,171   △10,297  

流動資産合計   909,696 73.7  1,328,999 45.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産  ※１       

(1）建物及び構築物  ※２ 13,594   311,779   

(2) 土地 ※２ －   621,473   

(3) その他  29,963 43,557 3.5 45,539 978,793 33.7

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア  26,416   59,418   

(2）その他  509 26,926 2.2 19,388 78,807 2.7

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  55,650   －   

(2）関係会社出資金  －   348,850   

(3）長期前払費用  36,520   －   

(4) 長期性預金  100,000   －   

(5) 敷金  61,536   －   

(6) その他  ※２ 743   310,118   

貸倒引当金  △2 254,447 20.6 △145,344 513,623 17.7

固定資産合計   324,931 26.3  1,571,224 54.2

資産合計   1,234,628 100.0  2,900,223 100.0

        

－ 7 －



  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   39,478   137,526  

２．短期借入金  ※３  81,500   203,136  

３．一年内返済予定長期
借入金

※２  26,000   570,977  

４．一年内償還予定社債   429,500   160,000  

５. 未払法人税等   －   18,365  

６. 未払金   136,630   －  

７. 預り金   317,305   43,324  

８. 賞与引当金   －   3,694  

９. その他   70,144   315,982  

流動負債合計   1,100,559 89.1  1,453,006 50.1

Ⅱ　固定負債        

１．社債   500,000   240,000  

２．新株予約権付社債   400,000   400,000  

３．長期借入金 ※２  25,000   346,266  

４．長期未払金   162,417   62,422  

５. 繰延税金負債   377   24,583  

６. 負ののれん ※４  －   16,208  

７．その他   －   116,392  

固定負債合計   1,087,795 88.1  1,205,872 41.6

負債合計   2,188,354 177.2  2,658,879 91.7

 (純資産の部)        
 Ⅰ　株主資本        

 １．資本金   1,074,644   1,590,542  

 ２．資本剰余金   853,984   1,407,755  

 ３．利益剰余金   △2,882,680   △3,042,484  

 ４．自己株式   －   △1,380  

 株主資本合計   △954,051 △77.3  △45,567 △1.6

 Ⅱ　新株予約権   324 0.0  73,203 2.5

 Ⅲ　少数株主持分   － －  213,708 7.4

 純資産合計   △953,726 △77.2  241,344 8.3

 負債・純資産合計   1,234,628 100.0  2,900,223 100.0

－ 8 －



(2）四半期連結損益計算書

　（訂正前）

  
前第3四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   771,132 100.0  2,088,886 100.0  1,117,000 100.0

Ⅱ　売上原価   701,212 90.9  1,355,094 64.9  918,180 82.2

売上総利益   69,920 9.1  733,791 35.1  198,820 17.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  483,075 62.7  697,730 33.4  608,514 54.5

営業利益（△損失）   △413,155 △53.6  36,060 1.7  △409,693 △36.7

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  14,874   1,484   16,815   

２．研究開発助成金  29,331   －   29,331   

３.負ののれん償却額  －   4,274   －   

４.デリバティブ評価益  －   1,433   －   

５. その他  4,390 48,595 6.3 2,793 9,985 0.5 4,898 51,046 4.6

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  11,195   35,331   13,881   

２．持分法による投資損
失

 18,199   －   18,199   

３．社債発行費  24,501   294   24,894   

４．株式交付費  －   －   32,545   

５．新株予約権発行費  13,091   －   25,361   

６．関係会社出資金分配
損失

 －   8,566   －   

７.その他  6,323 73,310 9.5 2,209 46,401 2.2 9,963 124,845 11.2

経常損失   437,869 △56.8  354 △0.0  483,492 △43.3

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 77,765   －   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  2,913   286   2,421   

５．その他  － 80,679 10.5 － 11,060 0.5 6 80,193 7.2

Ⅶ　特別損失           

１．投資有価証券評価損  32,599   19,649   49,399   

２．リース解約損  77,711   5,949   77,711   

３．投資有価証券売却損  2,590   －   －   

４．減損損失  ※４ 281,206   －   281,206   

５．固定資産除却損  ※３ －   17,078   －   

６．ソフトウェア評価損  230,629   －   230,629   

７．貸倒引当金繰入額  －   18,400   －   

８．その他  － 624,738 81.0 6,269 67,346 3.2 6,034 644,982 57.7

税金等調整前第３四
半期（当期）純損失

  981,928 △127.3  56,640 △2.7  1,048,281 △93.8

－ 9 －



  
前第3四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

法人税、住民税及び
事業税

 1,311   43,821   2,059   

法人税等調整額  － 1,311 0.2 23,102 66,924  △188 1,871 0.2

少数株主利益   －   33,093   －  

第３四半期（当期）
純損失

  983,239 △127.5  156,658 △5.3  1,050,152 △94.0

－ 10 －



　（訂正後）

  
前第3四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 金額（千円） 百分比

（％）

Ⅰ　売上高   691,302 100.0  2,088,886 100.0  1,009,749 100.0

Ⅱ　売上原価   485,999 70.3  1,310,041 62.7  661,453 65.5

売上総利益   205,302 29.7  778,845 37.3  348,295 34.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  380,344 55.0  697,730 33.4  502,516 49.8

営業利益（△損失）   △175,041 △25.3  81,114 3.9  △154,220 △15.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  14,873   1,484   16,811   

２．研究開発助成金  29,331   －   29,331   

３. デリバティブ評価益  656   1,433   969   

４. 負ののれん償却  －   4,274   －   

５.持分法による投資利
益

 14,609   －   7,467   

６.その他  8,733 68,205 9.9 2,793 9,985 0.5 10,286 64,864 6.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  11,195   35,331   13,881   

２．持分法による投資損
失

 －   －   －   

３．社債発行費  24,501   294   24,894   

４．株式交付費  －   －   32,545   

５．新株予約権発行費  13,091   －   25,361   

６．関係会社出資金分配
損失

 －   8,566   －   

７．支払保証料　  5,687   2,140   7,582   

８. その他  8,835 63,310 9.2 69 46,401 2.2 3,438 107,701 10.7

経常利益（△損失)   △170,146 △24.6  44,699 2.1  △197,057 △19.5

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 77,765   －   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  2,913   286   2,421   

５．その他  － 80,679 11.7 － 11,060 0.5 6 80,193 7.9

Ⅶ　特別損失           

１．投資有価証券評価損  32,599   19,649   49,399   

２．リース解約損  77,711   5,949   77,711   

３．投資有価証券売却損  2,590   －   －   

４．固定資産除却損  ※３ －   17,078   －   

５．貸倒引当金繰入額  －   18,400   －   

６．その他  － 112,901 16.3 6,269 67,346 3.2 6,034 133,145 13.2

税金等調整前第３四
半期（当期）純損失

  202,368 △29.3  11,586 △0.6  250,009 △24.8

法人税、住民税及び
事業税

 1,311   43,821   2,059   

法人税等調整額  － 1,311 0.2 23,102 66,924  △188 1,871 0.2

少数株主利益   －   33,093   －  

第３四半期（当期）
純損失

  203,680 △29.5  111,604 △5.3  251,880 △24.9

－ 11 －



(3）四半期連結株主資本等変動計算書

　（訂正前）

前第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 72,539 72,539 － 145,079

第３四半期純損失（千円） － － △983,239 △983,239

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

－ － － －

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
72,539 72,539 △983,239 △838,160

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,074,644 853,984 △2,727,840 △799,211

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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 － － － 145,079

第３四半期純損失（千円） － － － △983,239

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

△1,283 △1,283 324 △958

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
△1,283 △1,283 324 △839,118

平成18年12月31日　残高

（千円）
－ － 324 △798,886

－ 12 －



当第３四半期連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 35,000 35,000 － － 70,000

株式交換による変動額  37,873 － － 37,873

第３四半期純損失（千円） － － △156,658 － △156,658

自己株式の取得（千円） － － － △1,380 △1,380

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

－ － － － －

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
35,000 72,873 △156,658 △1,380 △50,165

平成19年12月31日　残高

（千円）
1,590,542 1,407,755 △2,951,411 △1,380 45,505

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 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19年３月31日　残高

（千円）
－ － － － 95,671

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 － － － － 70,000

株式交換による変動額 － － － － 37,873

第３四半期純損失（千円） － － － － △156,658

自己株式の取得（千円） － － － － △1,380

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

－ － 73,203 213,708 286,911

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
－ － 73,203 213,708 236,746

平成19年12月31日　残高

（千円）
－ － 73,203 213,708 332,417

－ 13 －



前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（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（千円） － － 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

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（千円） － － 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

－ 14 －



　（訂正後）

前第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 72,539 72,539 － 145,079

第３四半期純損失（千円） － － △203,680 △203,680

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

－ － － －

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
72,539 72,539 △203,680 △58,602

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,074,644 853,984 △2,882,680 △954,051

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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 － － － 145,079

第３四半期純損失（千円） － － － △203,680

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

△1,283 △1,283 324 △958

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
△1,283 △1,283 324 △59,561

平成18年12月31日　残高

（千円）
－ － 324 △953,726

－ 15 －



当第３四半期連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 35,000 35,000 － － 70,000

株式交換による変動額  37,873 － － 37,873

第３四半期純損失（千円） － － △111,604 － △111,604

自己株式の取得（千円） － － － △1,380 △1,380

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

－ － － － －

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
35,000 72,873 △111,604 △1,380 △5,111

平成19年12月31日　残高

（千円）
1,590,542 1,407,755 △3,042,484 △1,380 △45,567

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 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19年３月31日　残高

（千円）
－ － － － △40,455

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 － － － － 70,000

株式交換による変動額 － － － － 37,873

第３四半期純損失（千円） － － － － △111,604

自己株式の取得（千円） － － － － △1,380

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

－ － 73,203 213,708 286,911

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
－ － 73,203 213,708 281,800

平成19年12月31日　残高

（千円）
－ － 73,203 213,708 241,344

－ 16 －



前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（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（千円） － － △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

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（千円） － － △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

－ 17 －



(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　（訂正前）

  
 前第3四半期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

 当第3四半期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前第３四半
期(当期)純利益(△損
失）

 △981,928 △56,640 △1,048,281

減価償却費  113,657 96,671 125,753

長期前払費用償却  78,750 2,657 92,305

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 69,334 19,011 5,649

賞与引当金の増加額  － △5,264 －

株主優待引当金の増加
額（△減少額）

 － △4,000 4,000

受取利息及び受取配当
金

 △14,874 △1,484 △16,815

支払利息  11,195 35,331 13,881

支払保証料  － 2,140 －

負ののれん償却額  － △4,274 －

社債発行費  24,501 294 24,894

株式交付費  408 － 32,545

株式報酬費用  － 7,301 －

新株予約権発行費  13,091 － 25,361

デリバティブ評価益  △656 △1,433 △969

持分法による投資損失  18,199 － 18,199

有形固定資産売却益  △77,765 － △77,765

有形固定資産除却損  － 17,078 －

投資有価証券評価損  32,599 19,649 49,399

投資有価証券売却損  2,590 － 2,583

関係会社出資金分配損
失 

 － 8,566 －

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 － 281,206

ソフトウェア評価損  230,629 － 230,629

リース解約損  77,711 5,949 77,711

売上債権の減少額  451,169 72,582 392,585

たな卸資産の減少額(△
増加額)

 △15,416 △36,253 12,849

－ 18 －



  
 前第3四半期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

 当第3四半期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円） 金額（千円）

仕入債務の増加額（△
減少額）

 △151,473 20,446 △119,636

未払金の増加額（△減
少額）

 － 7,488 △107,844

その他流動資産の減少
額

 66,123 22,103 80,673

その他流動負債の減少
額

 △116,453 △6,785 △36,325

小計  112,600 210,362 66,035

利息及び配当金の受取
額

 15,975 1,536 17,456

利息の支払額  △9,455 △37,123 △13,504

損害賠償金による収入  － 2,810 －

法人税等の支払額  △1,786 △65,381 △1,864

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 117,334 112,204 68,123

－ 19 －



  
 前第3四半期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

 当第3四半期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

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

 △17,939 △21,117 △20,206

有形固定資産の売却に
よる収入

 77,765 － 77,765

ソフトウェアの取得に
よる支出

 △1,934 △3,920 △2,176

ソフトウェア仮勘定取
得による支出 

 － △29,548 －

投資有価証券の取得に
よる支出

 △10,000 △12,000 △10,000

投資有価証券の売却に
よる収入

 47,410 － 47,416

投資有価証券の償還に
よる収入

 35,000 － 35,000

関係会社株式取得によ
る支出

 － △1,500 －

リース解約による支出  △77,711 △5,949 △77,711

出資金増加による支
出 

 － △16,214 －

出資金返戻による収入  4,783 － 4,783

出資金分配による収入  5,423 22,553 5,423

貸付による支出  △1,525,000 － △1,525,000

貸付金の回収による収
入

 1,579,634 1,800 1,584,377

長期前払費用の増加に
よる支出

 △2,100 △1,361 △2,100

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 －

保証金の返戻による収
入

 － 15,915 －

その他（敷金保証金）
の減少額（△増加額）

 － 9,000 △8,796

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 115,330 92,676 205,332

－ 20 －



  
 前第3四半期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

 当第3四半期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

 金額（千円）  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

 △418,500 △6,324 △500,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △41,440 △184,000 △52,440

社債の償還による支出  △220,500 △237,000 △513,000

新株予約権付社債の発
行による収入

 1,975,498 399,706 1,975,105

新株予約権付社債の償
還による支出

 △1,600,000 △300,000 △1,600,000

株式の発行による収入  144,567 － 1,043,900

新株予約権の発行に伴
う純支出 

 △12,662 － △24,932

自己株式取得による支
出

 － △1,380 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △173,036 △328,998 328,633

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)

 59,628 △124,117 602,089

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 256,805 858,894 256,805

Ⅶ　現金及び現金同等物の第
３四半期末(期末)残高

※１ 316,433 734,777 858,894

－ 21 －



　（訂正後）

  
 前第3四半期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

 当第3四半期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前第３四半
期(当期)純利益(△損
失）

 △202,368 △11,586 △250,009

減価償却費  28,909 87,557 37,937

匿名組合費用　  8,199 － －

長期前払費用償却  288 2,657 176

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 3,864 19,011 5,649

賞与引当金の増加額  － △5,264 －

株主優待引当金の増加
額（△減少額）

 － △4,000 4,000

受取利息及び受取配当
金

 △14,873 △1,484 △16,811

支払利息  11,195 35,331 13,881

支払保証料  － 2,140 －

負ののれん償却額  － △4,274 －

社債発行費  24,501 294 24,894

株式交付費  408 － 32,545

株式報酬費用  － 7,301 －

新株予約権発行費  13,091 － 25,361

デリバティブ評価益  △656 △1,433 △969

持分法による投資利益  △14,609  △7,467

匿名組合費用  － － 1,057

有形固定資産売却益  △77,765 － △77,765

有形固定資産除却損  － 17,078 －

投資有価証券評価損  32,599 19,649 49,399

投資有価証券売却益  2,590 － 2,583

関係会社出資金分配損
失 

 － 8,566 －

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

リース解約損  77,711 5,949 77,711

売上債権の増減額（増
加：△）

 416,066 72,582 291,882

たな卸資産の減少額
(△増加額)

 △15,416 △36,253 12,849

－ 22 －



  
 前第3四半期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

 当第3四半期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円） 金額（千円）

預け金の増減額（増
加：△）　

 － － 267,000

未収金の減少額　  53,550 1,899 －

前払費用の増減額　  1,071 △19,362 －

仕入債務の増加額（△
減少額）

 △89,523 20,446 △119,636

未払金の増加額（△減
少額）

 △184,130 3,894 △132,581

預り金の減少額  △12,931 － －

未払費用の増減額　  3,331 8,482 －

長期未払金の増減額
（減少：△）

 △65,847 △74,677 △91,165

その他  55,400 66,631 △144,967

小計  54,655 210,362 9,000

利息及び配当金の受取
額

 15,974 1,536 17,452

利息の支払額  △9,455 △37,123 △14,463

損害賠償金による収入  － 2,810 －

法人税等の支払額  △1,786 △65,381 △1,864

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 59,388 112,204 10,124

－ 23 －



  
 前第3四半期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

 当第3四半期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

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

 △17,939 △21,117 △20,206

有形固定資産の売却に
よる収入

 － － 77,765

ソフトウェアの取得に
よる支出

 △1,934 △3,920 △2,176

ソフトウェア仮勘定取
得による支出 

 － △29,548 －

長期前払費用の取得に
よる支出　

 △2,100 － －

投資有価証券の取得に
よる支出

 △10,000 △12,000 △10,000

投資有価証券の売却に
よる収入

 47,410 － 47,416

投資有価証券の償還に
よる収入

 35,000 － 35,000

関係会社株式取得によ
る支出

 － △1,500 －

リース解約による支出  － △5,949 △77,711

出資金増加による支
出 

 － △16,214 －

出資金返戻による収入  － － －

出資金分配による収入  68,207 22,553 68,207

貸付による支出  △1,525,000 － △1,525,000

貸付金の回収による収
入

 1,579,634 1,800 1,584,377

長期前払費用の増加に
よる支出

 － △1,361 △2,100

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 －

保証金の返戻による収
入

 － 15,915 －

その他（敷金保証金）
の減少額（△増加額）

 － 9,000 △8,796

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 173,276 92,676 263,332

－ 24 －



  
 前第3四半期連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

 当第3四半期連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

 金額（千円）  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

 △418,500 △6,324 △500,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △41,440 △184,000 △52,440

社債の償還による支出  △220,500 △237,000 △513,000

新株予約権付社債の発
行による収入

 1,975,498 399,706 1,975,105

新株予約権付社債の償
還による支出

 △1,600,000 △300,000 △1,600,000

株式の発行による収入  144,567 － 1,043,900

新株予約権の発行に伴
う純支出 

 △12,662 － △24,932

自己株式取得による支
出

 － △1,380 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △173,036 △328,998 328,633

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)

 59,628 △124,117 602,089

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 256,805 858,894 256,805

Ⅶ　現金及び現金同等物の第
３四半期末(期末)残高

※１ 316,433 734,777 858,894

－ 25 －



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）

前第3四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社グループは、前連結会計年度において

2,111,547千円の大幅な当期純損失を計上し、

当第3四半期会計期間においても983,239千円

の第3四半期純損失を計上した結果、798,886

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、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、重要な当期純損失を計上する結果とな

り、株主資本が大幅に減少いたしました。

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。前第３四半期会計期

間に比して損益状況、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、第３四半期連結会計期間において

624,738千円の特別損失を計上、983,239千円

の第３四半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、平成

18年３月には株式会社インターネット総合研

究所と業務提携を行い、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。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第３四半期連結

会計期間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、前連結会計年度において

409,693千円の大幅な営業損失を計上し、当第

3四半期連結会計期間においても354千円の経

常損失、156,658千円の第3四半期純損失を計

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。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。

当第3四半期連結会計期間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ておりますが、

当第3四半期連結会計期間におきましては、354

千円の経常損失、156,658千円の第3四半期純

損失を計上しております。

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

ムにつきましては、平成19年９月１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

に行った不採算資産整理の効果も加わり、当

連結会計年度以降の損益構造の改善に向けた

取り組みを行っております。

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大幅に圧縮いたし

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。

－ 26 －



前第3四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

資金面におきましては、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、当第3四半期連結会計

期間末時点で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。さらに効果的な株

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、時価に即した

価額にて新株発行が行える仕組みになってお

り、当第3四半期連結会計期間末時点では2,005

株の新株予約権の行使により、144,975千円の

払込を受けております。また、当社グループ

では戦略的な資金調達計画を策定しており、

それに基づいた更なる財務体質強化のための

施策を進めております。

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、四半期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四半期連結財務諸表に

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。
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　（訂正後）

前第3四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社グループは、前連結会計年度において

1,596,051千円の大幅な当期純損失を計上し、

当第3四半期連結会計期間においても203,680

千円の第3四半期純損失を計上した結果、

953,726千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、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、株主資本が

大幅に減少いたしました。

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

構築を図ってまいりましたが、当第3四半期連

結会計期間におきましては、203,680千円の第

3四半期純損失を計上し、債務超過の状況と

なっております。当社ではこれらの状況を解

消すべく、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行い、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。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、前連結会計年度に行った不

採算部門の整理の効果も加わり、当連結会計

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。

当社グループは、前連結会計年度において

251,880千円の大幅な当期純損失を計上し、当

第3四半期連結会計期間においても111,604千

円の第3四半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。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。

当第3四半期連結会計期間においては事業再

構築の成果もあり大幅な固定費の削減を実現

するなど収益体質は改善の方向にあり、事業

体制の整備も着実に進んでおりますが、当第3

四半期連結会計期間においては111,604千円の

第3四半期純損失を計上しております。

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

イムにつきましては、平成19年９月１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、

前連結会計年度に行った不採算部門の整理の

効果も加わり、当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。
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前第3四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

資金面におきましては、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、当第3四半期連結会計

期間末時点で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。さらに効果的な株

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時価に即した価

額にて新株発行が行える仕組みになっており、

当第3四半期連結会計期間末時点では2,005株

の新株予約権の行使により、144,975千円の払

込を受けております。また、当社グループで

は戦略的な資金調達計画を策定しており、そ

れに基づいた更なる財務体質強化のための施

策を進めております。

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、四半期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四半期連結財務諸表に

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。
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表示方法の変更

　（訂正前）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――  （第３四半期連結貸借対照表）

　前第３四半期連結会計期間まで区分掲記し

ておりました「短期貸付金」（当期9,800千

円）は、資産の総額の100分の５以下となった

ため、流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。

　前第３四半期連結会計期間まで区分掲記し

ておりました「投資有価証券」（当期9,200千

円）、「長期前払費用」（当期40,695千円）

および「敷金」（当期111,983千円）は、資産

の総額の100分の５以下となったため、投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

　前第３四半期連結会計期間まで区分掲記し

ておりました「リース資産減損勘定」（当期

94,152千円）は、負債および純資産の総額の

100分の５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。

――――

　（訂正後）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――  （第３四半期連結貸借対照表）

　前第３四半期連結会計期間まで区分掲記し

ておりました「短期貸付金」（当期9,800千

円）は、資産の総額の100分の５以下となった

ため、流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。

　前第３四半期連結会計期間まで区分掲記し

ておりました「投資有価証券」（当期9,200千

円）、「長期前払費用」（当期40,695千円）

および「敷金」（当期111,983千円）は、資産

の総額の100分の５以下となったため、投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

　前第３四半期連結会計期間まで投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「関係会社出資金」（当時０千円）は、

当第３四半期連結会計年度において、資産の

総額の100分の５を超えるため、区分掲記して

おります。

――――
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

　（訂正前）

前第3四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当第3四半期連結会計期間末
（平成19年12月31日）

※１.有形固定資産の減価償却累計額

 89,125 千円

※１.有形固定資産の減価償却累計額

 283,926 千円

※２．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。

※２．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 6,000 千円

土地 621,473 千円

建物 252,226 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 31,560 千円

長期借入金 267,490 千円

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引

銀行１行と当座貸越契約しております。この契約に基

づく当第３四半期末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

※３．　　　　　　　─────

当座貸越極度額の総額 400,000 千円

借入実行残高 0 千円

差引額 400,000 千円

※４．　　　　　　　───── ※４.のれんおよび負ののれんを相殺消去しております。

 　　相殺前の金額は次のとおりです。

 　　のれん　　　　　　　　　14,736千円

 　　負ののれん　　　　　　　30,945千円

 

　（訂正後）

前第3四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当第3四半期連結会計期間末
（平成19年12月31日）

※１.有形固定資産の減価償却累計額

 87,508 千円

※１.有形固定資産の減価償却累計額

 282,127 千円

※２．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。

※２．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 6,000 千円

土地 621,473 千円

建物 252,226 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 31,560 千円

長期借入金 267,490 千円

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引

銀行１行と当座貸越契約しております。この契約に基

づく当第３四半期末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

※３．　　　　　　　─────

当座貸越極度額の総額 400,000 千円

借入実行残高 0 千円

差引額 400,000 千円

※４．　　　　　　　───── ※４.のれんおよび負ののれんを相殺消去しております。

 　　相殺前の金額は次のとおりです。

 　　のれん　　　　　　　　　14,736千円

 　　負ののれん　　　　　　　30,945千円
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（四半期連結損益計算書関係）

　（訂正前）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．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。

※１．主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

従業員給与賞与 90,177千円 

研究開発費 62,237千円 

貸倒引当金繰入額 72,247千円 

役員報酬 79,499千円 

従業員給与 134,622千円 

貸倒引当金繰入 898千円 

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 

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．　　　　　　――――　　 ※２．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

 

 工具器具備品　　

　　

77,765千円

※３．　　　　　―――― ※３．固定資産除却損のうち内訳は以下のと

おりであります。

※３．　　　　　――――

 建物　　　　　 5,004千円  

 工具器具備品 　

　

2,910千円  
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ※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

 ※４．　　　　 ――――  ※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。　

  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。　
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　（訂正後）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．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。

※１．主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

従業員給与賞与 90,177千円 

研究開発費 62,237千円 

販売促進費 44,367千円 

役員報酬 79,499千円 

従業員給与 134,622千円 

貸倒引当金繰入 898千円 

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 

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．　　　　　　――――　　 ※２．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

 

 工具器具備品　　

　　

77,765千円

※３．　　　　　―――― ※３．固定資産除却損のうち内訳は以下のと

おりであります。

※３．　　　　　――――

 建物　　　　　 5,004千円

建物付属設備　　

　　　

9,148千円

 

 工具器具備品 　

　

2,925千円  
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（リース取引関係）

　（訂正前）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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第３

四半期末残高相当額

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)

第３四

半期末

残高相

当額

(千円)

ソフト

ウエア
481,130 243,619 138,325 99,185

合計 481,130 243,619 138,325 99,185

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第３四半期

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)

第３四

半期末

残高相

当額

(千円)

工具器

具備品
324,824 208,523 － 116,301

ソフト

ウエア
484,640 263,763 137,933 82,943

合計 809,464 472,286 137,933 199,244

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

２.未経過リース料第３四半期末残高相当額及

びリース資産減損勘定の残高

２.未経過リース料第３四半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 93,126千円

１年超 157,085千円

合計 250,212千円

リース資産減損勘定の残高 146,012千円

１年内 139,859千円

１年超 168,453千円

合計 308,313千円

リース資産減損勘定の残高 94,152千円

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

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

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 105,297千円

リース資産減損勘定の取崩額 12,920千円

減価償却費相当額 85,254千円

支払利息相当額 8,095千円

支払リース料 125,910千円

リース資産減損勘定の取崩額 38,737千円

減価償却費相当額 113,546千円

支払利息相当額 9,955千円

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

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

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

５.利息相当額の算定方法

同左
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　（訂正後）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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 １.リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

取得価

額相当

額

(千円)

減価償

却累計

額相当

額

(千円)

第３四

半期末

残高相

当額

(千円)

工具器

具備品
324,824 208,523 116,301

ソフト

ウエア
27,010 2,625 24,384

合計 351,834 211,149 140,685

該当ありません。

２.未経過リース料第３四半期末残高相当額

１年内 44,041千円

１年超 107,186千円

合計 151,227千円

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 51,232千円

減価償却費相当額 44,901千円

支払利息相当額 5,948千円

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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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　（訂正前）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　当社グループの事業はデジタル映像技術とコンピュータ技術を融合した「Video－IT」ソリューション事業ならび

にこれらに付帯する業務の単一セグメントのため、記載を省略しております。

当第３半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 766,148 1,322,737 2,088,886 － 2,088,886

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
4,800 － 4,800 △4,800 －

計 770,948 1,322,737 2,093,686 △4,800 2,088,886

営業費用 730,920 1,133,810 1,864,731 188,094 2,052,825

営業利益（又は営業損失） 40,027 188,926 228,954 △192,894 36,060

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　　２．各区分に属する主な業務内容

事業区分 主要製品

 ITソリューション事業  デジタル映像管理システム、セキュリティシステム

 メディアソリューション事業  広告事業、音楽事業

　　　　３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

　　　　　　213,260千円

　　　　　　主な内容は、当社の企画・総務・経理部門等の管理部門にかかる費用であります。

　　　　４．営業区分の追加

　メディアソリューション事業は、当第１四半期連結会計期間より連結子会社となりました株式会社シブヤテ

レビジョンが行っている事業であり、当該セグメントを新設しております。

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）

　当社グループの事業はデジタル映像技術とコンピュータ技術を融合した「Video－IT」ソリューション事業ならび

にこれらに付帯する業務の単一セグメントのため、記載を省略しております。
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　（訂正後）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　当社グループの事業はデジタル映像技術とコンピュータ技術を融合した「Video－IT」ソリューション事業ならび

にこれらに付帯する業務の単一セグメントのため、記載を省略しております。

当第３半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 766,148 1,322,737 2,088,886 － 2,088,886

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
4,800 － 4,800 △4,800 －

計 770,948 1,322,737 2,093,686 △4,800 2,088,886

営業費用 685,867 1,133,810 1,819,677 188,094 2,007,772

営業利益（又は営業損失） 85,081 188,926 274,008 △192,894 81,114

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

　　　　２．各区分に属する主な業務内容

事業区分 主要製品

 ITソリューション事業  デジタル映像管理システム、セキュリティシステム

 メディアソリューション事業  広告事業、音楽事業

　　　　３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

　　　　　　213,260千円

　　　　　　主な内容は、当社の企画・総務・経理部門等の管理部門にかかる費用であります。

　　　　４．営業区分の追加

　メディアソリューション事業は、当第１四半期連結会計期間より連結子会社となりました株式会社シブヤテ

レビジョンが行っている事業であり、当該セグメントを新設しております。

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）

　当社グループの事業はデジタル映像技術とコンピュータ技術を融合した「Video－IT」ソリューション事業ならび

にこれらに付帯する業務の単一セグメントのため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　（訂正前）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 △32,292円59銭

１株当たり第3四半期

純損失金額
42,680円90銭

１株当たり純資産額 967円96銭

１株当たり第3四半期

純損失金額
3,385円46銭

１株当たり純資産額 －

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株当たり第３四

半期純利益金額については、潜在株式

があるものの、第３四半期純損失のた

め、記載を省略しております

なお、潜在株式調整後１株当たり第３

四半期純利益金額については、潜在株

式があるものの、第３四半期純損失の

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、当期純損失のため、記載を

省略しております。 

　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり第３四半期（当期）純

損失金額
   

第３四半期（当期）純損失

（千円）
983,239 156,658 1,050,152

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－  －

普通株式に係る四半期（当期）

純損失（千円）
983,239 156,658 1,050,152

期中平均株式数（株） 23,037 46,274 23,532

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期（当期）純利益金額
   

第３四半期（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株当たり第３四半期
（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)　③
(注)　④

 (注)　①
(注)　②
(注)　③
(注)　④

(注)　①
 

 

(注） 潜在株式の種類
　　　①　第１回新株予約権

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
 至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

株主総会特別決議日 平成14年９月30日 同左 同左

新株予約権の残高 593個 同左 同左

新株予約権の目的となる株式

の種類
  普通株式 同左 同左

新株予約権の目的となる株式

の数
1,186株 同左 同左

発行価格 165,000円 138,613円 140,664円

資本組入額 　82,500円 69,307円 70,332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

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

新株予約権付社債の残高 400,000,000円 ───── 370,000,000円

新株予約権の残高（個） 40個 ───── 37個 

新株予約権の目的となる株式の

種類
普通株式 ───── 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の

数
1,619株 ───── 6,830株 

 新株予約権の行使時の払込金額 247,000円 ───── 54,167円 

　新株予約権の行使期間
 平成18年４月18日から 

平成21年４月２日まで

─────

 

 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　  247,000円 

 資本組入額　123,500円
─────

 発行価格　  54,167円 

 資本組入額　27,084円

　　③　第２回新株予約権

 

前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日) 

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年3月31日) 

 発行日 平成18年７月３日  ───── ───── 

 新株予約権の残高(個) １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 
4,495株  ───── ───── 

 新株予約権の行使時の払込金

額 

  (行使価格の修正)

 行使金額は、平成18年７月７

日(金)以降の毎週月曜日、水

曜日及び金曜日(以下「修正

日」という。)以降、修正日の

直前の取引日まで(当日を含

む。)の５連続取引日(但し、

売買高加重平均価格のない取

引日を除く。)の株式会社東京

証券取引所における当社普通

株式の普通取引の毎日の売買

高加重平均価格の平均値の

90％に相当する金額(但し、計

算の結果１円未満の端数が生

じる場合は、その端数を切り

上げた金額。以下「修正後行

使価額」という。)に修正され

る。

 ─────  ─────
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前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日) 

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年3月31日) 

 

 

但し、かかる算出の結果、修

正後行使価額が 当初行使価額

の102％(但し、下記による調

整を受ける。以下「上限行使

価額」という。)を上回る場合

には、修正後行使価額は上限

行使価額とする。

  (行使価格の調整)

 当社は、本新株予約権の割当

後、時価を下回る価額を募集

株式の払込金額としてその発

行する当社普通株式又はその

処分する当社普通株式を引き

受ける者の募集をする場合(但

し、当社普通株式の交付と引

換えに取得される証券もしく

は取得させることができる証

券又は当社普通株式の交付を

請求できる新株予約権(新株予

約権付社債に付されたものを

含む。)の取得又は行使による

場合を除く。)には、次に定め

る算式により行使価額を調整

する。なお、次の算式におい

て「既発行株式数」は、当社

の発行済普通株式総数から、

当社の有する当社普通株式数

を控除した数とする。

既発

行株

式数

 

＋

 

新発

行・処

分株式

数

×

１株当

たり発

行・処

分価額

調整後

行使価

額

＝

調整前

行使価

額

×

時価

既発行株式数＋新発行・

処　分株式数

 

 

 

 

 新株予約権の行使期間 
平成18年７月６日から

 平成21年７月３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)

  新株予約権の行使時の払込

金額を発行価格とする。

  (資本組入額)

  発行価格の半額とする。 

 ─────  ─────
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　　④　 第３回新株予約権

 

前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日) 

前事業連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年3月31日) 

 発行日 平成18年12月15日  ───── ───── 

 新株予約権の残高(個) １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
13,000株  ───── ───── 

 新株予約権の行使時の払込金

額

  (行使価格の修正)

 (1) 行使価額は、平成19年1月4日

（木）以降の毎週火曜日及び木曜

日（以下「修正日」という。）以

降、修正日の直前の取引日まで

（当日を含む。）の5連続取引日

（但し売買高加重平均価格のない

取引日を除く。）の株式会社東京

証券取引所における当社普通株式

の普通取引の毎日の売買高加重平

均価格の平均値の90％に相当する

金額（但し、計算の結果1円未満の

端数が生じる場合は、その端数を

切り上げた金額。以下「修正後行

使価額」という。）に修正される。

 ─────  ─────

 

但し、かかる算出の結果、修正後

行使価額が当初行使価額（ただし、

下記(行使価格の調整）による調整

を受ける。）を上回る場合には、

修正後行使価額は当初行使価額と

する。

 (2）本項第(1)号にかかわらず、

下記（*1）に基づき当社が取得の

ための通知を行った場合、本新株

予約権者が当該通知を受領した日

以降（当該通知を受領した日を含

む。）取得日までの修正後行使価

額は、行使請求日の直前の取引日

の株式会社東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の売買

高加重平均価格の108％に相当する

金額（円位未満小数第1位まで算出

し、小数第1位を切上げる。）に修

正される。
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前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日) 

前事業連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年3月31日) 

 

（*1）当社は、本新株予約権の消

却が必要と当社取締役会が決議し

た場合は、会社法273条第2項の規

定に従って通知し、（且つ本新株

予約権証券が発行されている場合

は公告したうえで、）当社取締役

会で定める取得日に、その時点に

おいて残存する本新株予約権の全

部又は一部を払込金額と同額で取

得することができる。

  

 

  (行使価格の調整)

 当社は、本新株予約権の割当後、

時価を下回る価額を募集株式の払

込金額としてその発行する当社普

通株式又はその処分する当社普通

株式を引き受ける者の募集をする

場合（但し、当社普通株式の交付

と引換えに取得される証券もしく

は取得させることができる証券又

は当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の取得

又は行使による場合を除く。）に

は、次に定める算式により行使価

額を調整する。なお、次の算式に

おいて「既発行株式数」は、当社

の発行済普通株式総数から、当社

の有する当社普通株式数を控除し

た数とする。

  

 

 

 

既発行

株式数

 

 

 

 

＋

 

新発

行・処

分株式

数

×

１株当

たり発

行・処

分価額

調整後

行使価

額

＝

調整前

行使価

額

×

時価

既発行株式数＋新発行・

処分株式数

 また、当社は当社普通株式の分割

（無償割当てを含む。）若しくは

併合を行う場合、時価を下回る価

額をもって当社の普通株式を交付

する定めがある取得請求権付株式、

取得条項付株式若しくは取得条項

付新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）を発行

する場合又は当社の普通株式の交

付を受けることができる新株予約

権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）を発行する場合等

の一定の事由が生じた場合にも適

宜行使価額を調整する。
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前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日) 

前事業連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年3月31日) 

 新株予約権の行使期間 
平成18年12月15日から

 平成20年12月14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)

  新株予約権の行使時の払込金額

を発行価格とする。

  (資本組入額)

  発行価格の半額とする。 

  

　⑤　第３回転換社債型新株予約権付社債

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 新株予約権付社債の残高 ― 400,000,000円 ―

 新株予約権の数（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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　（訂正後）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 △38,564円65銭

１株当たり第3四半期

純損失金額
8,841円44銭

１株当たり純資産額 △968円77銭

１株当たり第3四半期

純損失金額
2,411円85銭

１株当たり純資産額 －

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株当たり第３四

半期純利益金額については、潜在株式

があるものの、第３四半期純損失のた

め、記載を省略しております

なお、潜在株式調整後１株当たり第３

四半期純利益金額については、潜在株

式があるものの、第３四半期純損失の

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、当期純損失のため、記載を

省略しております。 

　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり第３四半期（当期）純

損失金額
   

第３四半期（当期）純損失

（千円）
203,680 111,604 251,880

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－  －

普通株式に係る四半期（当期）

純損失（千円）
203,680 111,604 251,880

期中平均株式数（株） 23,037 46,274 23,532

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期（当期）純利益金額
   

第３四半期（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株当たり第３四半期

（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)　③

(注)　④

 (注)　①

(注)　⑤ 

 

 

(注)　①

 

 

(注） 潜在株式の種類

　　　①　第１回新株予約権

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
 至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

株主総会特別決議日 平成14年９月30日 同左 同左

新株予約権の残高 593個 同左 同左

新株予約権の目的となる株式

の種類
  普通株式 同左 同左

新株予約権の目的となる株式

の数
1,186株 同左 同左

発行価格 165,000円 138,613円 140,664円

資本組入額 　82,500円 69,307円 70,332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

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

新株予約権付社債の残高 400,000,000円 ───── 370,000,000円

新株予約権の残高（個） 40個 ───── 37個 

新株予約権の目的となる株式の

種類
普通株式 ───── 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の

数
1,619株 ───── 6,830株 

 新株予約権の行使時の払込金額 247,000円 ───── 54,167円 

　新株予約権の行使期間
 平成18年４月18日から 

平成21年４月２日まで

─────

 

 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　  247,000円 

 資本組入額　123,500円
─────

 発行価格　  54,167円 

 資本組入額　27,084円

　　③　第２回新株予約権　

 

前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日) 

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年3月31日) 

 発行日 平成18年７月３日  ───── ───── 

 新株予約権の残高(個) １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 
4,495株  ───── ───── 

 新株予約権の行使時の払込金

額 

  (行使価格の修正)

 行使金額は、平成18年７月７

日(金)以降の毎週月曜日、水

曜日及び金曜日(以下「修正

日」という。)以降、修正日の

直前の取引日まで(当日を含

む。)の５連続取引日(但し、

売買高加重平均価格のない取

引日を除く。)の株式会社東京

証券取引所における当社普通

株式の普通取引の毎日の売買

高加重平均価格の平均値の

90％に相当する金額(但し、計

算の結果１円未満の端数が生

じる場合は、その端数を切り

上げた金額。以下「修正後行

使価額」という。)に修正され

る。

 ─────  ─────
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前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日) 

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年3月31日) 

 

 

但し、かかる算出の結果、修

正後行使価額が 当初行使価額

の102％(但し、下記による調

整を受ける。以下「上限行使

価額」という。)を上回る場合

には、修正後行使価額は上限

行使価額とする。

  (行使価格の調整)

 当社は、本新株予約権の割当

後、時価を下回る価額を募集

株式の払込金額としてその発

行する当社普通株式又はその

処分する当社普通株式を引き

受ける者の募集をする場合(但

し、当社普通株式の交付と引

換えに取得される証券もしく

は取得させることができる証

券又は当社普通株式の交付を

請求できる新株予約権(新株予

約権付社債に付されたものを

含む。)の取得又は行使による

場合を除く。)には、次に定め

る算式により行使価額を調整

する。なお、次の算式におい

て「既発行株式数」は、当社

の発行済普通株式総数から、

当社の有する当社普通株式数

を控除した数とする。

既発

行株

式数

 

＋

 

新発

行・処

分株式

数

×

１株当

たり発

行・処

分価額

調整後

行使価

額

＝

調整前

行使価

額

×

時価

既発行株式数＋新発行・

処　分株式数

 

 

 

 

 新株予約権の行使期間 
平成18年７月６日から

 平成21年７月３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)

  新株予約権の行使時の払込

金額を発行価格とする。

  (資本組入額)

  発行価格の半額とする。 

 ─────  ─────

－ 47 －



　　④　 第３回新株予約権

 

前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日) 

前事業連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年3月31日) 

 発行日 平成18年12月15日  ───── ───── 

 新株予約権の残高(個) １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
13,000株  ───── ───── 

 新株予約権の行使時の払込金

額

  (行使価格の修正)

 (1) 行使価額は、平成19年1月4日

（木）以降の毎週火曜日及び木曜

日（以下「修正日」という。）以

降、修正日の直前の取引日まで

（当日を含む。）の5連続取引日

（但し売買高加重平均価格のない

取引日を除く。）の株式会社東京

証券取引所における当社普通株式

の普通取引の毎日の売買高加重平

均価格の平均値の90％に相当する

金額（但し、計算の結果1円未満の

端数が生じる場合は、その端数を

切り上げた金額。以下「修正後行

使価額」という。）に修正される。

 ─────  ─────

 

但し、かかる算出の結果、修正後

行使価額が当初行使価額（ただし、

下記(行使価格の調整）による調整

を受ける。）を上回る場合には、

修正後行使価額は当初行使価額と

する。

 (2）本項第(1)号にかかわらず、

下記（*1）に基づき当社が取得の

ための通知を行った場合、本新株

予約権者が当該通知を受領した日

以降（当該通知を受領した日を含

む。）取得日までの修正後行使価

額は、行使請求日の直前の取引日

の株式会社東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の売買

高加重平均価格の108％に相当する

金額（円位未満小数第1位まで算出

し、小数第1位を切上げる。）に修

正される。
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前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日) 

前事業連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年3月31日) 

 

（*1）当社は、本新株予約権の消

却が必要と当社取締役会が決議し

た場合は、会社法273条第2項の規

定に従って通知し、（且つ本新株

予約権証券が発行されている場合

は公告したうえで、）当社取締役

会で定める取得日に、その時点に

おいて残存する本新株予約権の全

部又は一部を払込金額と同額で取

得することができる。

  

 

  (行使価格の調整)

 当社は、本新株予約権の割当後、

時価を下回る価額を募集株式の払

込金額としてその発行する当社普

通株式又はその処分する当社普通

株式を引き受ける者の募集をする

場合（但し、当社普通株式の交付

と引換えに取得される証券もしく

は取得させることができる証券又

は当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の取得

又は行使による場合を除く。）に

は、次に定める算式により行使価

額を調整する。なお、次の算式に

おいて「既発行株式数」は、当社

の発行済普通株式総数から、当社

の有する当社普通株式数を控除し

た数とする。

  

 

 

 

既発行

株式数

 

 

 

 

＋

 

新発

行・処

分株式

数

×

１株当

たり発

行・処

分価額

調整後

行使価

額

＝

調整前

行使価

額

×

時価

既発行株式数＋新発行・

処分株式数

 また、当社は当社普通株式の分割

（無償割当てを含む。）若しくは

併合を行う場合、時価を下回る価

額をもって当社の普通株式を交付

する定めがある取得請求権付株式、

取得条項付株式若しくは取得条項

付新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）を発行

する場合又は当社の普通株式の交

付を受けることができる新株予約

権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）を発行する場合等

の一定の事由が生じた場合にも適

宜行使価額を調整する。
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前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日) 

前事業連結会計年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年3月31日) 

 新株予約権の行使期間 
平成18年12月15日から

 平成20年12月14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)

  新株予約権の行使時の払込金額

を発行価格とする。

  (資本組入額)

  発行価格の半額とする。 

  

　⑤　第３回転換社債型新株予約権付社債

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 新株予約権付社債の残高 ― 400,000,000円 ―

 新株予約権の数（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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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

　（訂正前）

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  312,773   346,748   858,894   

２．受取手形  2,446   －   －   

３．売掛金  95,286   149,753   221,917   

４．有価証券  －   12,000   26,250   

５．たな卸資産  133,257   141,519   104,991   

６．短期貸付金  146,000   －   －   

７．その他 ※４ 29,026   39,064   17,164   

８．貸倒引当金  △129,171   △8,672   △8,959   

流動資産合計   589,619 62.1  680,413 62.1  1,220,259 83.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※２ 43,973   34,473   39,585   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  61,416   40,447   55,654   

(2）その他  509   509   509   

計  61,926   40,957   56,164   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  55,650   9,200   12,600   

(2）長期貸付金  －   140,400   142,000   

(3）関係会社株式 ※１ 0   222,173   －   

(4) 長期性預金  100,000   －   －   

(5) 敷金保証金  61,536   70,332   70,332   

(6）その他  37,264   38,913   36,344   

(7）貸倒引当金  △2   △140,400   △122,000   

計  254,447   340,619   139,277   

固定資産合計   360,347 37.9  416,050 37.9  235,027 16.1

資産合計   949,966 100.0  1,096,463 100.0  1,455,287 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  39,478   72,245   71,315   

２．短期借入金 ※３ 81,500   －   －   

３．一年内返済予定長
期借入金

※１ 26,000   20,000   20,000   

４．一年内償還予定社
債

 429,500   160,000   317,000   

５.リース資産減損勘
定 

 146,012   94,152   132,890   

６．その他  100,984   126,227   108,218   

流動負債合計   823,475 86.7  472,625 43.1  649,427 44.6
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．社債  500,000   240,000   320,000   

２．新株予約権付社債  400,000   400,000   370,000   

４．長期借入金 ※１ 25,000   5,000   20,000   

５．繰延税金負債  377   188   188   

固定負債合計   925,377 97.4  645,188 58.9  710,188 48.8

負債合計   1,748,853 184.1  1,117,814 102.0  1,359,616 93.4

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

 1.資本金   1,074,644 113.1  1,590,542 145.1  1,555,542 106.9

 2.資本剰余金           

 　　資本準備金  853,984   1,407,755   1,334,882   

　資本剰余金合計   853,984 89.9  1,407,755 128.4  1,334,882 91.7

 3.利益剰余金           

  その他利益剰余金           

  (1)任意積立金     275   275   

  (2)繰越利益剰余金  △2,727,840   △3,019,923   △2,795,028   

 　　利益剰余金合計   △2,727,840 △287.2  △3,019,647 △275.6  △2,794,753 △192.0

 株主資本合計   △799,211 △84.1  △21,350 △2.0  95,671 6.6

Ⅱ　新株予約権   324 0.0  － －  － －

 純資産合計   △798,886 △84.1  △21,350 △2.0  95,671 6.6

 負債・純資産合計   949,966 100.0  1,096,463 100.0  1,455,287 100.0
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　（訂正後）

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  312,773   346,748   858,894   

２．受取手形  2,446   －   －   

３．売掛金  95,286   149,753   221,917   

４．有価証券  －   12,000   26,250   

５．たな卸資産  133,257   141,519   104,991   

６．短期貸付金  146,000   －   1,741   

７．預け金  215,981   －   －   

８．その他 ※４ 28,255   39,064   15,423   

９．貸倒引当金  △129,171   △8,672   △8,959   

流動資産合計   804,830 71.2  680,413 63.4  1,220,259 85.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※２ 43,557   34,240   39,238   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  26,416   17,447   23,654   

(2）その他  509   509   509   

計  26,926   17,957   24,164   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  55,650   9,200   12,600   

(2）長期貸付金  －   140,400   142,000   

(3）関係会社株式 ※１ 0   222,173   －   

(4) 長期性預金  100,000   －   －   

(5) 敷金保証金  61,536   70,332   70,332   

(6) その他  37,264   38,913   36,344   

(7) 貸倒引当金  △2   △140,400   △122,000   

計  254,447   340,619   139,277   

固定資産合計   324,931 28.8  392,816 36.6  202,679 14.2

資産合計   1,129,761 100.0  1,073,230 100.0  1,422,939 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  39,478   72,245   71,315   

２．短期借入金 ※３ 81,500   －   －   

３．一年内返済予定長
期借入金

※１ 26,000   20,000   20,000   

４．一年内償還予定社
債

 429,500   160,000   317,000   

５. 未払金  131,507   121,846   125,669   

６．預り金  217,562   4,259   3,070   

７. その他  70,144   99,691   79,048   

流動負債合計   995,693 88.1  478,042 44.5  616,106 43.3
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．社債  500,000   240,000   320,000   

２．新株予約権付社債  400,000   400,000   370,000   

３．長期借入金 ※1 25,000   5,000   20,000   

４. 長期未払金  162,417   62,422   137,099   

５．繰延税金負債  377   188   188   

固定負債合計   1,087,795 95.3  707,610 65.9  847,288 59.5

負債合計   2,083,488 184.4  1,185,653 110.5  1,463,395 102.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

 1.資本金   1,074,644 95.1  1,590,542 148.2  1,555,542 109.3

 2.資本剰余金           

 　　資本準備金  853,984   1,407,755   1,334,882   

　資本剰余金合計   853,984 75.6  1,407,755 131.2  1,334,882 93.8

 3.利益剰余金           

  その他利益剰余金           

  (1)任意積立金  550   275   275   

  (2)繰越利益剰余金  △2,883,231   △3,110,996   △2,931,155   

 　　利益剰余金合計   △2,882,680 △255.2  △3,110,721 △289.8  △2,930,880 △206.0

 株主資本合計   △954,051 △84.4  △112,423 △10.5  △40,455 △2.8

Ⅱ　新株予約権   324 0.0  － －  － －

 純資産合計   △953,726 △84.4  △112,423 △10.5  △40,455 △2.8

 負債・純資産合計   1,129,761 100.0  1,073,230 100.0  1,422,939 100.0
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(2）四半期損益計算書

　（訂正前）

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   691,302 100.0  519,818 100.0  1,009,749 100.0

Ⅱ　売上原価   622,462 90.0  358,929 69.0  813,180 80.5

売上総利益   68,839 10.0  160,888 31.0  196,568 19.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   412,505 59.7  362,842 69.8  527,914 52.3

営業損失   343,665 △49.7  201,953 △38.9  331,345 △32.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  48,595 7.0  24,236 4.7  51,041 5.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  106,909 15.5  7,523 1.4  167,299 16.6

経常損失   401,979 △58.1  185,241 △35.6  447,602 △44.3

Ⅵ　特別利益 ※３  80,679 11.7  286 0.1  80,192 7.9

Ⅶ　特別損失 ※４.６  660,628 95.6  38,124 7.4  680,872 67.4

税引前第３四半期
（当期）純損失

  981,928 △142.0  223,078 43.0  1,048,281 △103.8

法人税、住民税及び
事業税

 1,311   1,816   2,059   

法人税等調整額  － 1,311 0.2 － 1,816 0.3 △188 1,871 0.2

第３四半期（当期）
純損失

  983,239 △142.2  224,894 △43.4  1,050,152 △104.0
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　（訂正後）

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   691,302 100.0  519,818 100.0  1,009,749 100.0

Ⅱ　売上原価   485,999 70.3  313,876 60.4  661,453 65.5

売上総利益   205,302 29.7  205,942 39.6  348,295 34.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   375,243 54.3  362,842 69.8  489,882 48.5

営業損失   169,940 △24.6  156,900 △30.2  141,586 △14.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  68,205 9.9  24,236 4.7  57,398 5.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  68,411 9.9  7,523 1.4  112,869 11.2

経常損失   170,146 △24.6  140,187 △27.0  197,057 △19.5

Ⅵ　特別利益 ※３  80,678 11.7  286 0.1  80,192 7.9

Ⅶ　特別損失 ※４.６  112,901 16.3  38,124 7.3  133,145 13.2

税引前第３四半期
（当期）純損失

  202,368 △29.3  178,024 △34.2  250,009 △24.8

法人税、住民税及び
事業税

 1,311   1,816   2,059   

法人税等調整額  － 1,311 0.2 － 1,816 0.3 △188 1,870 0.2

第３四半期（当期）
純損失

  203,680 △29.5  179,841 △34.6  251,880 △24.9

－ 56 －



(3）四半期株主資本等変動計算書

　（訂正前）

前第３四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12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

 その他利益剰余金
 利益剰余金

合計 任意積立金
 繰越利益
剰余金

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 72,539 72,539 － － － 145,079

四半期純損失（千円）    △983,239 △983,239 △983,239

特別償却準備金取崩額（千円） － － △275 275 － －

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
72,539 72,539 △275 △982,964 △983,239 △838,160

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,074,644 853,984 550 △2,728,391 △2,727,840 △799,211

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － － 145,079

四半期純損失（千円） － － － △983,239

特別償却準備金取崩額（千円） － － －  

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△1,283 △1,283 324 △958

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
△1,283 △1,283 324 △839,118

平成18年12月31日　残高

（千円）
－ － 324 △798,886

－ 57 －



当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12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

 その他利益剰余金
 利益剰余金

合計 任意積立金
 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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 35,000 35,000 － － － 70,000

四半期純損失（千円） － － － △224,894 △224,894 △224,894

株式交換による変動額（千円） － 37,873 － － － 37,873

特別償却準備金取崩額（千円） － － － － － －

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
35,000 72,873 － △224,894 △224,894 △117,021

平成19年12月31日　残高

（千円）
1,590,542 1,407,755 275 △3,019,923 △3,019,647 △21,350

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19年３月31日　残高

（千円）
－ － 95,671

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － 70,000

四半期純損失（千円） － － △224,894

株式交換による変動額（千円） － － 37,873

特別償却準備金取崩額（千円） － － 0

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ － 0

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － △117,021

平成19年12月31日　残高

（千円）
－ － △21,350

－ 58 －



前事業年度の要約株主資本等変動計算書（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

 その他利益剰余金
 利益剰余金

合計 任意積立金
 繰越利益
剰余金

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

当事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 553,437 553,437 － － － 1,106,874

当期純損失（千円） － － － △1,050,152 △1,050,152 △1,050,152

特別償却準備金取崩額（千円） － － △550 550 － －

株主資本以外の項目の当事業年

度中の変動額（純額）
－ － － － － －

当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

当事業年度中の変動額

新株の発行（千円） － － 1,106,874

当期純損失（千円） － － △1,050,152

特別償却準備金取崩額（千円） － － －

株主資本以外の項目の当事業年

度中の変動額（純額）
△1,283 △1,283 △1,283

当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

－ 59 －



　（訂正後）

前第３四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12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

 その他利益剰余金
 利益剰余金

合計 任意積立金
 繰越利益
剰余金

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 72,539 72,539 － － － 145,079

四半期純損失（千円）    △203,680 △203,680 △203,680

特別償却準備金取崩額（千円） － － △275 275 － －

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
72,539 72,539 △275 △203,405 △203,680 △58,602

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,074,644 853,984 550 △2,883,231 △2,882,680 △954,051

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － － 145,079

四半期純損失（千円） － － － △203,680

特別償却準備金取崩額（千円） － － －  

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△1,283 △1,283 324 △958

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
△1,283 △1,283 324 △59,561

平成18年12月31日　残高

（千円）
－ － 324 △953,726

－ 60 －



当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12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
 その他利益剰余金

 利益剰余金
合計 任意積立金

 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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 35,000 35,000 － － － 70,000

四半期純損失（千円） － － － △179,841 △179,841 △179,841

株式交換による変動額（千円） － 37,873 － － － 37,873

特別償却準備金取崩額（千円） － － － － － －

自己株式の取得（千円） － － － － － －

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ － － － － －

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
35,000 72,873 － △179,841 △179,841 △71,968

平成19年12月31日　残高

（千円）
1,590,542 1,407,755 275 △3,110,996 △3,110,721 △112,423

　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19年３月31日　残高

（千円）
－ － △40,455

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － 70,000

四半期純損失（千円） － － △179,841

株式交換による変動額（千円） － － 37,873

特別償却準備金取崩額（千円） － － 0

特別償却準備金取崩額（千円） － － 0

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ － 0

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － △71,968

平成19年12月31日　残高

（千円）
－ － △112,423

－ 61 －



前事業年度の要約株主資本等変動計算書（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

 その他利益剰余金
 利益剰余金

合計 任意積立金
 繰越利益
剰余金

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

前事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 553,437 553,437 － － － 1,106,874

当期純損失（千円） － － － △251,880 △251,880 △251,880

特別償却準備金取崩額（千円） － － △550 550 － －

株主資本以外の項目の前事業年

度中の変動額（純額）
－ － － － － －

前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

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

前事業年度中の変動額

新株の発行（千円） － － 1,106,874

当期純損失（千円） － － △251,880

特別償却準備金取崩額（千円） － － －

株主資本以外の項目の前事業年

度中の変動額（純額）
△1,283 △1,283 △1,283

前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

－ 62 －



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）

前第3四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社は、前事業年度において

2,132,495千円の大幅な当期純損失を

計上し、当第3四半期連結会計期間に

おいても983,239千円の第3四半期純損

失を計上した結果、798,886千円の債

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、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、重要な当期

純損失を計上する結果となり、株主資

本が大幅に減少いたしました。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。前第3

四半期会計期間に比して損益状況、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、第3四半

期会計期間において、660,628千円の

特別損失を計上、983,239千円の第3四

半期純損失を計上することとなりまし

た。

当社は、前事業年度において

1,050,152千円の大幅な当期純損失を

計上し、当第3四半期会計期間におい

ても201,953千円の営業損失、185,241

千円の経常損失、224,894千円の第3四

半期純損失を計上した結果、21,350千

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、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。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。

当第3四半期会計期間においては事業

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

めておりますが、当第3四半期会計期

間におきましては、201,953千円の営

業損失を計上しております。

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。

－ 63 －



前第3四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社では、これらの状況を解消すべ

く、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行

い、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。

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

第3四半期会計期間に行った不採算資

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。

資金面におきましては、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、当第3四半期会

計期間末時点で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。さらに効果的な株主資本の強

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

約権は時価に即した価額にて新株発行

が行える仕組みになっており、当第3

四半期会計期間末時点では2,005株の

新株予約権の行使により、144,975千

円の払込を受けております。また、当

社では戦略的な資金調達計画を策定し

ており、それに基づいた更なる財務体

質強化のための施策を進めております。

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・タイムにつきましては、平成19年

９月１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、前事業年度に

行った不採算資産整理の効果も加わり、

損益構造の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、四半期財務諸

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

四半期財務諸表には反映しておりませ

ん。

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。

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。そのよ

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。
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　（訂正後）

前第3四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当社は、前事業年度において

1,616,999千円の大幅な当期純損失を計

上し、当第3四半期会計期間においても

203,680千円の第3四半期純損失を計上

した結果、953,726千円の債務超過に

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、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、株主資本が大幅に減少い

たしました。

当社では、当中間会計年度において

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

ますが、当社顧客の多くが3月決算を

採用しており、例年受託開発案件を中

心に事業年度末に納入と検収が集中す

るため、結果として下半期に売上高及

び損益が偏る傾向にあります。このた

め、当第3四半期会計期間におきまし

ては、203,680千円の第3四半期純損失

を計上し、債務超過の状況となってお

ります。

当社では、これらの状況を解消すべ

く平成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行い、

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。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、前事業年度に行った不採

算部門の整理の効果も加わり、当事業

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。

当社は、前事業年度において251,880

千円の大幅な当期純損失を計上し、当

第3四半期会計期間においても179,841

千円の第3四半期純損失を計上した結

果、112,423千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、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。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。

当第3四半期会計期間においては事

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は改善の

方向にあり、事業体制の整備も着実に

進んでおりますが、当第3四半期会計

期間においては179,841千円の第3四半

期純損失を計上しており、債務超過と

なっております。

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

イムにつきましては平成19年９月１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、前連結会計年度に

行った不採算部門の整理の効果も加わ

り、当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。

－ 65 －



前第3四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第3四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

資金面におきましては、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、当第3四半期会

計期間末時点で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。

さらに効果的な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

時価に即した価額にて新株発行が行え

る仕組みになっており、当第3四半期

会計期間末時点では2,005株の新株予

約権の行使により、144,975千円の払

込を受けております。

また、当社では戦略的な資金調達計

画を策定しており、それに基づいた更

なる財務体質強化のための施策を進め

ております。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、四半

期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

の影響を四半期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、四半

期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

の影響を四半期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。
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表示方法の変更

　（訂正前）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（第３四半期貸借対照表） 

  前第３四半期まで投資その他資産の

「その他」に含めて表示していました

「長期性預金」および「敷金」は、当

第３四半期において資産の総額の100分

の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、当第３四半期の「長期性預金」

の金額は、100,000千円、「敷金」の金

額は、61,536千円です。

（第３四半期貸借対照表） 

　前第３四半期まで区分掲記してお

りました「短期貸付金」（当期9,800

千円）は、資産の総額の100分の５以

下となったため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

 （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、

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。

　

  

 （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。

　（訂正後）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（第３四半期貸借対照表）

　前第３四半期まで流動資産の「その

他」に含めて表示していました「短期貸

付金」、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示していました「長期性預

金」及び「敷金」は、当第３四半期にお

いて資産の総額の100分の５を超えたた

め区分掲記しました。

　なお、前第３四半期のそれぞれの金

額は次のとおりです。

短期貸付金 72,350千円

長期性預金 100,000千円

敷金 61,536千円

 

（第３四半期貸借対照表） 

　前第３四半期まで区分掲記してお

りました「短期貸付金」（当時9,800

千円）は、資産の総額の100分の５

以下となったため、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

 

　前第３四半期まで流動負債の「その

他」に含めて表示していました「未払

金」は、当第３四半期において資産の

総額の100分の５を超えたため区分掲

記しました。

　なお、前第３四半期の「短期貸付

金」の金額は、146,000千円です。

（貸借対照表） 

前期まで区分掲記しておりました「未収

金」（当時13,370千円）は、資産の総額

の100分の１以下となったため、流動資

産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

 

　（損益計算書）

────
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(5) 注記事項

（四半期貸借対照表関係）

　（訂正前）

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19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。

※１．　　　　　―――― ※１．　　　　　――――

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 6,000 千円

※２．有形固定資産の減価償却累

計額
89,125 千円

※２．有形固定資産の減価償却累

計額
94,789 千円

※２．有形固定資産の減価償却累

計額
94,509 千円

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ために取引銀行１行と当座貸越契約してお

ります。この契約に基づく当第３四半期末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

※３．　　　　　――――  ※３. 　　　　　――――

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 0千円

差引額 400,000千円

※４．消費税等の取扱い

 　　 仮消費税等と仮受消費税等は相殺のう

　　え、金額的に重要性が乏しいため、流動資

　　産の「その他」に含めて表示しておりま

　　す。

※４．消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のう

え、金額的に重要性が乏しいため、流動資

産の「その他」に含めて表示しております。

※４．消費税等の取扱い

　――――

　（訂正後）

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19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。

※１．　　　　　―――― ※１．　　　　　――――

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 6,000 千円

※２．有形固定資産の減価償却累

計額
87,508 千円

※２．有形固定資産の減価償却累

計額
92,990 千円

※２．有形固定資産の減価償却累

計額
92,823 千円

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ために取引銀行１行と当座貸越契約してお

ります。この契約に基づく当第３四半期末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

※３．　　　　　――――  ※３. 　　　　　――――

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 0千円

差引額 400,000千円

※４．消費税等の取扱い

 　　 仮消費税等と仮受消費税等は相殺のう

　　え、金額的に重要性が乏しいため、流動資

　　産の「その他」に含めて表示しておりま

　　す。

※４．消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のう

え、金額的に重要性が乏しいため、流動資

産の「その他」に含めて表示しております。

※４．消費税等の取扱い

　――――
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（四半期損益計算書関係）

　（訂正前）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの  ※１．営業外収益のうち主要なもの  ※１. 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 13,947千円

研究開発助成金 29,331千円

業務指導料 8,857千円

経営指導料 12,000千円

受取利息 15,262千円

研究開発助成金 29,331千円

※２．営業外費用のうち主要なもの  ※２．営業外費用のうち主要なもの  ※２．営業外費用のうち主要なもの

社債発行費 24,501千円

新株予約権発行費 13,091千円

匿名組合費用  51,798千円

支払利息 2,128千円

社債利息 2,891千円

保証料 2,140千円

匿名組合費用 51,798千円

株式交付費 32,545千円

新株予約権発行費 25,361千円

社債発行費 24,894千円

※３．特別利益のうち主要なもの  ※３．特別利益のうち主要なもの  ※３．特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益 77,765千円

貸倒引当金戻入益  2,913千円

貸倒引当金戻入益  286千円 固定資産売却益 77,765千円

※４．特別損失のうち主要なもの  ※４．特別損失のうち主要なもの  ※４．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 32,599千円

リース解約損 77,711千円

減損損失  146,012千円

出資金評価損  171,084千円

ソフトウェア評価損  230,629千円

投資有価証券評価損 19,649千円

貸倒引当金繰入額 18,400千円

出資金評価損 171,084千円

ソフトウエア評価損 230,629千円

減損損失 146,012千円

 ※５. 減価償却実施額  ※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額

 有形固定資産 13,938千円 

 無形固定資産 99,719千円 

 有形固定資産 11,180千円 

 無形固定資産 17,830千円 

有形固定資産 19,321千円

無形固定資産 106,431千円

※６．減損損失

減損損失の内訳は以下のとおりです。 

（単位：千円） 

※６．　　　　―――― ※６．特別損失の減損損失

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

 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
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前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 当社は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(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。　

　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。
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　（訂正後）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの  ※１．営業外収益のうち主要なもの  ※１. 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 13,947千円

研究開発助成金 29,331千円

持分法による投資利益　 14,609千円　

業務指導料 8,857千円

経営指導料 12,000千円

受取利息 15,262千円

研究開発助成金 29,331千円

※２．営業外費用のうち主要なもの  ※２．営業外費用のうち主要なもの  ※２．営業外費用のうち主要なもの

社債発行費 24,501千円

新株予約権発行費 13,091千円

匿名組合費用  8,199千円

支払利息 2,128千円

社債利息 2,891千円

保証料 2,140千円

株式交付費 32,545千円

新株予約権発行費 25,361千円

社債発行費 24,894千円

※３．特別利益のうち主要なもの  ※３．特別利益のうち主要なもの  ※３．特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益 77,765千円

貸倒引当金戻入益 2,913千円

貸倒引当金戻入益  286千円 固定資産売却益 77,765千円

※４．特別損失のうち主要なもの  ※４．特別損失のうち主要なもの  ※４．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 32,599千円

リース解約損 77,711千円

投資有価証券評価損 19,649千円

貸倒引当金繰入額 18,400千円

投資有価証券評価損 49,399千円

リース解約損 77,711千円

 ※５. 減価償却実施額  ※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額

 有形固定資産 13,735千円 

 無形固定資産 15,174千円 

 有形固定資産 11,066千円 

 無形固定資産 8,830千円 

有形固定資産 19,050千円

無形固定資産 18,886千円
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（リース取引関係）

　（訂正前）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

第３四半期末残高相当額

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第

３四半期末残高相当額

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)

第３四
半期末
残高相
当額
(千円)

ソフト
ウェア

481,130 243,619 138,325 99,185

合計 481,130 243,619 138,325 99,185

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)

第３四
半期末
残高相
当額
(千円)

ソフト
ウェア

457,630 261,137 137,933 58,559

合計 457,630 261,137 137,933 58,559

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

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額

及びリース資産減損勘定の残高

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額及

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 93,126千円

１年超 157,085千円

合計 250,121千円

１年内 95,818千円

１年超 61,267千円

合計 157,085千円

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 146,012千円 リース資産減損勘定の残高 94,152千円 リース資産減損勘定の残高 132,890千円

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

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 105,297千円

リース資産減損勘定の取崩

額
12,920千円

減価償却費相当額 85,254千円

支払利息相当額 8,095千円

支払リース料 74,677千円

リース資産減損勘定の取崩

額
38,737千円

減価償却費相当額 68,644千円

支払利息相当額 4,864千円

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

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

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

５．利息相当額の算定方法

同左
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　（訂正後）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

該当ありません。

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。

――――

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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（１株当たり情報）

　（訂正前）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 △32,292円59銭

１株当たり第３四半期

 純損失金額
42,680円90銭

 １株当たり純資産額 △453円91銭 

 １株当たり第３四半

 期純損失金額
△4,858円91銭 

 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株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式があるものの、第３四半期純損失

のため記載しております。

　なお、潜在株式調整後１株当たり第３

四半期純利益金額については、潜在株式

があるものの、第３四半期純損失のため、

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株当たり第３四半期（当期）純利益（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。

 
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり第３四半期（当期）純

損失金額
   

第３四半期（当期）純損失

（千円）
983,239 224,894 1,050,152

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― ―

普通株式に係る第３四半期純損

失（千円）
983,239 224,894 1,050,152

期中平均株式数（株） 23,037 46,285 23,532

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株当たり第３四半期

（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) ③

（注) ④

（注) ① 

（注) ⑤ 

 （注）①

(注）　潜在株式の種類
　①第１回新株予約権

 
前第３四半期会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自平成19年４月１日
至平成19年12月31日）

前事業年度 
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日） 

株主総会特別決議日 平成14年９月30日 同左 同左

新株予約権の残高 593個 同左 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 同左

新株予約権の目的となる株式の数 1,186株 同左 同左

発行価格  165,000円 138,613円 140,664円 

資本組入額  82,500円  69,307円 70,332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

 
前第３四半期会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年12月31日）

前事業年度
（自平成18年４月１日

至平成19年3月31日）

新株予約権付社債の残高 400,000,000円 370,000,000円

新株予約権の残高（個） 40個 37個 

新株予約権の目的となる株式の種

類
普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 1,619株 6,830株 

新株予約権の行使時の払込金額 247,000円 54,167円 

　新株予約権の行使期間
 平成18年４月18日から 

平成21年４月２日まで

 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　  247,000円

 資本組入額　123,500円

 発行価格　  54,167円

 資本組入額　27,084円

　③第２回新株予約権

 
前第３四半期会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年12月31日）

 発行日 平成18年７月３日 

 新株予約権の残高(個) １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 4,495株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

  (行使価格の修正)

 行使金額は、平成18年７月７日(金)以降の毎週月

曜日、水曜日及び金曜日(以下「修正日」という。)

以降、修正日の直前の取引日まで(当日を含む。)の

５連続取引日(但し、売買高加重平均価格のない取

引日を除く。)の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価

格の平均値の90％に相当する金額(但し、計算の結

果１円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り

上げた金額。以下「修正後行使価額」という。)に

修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使

価額が 当初行使価額の102％(但し、下記による調

整を受ける。以下「上限行使価額」という。)を上

回る場合には、修正後行使価額は上限行使価額とす

る。

(行使価格の調整)

 当社は、本新株予約権の割当後、時価を下回る価

額を募集株式の払込金額としてその発行する当社普

通株式又はその処分する当社普通株式を引き受ける

者の募集をする場合(但し、当社普通株式の交付と

引換えに取得される証券もしくは取得させることが

できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

む。)の取得又は行使による場合を除く。)には、次

に定める算式により行使価額を調整する。なお、次

の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済

普通株式総数から、当社の有する当社普通株式数を

控除した数とする。  
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前第３四半期会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年12月31日）

 

既発

行株

式数

 

＋

 

新発

行・処

分株式

数

×

１株当

たり発

行・処

分価額

調整後

＝

調整前

×

時価

行使価額 行使価額
既発行株式数＋新発行・処

　分株式数

 新株予約権の行使期間 
平成18年７月６日から

平成21年７月３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)

 新株予約権の行使時の払込金額を発行価格とす

る。

  (資本組入額)

 発行価格の半額とする。 

　

　④第３回新株予約権

 

前第３四半期会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 発行日 平成18年12月15日 

 新株予約権の残高(個) １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 13,000株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

  (行使価格の修正)

 (1) 行使価額は、平成19年1月4日（木）以降の毎週火

曜日及び木曜日（以下「修正日」という。）以降、修正

日の直前の取引日まで（当日を含む。）の5連続取引日

（但し売買高加重平均価格のない取引日を除く。）の株

式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引

の毎日の売買高加重平均価格の平均値の90％に相当する

金額（但し、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、

その端数を切り上げた金額。以下「修正後行使価額」と

いう。）に修正される。但し、かかる算出の結果、修正

後行使価額が当初行使価額（ただし、下記第13項による

調整を受ける。）を上回る場合には、修正後行使価額は

当初行使価額とする。

 (2）本項第(1)号にかかわらず、下記（*1）に基づき当

社が取得のための通知を行った場合、本新株予約権者が

当該通知を受領した日以降（当該通知を受領した日を含

む。）取得日までの修正後行使価額は、行使請求日の直

前の取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の売買高加重平均価格の108％に相当す

る金額（円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切

上げる。）に修正される。

（*1）当社は、本新株予約権の消却が必要と当社取締役

会が決議した場合は、会社法273条第2項の規定に従って

通知し、（且つ本新株予約権証券が発行されている場合

は公告したうえで、）当社取締役会で定める取得日に、

その時点において残存する本新株予約権の全部又は一部

を払込金額と同額で取得することができる。
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前第３四半期会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 

  (行使価格の調整)

 当社は、本新株予約権の割当後、時価を下回る価額を

募集株式の払込金額としてその発行する当社普通株式又

はその処分する当社普通株式を引き受ける者の募集をす

る場合（但し、当社普通株式の交付と引換えに取得され

る証券もしくは取得させることができる証券又は当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の取得又は行使による場合

を除く。）には、次に定める算式により行使価額を調整

する。なお、次の算式において「既発行株式数」は、当

社の発行済普通株式総数から、当社の有する当社普通株

式数を控除した数とする。

 

 

既発

行株

式数

 

 

 

 

＋

 

新発行・

処分株式

数

×

１株当

たり発

行・処

分価額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

時価

既発行株式数＋新発行・

処分株式数

 また、当社は当社普通株式の分割（無償割当てを含

む。）若しくは併合を行う場合、時価を下回る価額を

もって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権

付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行す

る場合又は当社の普通株式の交付を受けることができる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

を発行する場合等の一定の事由が生じた場合にも適宜行

使価額を調整する。

 新株予約権の行使期間 
平成18年12月15日から

 平成20年12月14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)

  新株予約権の行使時の払込金額を発行価格とする。

  (資本組入額)

  発行価格の半額とする。 
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　⑤　第３回転換社債型新株予約権付社債

 
当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

 新株予約権付社債の残高 400,000,000円

 新株予約権の数（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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　（訂正後）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 △38,564円65銭

１株当たり第３四半期

 純損失金額
8,841円44銭

 １株当たり純資産額 △2,390円15銭 

 １株当たり第３四半

 期純損失金額
3,885円51銭 

 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株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式があるものの、第３四半期純損失

のため記載しております。

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式があるものの、第３四半期純損失

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株当たり第３四半期（当期）純利益（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。

 
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり第３四半期（当期）純

損失金額
   

第３四半期（当期）純損失

（千円）
203,680 179,841 251,880

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― ―

普通株式に係る第３四半期純損

失（千円）
203,680 179,841 251,880

期中平均株式数（株） 23,037 46,285 23,532

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株当たり第３四半期

（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) ③

（注) ④

（注) ① 

（注) ⑤ 

 （注）①

（注）②

(注）　潜在株式の種類

　①第１回新株予約権

 
前第３四半期会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自平成19年４月１日
至平成19年12月31日）

前事業年度 
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日） 

株主総会特別決議日 平成14年９月30日 同左 同左

新株予約権の残高 593個 同左 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 同左

新株予約権の目的となる株式の数 1,186株 同左 同左

発行価格  165,000円 138,613円 140,664円 

資本組入額  82,500円  69,307円 70,332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

 
前第３四半期会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年12月31日）

前事業年度
（自平成18年４月１日

至平成19年3月31日）

新株予約権付社債の残高 400,000,000円 370,000,000円

新株予約権の残高（個） 40個 37個 

新株予約権の目的となる株式の種

類
普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 1,619株 6,830株 

新株予約権の行使時の払込金額 247,000円 54,167円 

　新株予約権の行使期間
 平成18年４月18日から 

平成21年４月２日まで

 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　  247,000円

 資本組入額　123,500円

 発行価格　  54,167円

 資本組入額　27,084円

　③第２回新株予約権

 
前第３四半期会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年12月31日）

 発行日 平成18年７月３日 

 新株予約権の残高(個) １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 4,495株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

  (行使価格の修正)

 行使金額は、平成18年７月７日(金)以降の毎週月

曜日、水曜日及び金曜日(以下「修正日」という。)

以降、修正日の直前の取引日まで(当日を含む。)の

５連続取引日(但し、売買高加重平均価格のない取

引日を除く。)の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価

格の平均値の90％に相当する金額(但し、計算の結

果１円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り

上げた金額。以下「修正後行使価額」という。)に

修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使

価額が 当初行使価額の102％(但し、下記による調

整を受ける。以下「上限行使価額」という。)を上

回る場合には、修正後行使価額は上限行使価額とす

る。

(行使価格の調整)

 当社は、本新株予約権の割当後、時価を下回る価

額を募集株式の払込金額としてその発行する当社普

通株式又はその処分する当社普通株式を引き受ける

者の募集をする場合(但し、当社普通株式の交付と

引換えに取得される証券もしくは取得させることが

できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

む。)の取得又は行使による場合を除く。)には、次

に定める算式により行使価額を調整する。なお、次

の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済

普通株式総数から、当社の有する当社普通株式数を

控除した数とする。  
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前第３四半期会計期間
（自平成18年４月１日
至平成18年12月31日）
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行使価額 行使価額
既発行株式数＋新発行・処

　分株式数

 新株予約権の行使期間 
平成18年７月６日から

平成21年７月３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)

 新株予約権の行使時の払込金額を発行価格とす

る。

  (資本組入額)

 発行価格の半額とする。 

　

　④第３回新株予約権

 

前第３四半期会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 発行日 平成18年12月15日 

 新株予約権の残高(個) １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 13,000株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

  (行使価格の修正)

 (1) 行使価額は、平成19年1月4日（木）以降の毎週火

曜日及び木曜日（以下「修正日」という。）以降、修正

日の直前の取引日まで（当日を含む。）の5連続取引日

（但し売買高加重平均価格のない取引日を除く。）の株

式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引

の毎日の売買高加重平均価格の平均値の90％に相当する

金額（但し、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、

その端数を切り上げた金額。以下「修正後行使価額」と

いう。）に修正される。但し、かかる算出の結果、修正

後行使価額が当初行使価額（ただし、下記第13項による

調整を受ける。）を上回る場合には、修正後行使価額は

当初行使価額とする。

 (2）本項第(1)号にかかわらず、下記（*1）に基づき当

社が取得のための通知を行った場合、本新株予約権者が

当該通知を受領した日以降（当該通知を受領した日を含

む。）取得日までの修正後行使価額は、行使請求日の直

前の取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の売買高加重平均価格の108％に相当す

る金額（円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切

上げる。）に修正される。

（*1）当社は、本新株予約権の消却が必要と当社取締役

会が決議した場合は、会社法273条第2項の規定に従って

通知し、（且つ本新株予約権証券が発行されている場合

は公告したうえで、）当社取締役会で定める取得日に、

その時点において残存する本新株予約権の全部又は一部

を払込金額と同額で取得することができる。
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前第３四半期会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年12月31日)

 

  (行使価格の調整)

 当社は、本新株予約権の割当後、時価を下回る価額を

募集株式の払込金額としてその発行する当社普通株式又

はその処分する当社普通株式を引き受ける者の募集をす

る場合（但し、当社普通株式の交付と引換えに取得され

る証券もしくは取得させることができる証券又は当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の取得又は行使による場合

を除く。）には、次に定める算式により行使価額を調整

する。なお、次の算式において「既発行株式数」は、当

社の発行済普通株式総数から、当社の有する当社普通株

式数を控除した数とする。
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 また、当社は当社普通株式の分割（無償割当てを含

む。）若しくは併合を行う場合、時価を下回る価額を

もって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権

付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行す

る場合又は当社の普通株式の交付を受けることができる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

を発行する場合等の一定の事由が生じた場合にも適宜行

使価額を調整する。

 新株予約権の行使期間 
平成18年12月15日から

 平成20年12月14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)

  新株予約権の行使時の払込金額を発行価格とする。

  (資本組入額)

  発行価格の半額とする。 
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　⑤　第３回転換社債型新株予約権付社債

 
当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

 新株予約権付社債の残高 400,000,000円

 新株予約権の数（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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