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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 17 年 3月期第 1四半期業績状況（非連結）」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 17年 3 月期第 1四半期業績

状況（非連結）」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 17 年 3月期第 1四半期業績状況（非連結）の概要】 

 決算期：平成 17 年 3月期第 1四半期業績状況（非連結） 

    （自 平成 16 年４月１日 至 平成 16 年６月 30 日） 

 公表日：平成 16 年 8月 6日 



 -2-

２．平成 17 年 3月期第 1四半期業績状況（非連結） 

1.  業  績 

  (1)  平成 17 年 3 月期第 1四半期の業績（平成 16 年 4 月 1日～平成 16年 6 月 30 日） 

（訂正前）                                                                  （百万円未満切捨） 

 
平成 16 年 3月期

第 1四半期 
（前年同期） 

平成 17 年 3月期
第 1四半期 
（当四半期） 

対前年 
増減率 前期（通期） 

 百万円 百万円 ％ 百万円

売     上     高 92 123 33.7 2,150 

営   業   利   益 △165 △247 ―  188 

経   常   利   益 △179 △250 ―  147 

当  期  純  利  益 △117 △145 ―  80 

総     資     産 2,170  2,699 24.3 3,061 

株   主   資   本 980 1,032 5.4 1,178 

 
（訂正後）                                                                  （百万円未満切捨） 

 
平成 16 年 3月期

第 1四半期 
（前年同期） 

平成 17 年 3月期
第 1四半期 
（当四半期） 

対前年 
増減率 前期（通期） 

 百万円 百万円 ％ 百万円

売     上     高 92 114 23.7 1,180 

営   業   利   益 △151 △114 ―  △203 

経   常   利   益 △166 △139 ―  △255 

当  期  純  利  益 △185 △131 ―  △328 

総     資     産 2,006 2,442 21.7 2,848 

株   主   資   本 578 304 △47.4 435 

 

  (2)  事業別売上高 

（訂正前）    
平成 16 年 3月期

第 1四半期 
平成 17 年 3月期

第 1四半期 前期（通期） 
 

金額 構成比 金額 構成比

対前年 
増減率 

金額 構成比

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

システムインテグレーション 31 33.7 66 53.9 113.7 1,538 71.5

プ   ロ   ダ   ク   ト 48 51.8 43 35.1 △9.5 540 25.1

サ ー ビ ス 13 14.5 13 11.0 1.8 72 3.4

合          計 92 100.0 123 100.0 33.7 2,150 100.0

  (注) 当社は小規模組織であるため、組織上の事業区分は設けておりません。 
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（訂正後）    
平成 16 年 3月期

第 1四半期 
平成 17 年 3月期

第 1四半期 前期（通期） 
 

金額 構成比 金額 構成比

対前年 
増減率 

金額 構成比

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

システムインテグレーション 31 33.7 66 58.2 113.7 720 61.0

プ   ロ   ダ   ク   ト 48 51.8 34 29.9 △28.6 397 33.7

サ ー ビ ス 13 14.5 13 11.9 1.8 62 5.3

合          計 92 100.0 114 100.0 23.7 1,180 100.0

 
  (3)  キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

 

 

平成 16 年 3月期
第 1四半期 
（前年同期） 

平成 17 年 3月期 
第 1四半期 
（当四半期） 

前期（通期） 

 百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー △236 115 △845

投資活動によるキャッシュ・フロー △66 △111 △889

財務活動によるキャッシュ・フロー 389 △0 818

現金及び現金同等物第 1 四半期末（期末） 1,090 89 87

（注）＜省略＞ 

 

（訂正後） 

 

 

平成 16 年 3月期
第 1四半期 
（前年同期） 

平成 17 年 3月期 
第 1四半期 
（当四半期） 

前期（通期） 

 百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー △235 66 △969

投資活動によるキャッシュ・フロー △67 △63 △765

財務活動によるキャッシュ・フロー 389 △0 818

現金及び現金同等物第 1 四半期末（期末） 1,090 89 87

（注）＜省略＞ 

 
2.  業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日） 
（1）業績 
（訂正前） 
（中略） 

システムインテグレーション事業においては、映像コンテンツを所有する映像制作業者のみならず、

ビデオコミュニケーションシステムを利用して経営効率の改善を図ろうとする一般企業や、差別化の

手段として e ラーニングやデジタルアーカイブ（映像を蓄積・管理するシステム）の導入を検討しは

じめている大学などに対して積極的な営業活動を展開してまいりましたが、例年大型のシステム案件

は下半期（特に第 4四半期）に検収完了する傾向が強く、当第 1四半期では 66 百万円の売上計上とな

っております。 
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プロダクト事業においては、マルチメディアコンテンツ自動作成システム｢EZ プレゼンテーター｣や

ブロードバンドテレビ会議システム｢GloBiz21｣といったビデオコミュニケーション関連プロダクトや

字幕放送画面制作システム｢NeON｣等を中心に販売を行ってまいりました。この結果、43 百万円の売上

を計上いたしました。 

サービス事業では、トレーニング部門で 3百万円、保守メンテナンスや VOD システムサービス等で

9百万円、併せて 13 百万円の売上を計上いたしました。 

以上の結果、当四半期の売上高は 123 百万円（前年同期比 31 百万円の増加）、経常損失は 250 百万

円（前年同期は経常損失 179 百万円）、第 1四半期純損失は 145 百万円（前年同期は第 1四半期純損失

117 百万円）となりました。 

 
（訂正後） 
（中略） 

システムインテグレーション事業においては、映像コンテンツを所有する映像制作業者のみならず、

ビデオコミュニケーションシステムを利用して経営効率の改善を図ろうとする一般企業や、差別化の

手段として e ラーニングやデジタルアーカイブ（映像を蓄積・管理するシステム）の導入を検討しは

じめている大学などに対して積極的な営業活動を展開してまいりましたが、例年大型のシステム案件

は下半期（特に第 4四半期）に検収完了する傾向が強く、当第 1四半期では 66 百万円の売上計上とな

っております。 

プロダクト事業においては、マルチメディアコンテンツ自動作成システム｢EZ プレゼンテーター｣や

ブロードバンドテレビ会議システム｢GloBiz21｣といったビデオコミュニケーション関連プロダクトや

字幕放送画面制作システム｢NeON｣等を中心に販売を行ってまいりました。この結果、34 百万円の売上

を計上いたしました。 

サービス事業では、トレーニング部門で 3百万円、保守メンテナンスや VOD システムサービス等で

9百万円、併せて 13 百万円の売上を計上いたしました。 

以上の結果、当四半期の売上高は 114 百万円（前年同期比 22 百万円の増加）、経常損失は 139 百万

円（前年同期は経常損失 166 百万円）、第 1四半期純損失は 131 百万円（前年同期は第 1四半期純損失

185 百万円）となりました。 

 

（2）キャッシュ・フロー 

（訂正前） 
（中略） 

当四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

当四半期会計期間の営業活動の結果得られた資金は 115,020 千円（前年同期は 236,761 千円の使

用）となりました。売上債権増減の結果として得られた資金が 651,914 千円、減価償却費が 45,516

千円ありましたが、税引前四半期純損失が 243,483 千円、前渡金の増加に伴う資金使用が 121,016

千円、仕入債務の減少による資金使用が 114,181 千円、法人税等の支払額が 53,018 千円あったこ

とが主な要因です。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は 111,911 千円（前年同期は 66,019 千

円の使用）となりました。この主な内訳は、無形固定資産の取得による支出が 62,639 千円、長期

前払費用の増加による支出が 34,964 千円、投資有価証券の取得による支出 10,000 千円です。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は 685 千円（前年同期は 389,104 千円の

獲得）となっております。短期借入による純収入が 37,500 千円あったものの、社債の返済による

支出が 24,000 千円、長期借入金の返済による支出が 14,845 千円発生したことが主な要因です。 

 

（訂正後） 
（中略） 

当四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

当四半期会計期間の営業活動の結果得られた資金は 66,131 千円（前年同期は 235,259 千円の使

用）となりました。売上債権増減の結果として得られた資金が 250,394 千円、減価償却費が 29,023

千円ありましたが、税引前四半期純損失が 131,623 千円、前渡金の増加に伴う資金使用が 121,016

千円、仕入債務の減少による資金使用が 125,941 千円、法人税等の支払額が 53,018 千円あったこ

とが主な要因です。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は 63,021 千円（前年同期は 67,521 千円

の使用）となりました。この主な内訳は、無形固定資産の取得による支出が 19,109 千円、長期前

払費用の増加による支出が 29,604 千円、投資有価証券の取得による支出 10,000 千円です。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は 685 千円（前年同期は 389,104 千円の

獲得）となっております。短期借入による純収入が 37,500 千円あったものの、社債の返済による

支出が 24,000 千円、長期借入金の返済による支出が 14,845 千円発生したことが主な要因です。 
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４．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（訂正前） 

  
当第１四半期末 

（平成16年６月30日現在） 
前第１四半期末 

（平成15年６月30日現在） 

 
対前年 

同期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成16年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１．現金及び預金  89,623 1,090,215  87,199 

２．受取手形  1,434 ―  1,434 

３．売掛金  650,331 176,769  1,302,245 

４．たな卸資産  336,720 234,619  292,959 

５．前渡金  156,747 ―  35,731 

６．短期貸付金  200,000 ―  200,000 

７．その他 ※３ 152,398 142,567  35,960 

８．貸倒引当金  △6,053 △1,793  △13,555 

流動資産合計   1,581,202 58.6 1,642,378 75.7 △61,175  1,941,975 63.4

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産 ※２ 115,057 56,936 58,120 125,937 

２．無形固定資産            

(1)ソフトウェア  312,081 216,558  342,318 

(2)その他  509 509  509 

     計  312,591 217,068 95,522 342,828 

３．投資その他の資産     

（1）投資有価証券 ※１ 297,000 ―  287,000 

（2）出資金  161,936 114,461  161,936 

(3)その他  231,288 140,042  201,394 

(4)貸倒引当金  △9 ―  △13 

    計  690,215 254,503 435,712 650,318 

固定資産合計   1,117,864 41.4 528,508 24.3 589,355  1,119,084 36.6

資産合計   2,699,067 100.0 2,170,887 100.0 528,179  3,061,060 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１．買掛金  53,748 32,729  167,930 

２．短期借入金 ※１ 637,500 400,000  600,000 

３．一年内返済予定長

期借入金 
※１ 69,380 26,020  69,380 

４．一年内償還予定社

債 
 163,000 123,000  163,000 

５．その他  107,506 84,028  208,753 

流動負債合計   1,031,134 38.2 665,777 30.7 365,357  1,209,063 39.5

Ⅱ 固定負債            

１．社債  494,000 477,000  518,000 

２．長期借入金 ※１ 141,030 47,090  155,875 

３．その他  ― 882  ― 

固定負債合計   635,030 23.5 524,972 24.2 110,057  673,875 22.0

負債合計   1,666,164 61.7 1,190,749 54.9 475,414  1,882,938 61.5
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当第１四半期末 

（平成16年６月30日現在） 
前第１四半期末 

（平成15年６月30日現在） 

 
対前年 

同期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成16年３月31日現在） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   556,080 20.6 555,750 25.6 330  555,750 18.2

Ⅱ 資本剰余金            

１．資本準備金  335,420 335,090  335,090 

資本剰余金合計   335,420 12.5 335,090 15.4 330  335,090 10.9

Ⅲ 利益剰余金            

１．任意積立金  1,101 1,374  1,374 

２．第1四半期（当期）

未処分利益 
 140,300 87,923  285,907 

利益剰余金合計   141,402 5.2 89,297 4.1 52,104  287,282 9.4

資本合計   1,032,902 38.3 980,137 45.1 52,764  1,178,122 38.5

負債・資本合計   2,699,067 100.0 2,170,887 100.0 528,179  3,061,060 100.0
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（訂正後） 

  
当第１四半期末 

（平成16年６月30日現在） 
前第１四半期末 

（平成15年６月30日現在） 

 
対前年 

同期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成16年３月31日現在） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１．現金及び預金  89,623 1,090,215  87,199 

２．受取手形  1,434 ―  1,434 

３．売掛金  297,321 103,269  547,715 

４．たな卸資産  379,965 233,097  336,204 

５．前渡金  156,747 ―  35,731 

６．短期貸付金  200,000 ―  200,000 

７．未収金  362,760 ―  754,530 

８．その他 ※３ 68,400 128,657  17,923 

９．貸倒引当金  △6,053 △1,793  △13,555 

流動資産合計   1,550,200 63.5 1,553,446 77.4 △3,245  1,967,184 69.1

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産 ※２ 113,313 56,936 56,376 123,979 

２．無形固定資産            

(1)ソフトウェア  119,671 141,508  133,630 

(2)その他  509 509  509 

     計  120,181 142,017 △19,836 134,139 

３．投資その他の資産     

（1）投資有価証券 ※１ 297,000 ―  287,000 

（2）出資金  137,308 114,461  137,308 

(3)その他  224,478 140,042  198,479 

(4)貸倒引当金  △9 ―  △13 

    計  658,777 254,503 404,274 622,774 

固定資産合計   892,272 36.5 453,457 22.6 438,814  880,893 30.9

資産合計   2,442,472 100.0 2,006,904 100.0 435,568  2,848,077 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１．買掛金  41,988 51,109  167,930 

２．短期借入金 ※１ 637,500 400,000  600,000 

３．一年内返済予定長期

借入金 
※１ 69,380 26,020  69,380 

４．一年内償還予定社債  163,000 123,000  163,000 

５．未払金  140,710 34,761  188,200 

６．預り金  ― ―  202,377 

７．その他  168,771 208,374  206,844 

流動負債合計   1,221,350 50.0 843,265 42.0 378,085  1,597,733 56.1

Ⅱ 固定負債            

１．社債  494,000 477,000  518,000 

２．長期借入金 ※１ 141,030 47,090  155,875 

３．長期未払金  281,056 60,633  140,128 

４．その他  708 882  755 

固定負債合計   916,794 37.5 585,605 29.2 331,188  814,758 28.6

負債合計   2,138,145 87.5 1,428,871 71.2 709,273  2,412,491 84.7
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当第１四半期末 

（平成16年６月30日現在） 
前第１四半期末 

（平成15年６月30日現在） 

 
対前年 

同期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成16年３月31日現在） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   556,080 22.8 555,750 27.7 330  555,750 19.5

Ⅱ 資本剰余金            

１．資本準備金  335,420 335,090  335,090 

資本剰余金合計   335,420 13.7 335,090 16.7 330  335,090 11.8

Ⅲ 利益剰余金            

１．任意積立金  1,101 1,374  1,374 

２．第1四半期（当期）未

処分利益（△損失） 
 △588,274 △314,181  △456,628 

利益剰余金合計   △587,173 △24.0 △312,807 △15.6 △274,365  △455,254 △15.9

資本合計   304,326 12.5 578,032 28.8 △273,705  435,585 15.3

負債・資本合計   2,442,472 100.0 2,006,904 100.0 435,568  2,848,077 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

（訂正前） 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日） 

 
 対前年  
 同期比 

 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   123,877 100.0 92,674 100.0 31,202  2,150,720 100.0

Ⅱ 売上原価   167,089 134.9 97,550 105.3 69,539  1,192,173 55.4

売上総利益（△損
失）   △43,212 △34.9 △4,875 △5.3 △38,336  958,546 44.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   204,483 165.1 160,951 173.7 43,532  769,715 35.8

営業利益（△損失）   △247,695 △200.0 △165,826 △178.9 △81,868  188,831 8.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,728 3.0 51 0.0 3,676  3,495 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  7,021 5.6 13,532 14.6 △6,511  44,398 2.1

経常利益（△損失）  △250,988 △202.6 △179,307 △193.5 △71,681 147,928 6.9

Ⅵ 特別利益 ※３ 
 

7,505 6.0 3,430 3.7 4,074 
 

－

Ⅶ 特別損失 ※４  ― 18,644 20.1 △18,644  

―

18,695 0.9

税引前第1四半期
（当期）純利益（△
損失） 

  △243,483 △196.6 △194,521 △209.9 △48,962  129,233 6.0

法人税、住民税及び
事業税  342 72  53,600 

法人税等調整額  △97,945 △97,603 △78.8 △77,005 △76,932 83.0 △20,670 △4,762 48,837 2.3

第1四半期（当期）
純利益（△損失）   △145,879 △117.8 △117,588 △126.9 △28,291  80,395 3.7

前期繰越利益   286,180 205,511   205,511

第1四半期（当期）
未処分利益   140,300 87,923   285,907
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（訂正後） 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日） 

 
 対前年  
 同期比 

 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   114,677 100.0 92,674 100.0 22,002  1,180,740 100.0

Ⅱ 売上原価   85,442 74.5 87,118 94.0 △1,675  753,265 63.8

売上総利益   29,234 25.5 5,556 6.0 23,678  427,474 36.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   143,962 125.5 157,520 170.0 △13,557  630,741 53.4

営業損失   114,727 △100.0 151,964 △164.0 37,236  203,267 △17.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,728 3.3 51 0.1 3,676  27,495 2.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  28,129 24.5 15,032 16.2 13,096  80,167 6.8

経常損失  139,128 △121.3 166,944 △180.1 27,815 255,939 △21.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 
 

7,505 6.5 ― － 7,505 
 

― －

Ⅶ 特別損失 ※４  ― 18,644 20.1 △18,644  18,695 1.6

税引前第1四半期
（当期）純損失   131,623 △114.8 185,589 △200.3 △53,965  274,634 △23.3

法人税、住民税及び
事業税  342 72  53,600 

法人税等調整額  △47 295 0.3 △64 7 0.0 287 △191 53,409 4.5

第1四半期（当期）
純損失   131,918 △115.0 185,596 △200.3 △53,677  328,043 △27.8

前期繰越損失   456,355 128,585   128,585

第1四半期（当期）
未処理損失   588,274 314,181   456,628
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

  

当第１四半期会計期間
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自 平成15年４月１日 

至 平成15年６月30日）

対前年同期比 

前事業年度の要約キャ
ッシュ・フロー計算書
（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

     

税引前第1四半期
（当期）純利益（△
損失） 

 △243,483 △194,521  129,233 

減価償却費  45,516 22,553  128,151 

長期前払費用償却  3,500 3,500  14,000 

本社移転費用  ― 6,954  7,005 

貸倒引当金の増加
額（△減少額） 

 △7,505 △3,430  8,344 

受取利息  △1,915 △51  △3,062 

支払利息  4,908 2,294  10,347 

社債発行費  ― 6,890  11,075 

匿名組合費用  ― 3,000  5,524 

デリバティブ評価
損（△評価益） 

 △1,724 ―  10,581 

売上債権の減少額
（△増加額） 

 651,914 345,636  △781,274 

たな卸資産の増加
額 

 △43,760 △163,212  △221,552 

前渡金の増加額  △121,016 △4,632  △30,388 

その他流動資産の
増加額 

 △16,223 △11,281  △6,925 

仕入債務の減少額  △114,181 △192,099  △56,898 

その他流動負債の
増加額 

 15,127 11,417  9,137 

小計  171,156 △166,980 338,136 △766,700 

利息の受取額  1,056 51  605 

利息の支払額  △4,173 △1,687  
△10,721 

 

法人税等の支払額  △53,018 △68,145  △68,321 

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

 115,020 △236,761 351,782 △845,137 
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当第１四半期会計期間
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自 平成15年４月１日 

至 平成15年６月30日）

対前年同期比 

前事業年度の要約キ
ャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキ
ャッシュ・フロー 

     

長期性預金の預
入による支出 

 ― ―  △100,000 

有形固定資産の
取得による支出 

 △4,379 △38,752  △129,601 

無形固定資産の
取得による支出 

 △62,639 △3,739  △153,055 

投資有価証券の
取得による支出 

 △10,000 △36,000  △287,000 

敷金保証金の返
還による収入 

 ― 34,669  35,089 

出資金の払込に
よる支出 

 ― ―  △50,000 

貸し付けによる
支出 

 ― △25,000  △226,500 

貸付金の回収に
よる収入 

 71 2,500  25,047 

長期前払費用の
増加による支出 

 △34,964 303  △3,601 

投資活動によるキ
ャッシュ・フロー 

 △111,911 △66,019 △45,891 △889,620 

Ⅲ 財務活動によるキ
ャッシュ・フロー 

     

短期借入による
純収入 

 37,500 200,000  400,000 

長期借入による
収入 

 ― ―  170,000 

長期借入金の返
済による支出 

 △14,845 △4,005  △21,860 

社債発行による
収入 

 ― 193,109  388,925 

社債の返済によ
る支出 

 △24,000 ―  △119,000 

株式の発行によ
る収入 

 660 ―  ― 

財務活動によるキ
ャッシュ・フロー 

 △685 389,104 △389,789 818,065 

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
物の増加額または
減少額（△） 

 2,424 86,323 △83,898 △916,693 

Ⅵ 現金及び現金同等
物の期首残高 

 87,199 1,003,892 △916,693 1,003,892 

Ⅶ 現金及び現金同等
物の第1四半期期末
（期末）残高 

 89,623 1,090,215 △1,000,592 87,199 
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（訂正後） 

  

当第１四半期会計期間
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自 平成15年４月１日 

至 平成15年６月30日）

対前年同期比 

前事業年度の要約キャ
ッシュ・フロー計算書
（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

     

税引前第1四半期
（当期）純損失 

 △131,623 △185,589  △274,634 

減価償却費  29,023 18,306  88,510 

長期前払費用償却  3,500 3,500  14,000 

本社移転費用  ― 6,954  7,005 

貸倒引当金の増加
額（△減少額） 

 △7,505 △3,430  8,344 

受取利息  △1,915 △51  △3,062 

支払利息  4,908 2,294  10,347 

社債発行費  ― 6,890  11,075 

匿名組合費用  ― 3,000  30,152 

デリバティブ評価
損（評価益：△） 

 △1,724 ―  10,581 

売上債権の減少額
（増加：△） 

 250,394 204,810  △241,070 

たな卸資産の増加
額 

 △43,760 △163,212  △266,319 

未収金の増減額
（増加：△） 

 391,773 140,826  △540,204 

前渡金の増加額  △121,016 △4,632  △30,388 

預け金の増減額  △43,816 ―  ― 

前払費用の増加額  ― ―  △391 

仕入債務の増減額
（減少：△） 

 △125,941 △103,528  13,291 

未払金の増減額
（減少：△） 

 △28,177 △80,724  57,393 

未払費用の増加額  ― ―  9,514 

未払消費税等の減
少額 

 ― ―  △9,592 

未収消費税等の増
加額 

 ― ―  △2,787 

前受金の増加額
（減少：△） 

 ― ―  △217 

預り金の増加額
（減少：△） 

 △199,405 4,563  147,204 

長期未払金の増減
額（減少：△） 

 140,928 △6,184  73,309 

その他流動負債の
増加額 

 ― 6,435  ― 

その他  6,624 △15,706  △3,326 

小計  122,266 △165,478 287,745 △891,265 

利息の受取額  1,056 51  605 

利息の支払額  △4,173 △1,687  △10,721 

法人税等の支払額  △53,018 △68,145  △68,321 

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

 66,131 △235,259 301,390 △969,701 
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当第１四半期会計期間
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年６月30日）

前第１四半期会計期間
（自 平成15年４月１日 

至 平成15年６月30日）

対前年同期比 

前事業年度の要約キ
ャッシュ・フロー計算
書 
（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

     

長期性預金の預
入による支出 

 ― ―  △100,000 

有形固定資産の
取得による支出 

 △4,379 △40,254  △130,463 

無形固定資産の
取得による支出 

 △19,109 △3,739  △27,628 

投資有価証券の
取得による支出 

 △10,000 △36,000  △287,000 

敷金保証金の返
還による収入 

 ― 34,669  35,089 

出資金の払込に
よる支出 

 ― ―  △50,000 

貸し付けによる
支出 

 ― △25,000  △201,500 

貸付金の回収に
よる収入 

 71 2,500  47 

長期前払費用の
増加による支出 

 △29,604 303  △4,815 

長期前払費用の
減少による収入 

 ― ―  1,214 

投資活動によるキ
ャッシュ・フロー 

 △63,021 △67,521 4,499 △765,056 

Ⅲ 財務活動によるキ
ャッシュ・フロー 

     

短期借入による
純収入 

 37,500 200,000  400,000 

長期借入による
収入 

 ― ―  170,000 

長期借入金の返
済による支出 

 △14,845 △4,005  △21,860 

社債発行による
収入 

 ― 193,109  388,925 

社債の返済によ
る支出 

 △24,000 ―  △119,000 

株式の発行によ
る収入 

 660 ―  ― 

財務活動によるキ
ャッシュ・フロー 

 △685 389,104 △389,789 818,065 

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
物の増加額または
減少額（△） 

 2,424 86,323 △83,898 △916,693 

Ⅵ 現金及び現金同等
物の期首残高 

 87,199 1,003,892 △916,693 1,003,892 

Ⅶ 現金及び現金同等
物の第1四半期期末
（期末）残高 

 89,623 1,090,215 △1,000,592 87,199 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
（訂正前） 
 該当事項はありません。 
 
（訂正後） 

当第 1四半期会計期間 

（自 平成 16 年４月１日 

至 平成 16 年６月 30 日） 

前第 1四半期会計期間 

（自 平成 15 年４月１日 

至 平 15 年６月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成 15 年４月１日 

至 平成 16 年３月 31 日） 

当社は、前事業年度において 203,267

千円の営業損失、255,939 千円の経常損

失、328,043 千円の当期純損失を計上し、

当第 1四半期会計期間においても

114,727 千円の営業損失、139,128 千円

の経常損失、131,918 千円の第 1四半期

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、当第 1四半期会計期間におい

ては、従来より得意とする放送業界を中

心に、営業展開を行ってまいりました

が、今後拡大が予想される「Video-IT」

分野の一般企業マーケットに対する事

業展開においては所定の成果を達する

にいたらず、重要な営業損失、経常損失、

第1四半期純損失を計上することとなり

ました。 

今後は当社のコア・コンピタンスであ

るデジタル映像技術を核として、幅広い

市場ニーズに対応できる事業体制の再

構築を図っていく所存です。 

事業体制の再構築のためには、新たな

経営資源の獲得・整備が必要であるとの

観点から、提携企業とのアライアンスを

積極的に推進し経営資源の整備・拡充に

努めてまいります。当社の持つデジタル

映像技術と新たな経営資源を融合させ

ることで、確固たる収益基盤の確保およ

び事業の再構築を図ってまいります。 

 資金面につきましては、財務基盤の強

化が重要な課題であると考えており、収

益基盤の拡充と併せた戦略的な財務施

策を進めてまいります。 

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。 

─── 

  

  

当社は、前事業年度において 49,920

千円の営業損失、85,136 千円の当期純損

失を計上し、当事業年度においても

203,267 千円の営業損失、255,939 千円

の経常損失、328,043 千円の当期純損失

を計上しております。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、放送

業界や教育機関を中心にデジタルアー

カイブシステムやeラーニングシステム

を中心に営業の成果をあげてまいりま

したが、今後拡大が予想される

「Video-IT」分野の一般企業マーケット

に対する事業展開においては所定の成

果を達するにいたらず、重要な営業損

失、経常損失、当期純損失を計上するこ

ととなりました。 

今後は当社のコア・コンピタンスであ

るデジタル映像技術を核として、幅広い

市場ニーズに対応できる事業体制の再

構築を図っていく所存です。 

事業体制の再構築のためには、新たな

経営資源の獲得・整備が必要であるとの

観点から、提携企業とのアライアンスを

積極的に推進し経営資源の整備・拡充に

努めてまいります。当社の持つデジタル

映像技術と新たな経営資源を融合させ

ることで、確固たる収益基盤の確保およ

び事業の再構築を図ってまいります。

資金面につきましては、当事業年度は

借入金および私募債の発行による調達

を行ってまいりましたが、戦略的な財務

施策による財務基盤の強化を図ってま

いります。 

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。 
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表示方法の変更 
（訂正前） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

（第１四半期貸借対照表） 

 前第１四半期まで流動資産の「その

他」に含めて表示していました「前渡

金」、「短期貸付金」並びに投資その他

の資産の「その他」に含めて表示して

いました投資有価証券は、当第1四半

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1四半期のそれぞれの金

額は次のとおりです。 

前渡金       9,975千円 

短期貸付金     22,500千円 

投資有価証券    36,000千円 

―――― ―――― 

   

 
（訂正後） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

（第１四半期貸借対照表） 

 前第１四半期まで流動資産の「その

他」に含めて表示していました「前渡

金」、「短期貸付金」、「未収金」並びに

投資その他の資産の「その他」に含め

て表示していました投資有価証券は、

当第1四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1四半期のそれぞれの金

額は次のとおりです。 

前渡金       9,975千円 

短期貸付金     22,500千円 

未収金       73,500千円 

投資有価証券    36,000千円 

―――― ―――― 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

（訂正前） 

当第１四半期末 
（平成16年６月30日） 

前第１四半期末 
（平成15年６月30日） 

前事業年度末 
（平成16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。 

投資有価証券   240,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金    200,000千円 

一年内返済予定長期借入金 

          49,380千円 

長期借入金     66,030千円 
   

―――― 
※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおり 

であります。 

投資有価証券   240,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金    200,000千円 

一年内返済予定長期借入金 

           49,380千円 

長期借入金      75,875千円 
 

※２．有形固定資産の 

 減価償却累計額 
54,698千円 

   

 

※２．有形固定資産の 

 減価償却累計額 
21,093千円

   

 

   

※２．有形固定資産の 

   減価償却累計額 
42,792 千円

※３．消費税等の取扱い ※３．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。 

     同左  

 

（訂正後） 

当第１四半期末 
（平成16年６月30日） 

前第１四半期末 
（平成15年６月30日） 

前事業年度末 
（平成16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。 

投資有価証券   240,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金    200,000千円 

一年内返済予定長期借入金 

          49,380千円 

長期借入金     66,030千円 
   

―――― 
※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおり 

であります。 

投資有価証券   240,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金    200,000千円 

一年内返済予定長期借入金 

           49,380千円 

長期借入金      75,875千円 

 

※２．有形固定資産の 

 減価償却累計額 
54,410千円 

   

 

※２．有形固定資産の 

 減価償却累計額 
20,213千円

   

 

    

※２．有形固定資産の 

   減価償却累計額 
42,718 千円

※３．消費税等の取扱い ※３．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。 

     同左  
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（四半期損益計算書関係） 

（訂正前） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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 1,577 千円 

有価証券利息 337 千円 
   

 

   ――――  
   

 

受取利息 2,064 千円

有価証券利息 998 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 
 

支払利息 4,130 千円 

支払保証料 1,701 千円 
   

 

支払利息  1,803 千円

支払保証料 1,234 千円

社債発行費 6,890 千円

匿名組合費用 3,000 千円
   

 

支払利息 7,372 千円

支払保証料 6,580 千円

社債発行費 11,075 千円

匿名組合費用 5,524 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 
 

貸倒引当金戻入益 7,505 千円 
   

 

貸倒引当金戻入益  3,430千円
   

 

   ――――   
   

※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 
 

――――   
   

 

本社移転費用  18,644 千円
   

 

本社移転費用  18,695 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 11,906 千円 

無形固定資産 33,609 千円 
   

 

有形固定資産 3,977 千円

無形固定資産 18,576 千円
   

 

有形固定資産 26,622 千円

無形固定資産 101,528 千円
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（訂正後） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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 1,577 千円 

有価証券利息 337 千円  

 

   ――――   

   

受取利息 2,064 千円

有価証券利息 998 千円

スルー取引差益 24,000 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 
 

支払利息 4,130 千円 

支払保証料 1,701 千円 

循環取引差損 21,108 千円 
               

 

支払利息  1,803 千円

支払保証料 1,234 千円

社債発行費 6,890 千円

匿名組合費用 3,000 千円

循環取引差損 1,500 千円 

 

支払利息 7,372 千円

支払保証料 6,580 千円

社債発行費 11,075 千円

デリバティブ 

評価損 10,581

 

千円

匿名組合費用 30,152 千円

循環取引差損 11,142 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 
 

貸倒引当金戻入益 7,505 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 
 

――――   
   

 

本社移転費用  18,644千円
   

 

本社移転費用  18,695 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 11,692 千円 

無形固定資産 17,331 千円 
  

   

有形固定資産 3,977 千円

無形固定資産 14,329 千円
  

   

有形固定資産 26,548 千円

無形固定資産 61,961 千円
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -21-

 

 

 

（リース取引関係） 

（訂正前） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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

償却累計額相当額及び第１四半期末

残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び第１四半期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 
 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

第1四半
期末残高
相当額 
（千円） 

工具、
器具及
び備品 

42,537 17,634 24,903 

ソフト
ウェア 

387,250 60,579 326,670 

合計 429,787 78,214 351,573 
   

 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

第1四半
期末残高
相当額 
（千円）

工具、
器具及
び備品

27,452 8,693 18,758

ソフト
ウェア

85,920 26,424 59,495

合計 113,372 35,117 78,254
   

 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

期末残
高相当
額 
（千円）

工具、
器具及
び備品 

42,537 15,004 27,533

ソフト
ウェア 

235,420 42,154 193,265

合計 277,957 57,158 220,798
   

２．未経過リース料第1四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料第1四半期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 85,030千円 

１年超 273,079千円 

合計 358,110千円 
   

 

１年内 22,295千円

１年超 58,041千円

合計 80,337千円
   

 

１年内 55,387千円

１年超 170,474千円

合計 225,861千円
   

３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

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 22,834千円 

減価償却費相当額 21,055千円 

支払利息相当額 2,869千円 
   

 

支払リース料 6,184千円

減価償却費相当額 5,668千円

支払利息相当額 730千円
   

 

支払リース料 27,095千円

減価償却費相当額 27,441千円

支払利息相当額 3,225千円
   

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

      同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、利

息法によっております。     

      同左 同左 
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（訂正後） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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

償却累計額相当額及び第１四半期末

残高相当額 

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1四半
期末残高
相当額 
（千円） 

工具、
器具及
び備品 

15,085 3,450 11,634 

合計 15,085 3,450 11,634 
   

   

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

期末残
高相当
額 
（千円）

工具、
器具及
び備品 

15,085 2,193 12,892

合計 15,085 2,193 12,892
   

２．未経過リース料第1四半期末残高相

当額 

 ２．未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 5,001千円 

１年超 6,698千円 

合計 11,699千円 
   

   

１年内 4,980千円

１年超 7,956千円

合計 12,936千円
   

３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

 ３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 
 

支払リース料 1,289千円 

減価償却費相当額 1,257千円 

支払利息相当額 52千円 
   

   

支払リース料 1,974千円

減価償却費相当額 1,925千円

支払利息相当額 87千円
   

４．減価償却費相当額の算定方法  ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

      同左 

５．利息相当額の算定方法  ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、利

息法によっております。     

 同左 
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（１株当たり情報） 

（訂正前） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 53,396円52銭

１株当たり第1四半 

期純損失 
△7,542円36銭 

 

 

 １株当たり純資産額 50,679円29銭

１株当たり第1四半 

期純損失 
△6,080円07銭

 

 

１株当たり純資産額 60,916円35銭

１株当たり当期純利益 4,156円97銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、第１

四半期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

       同左 潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

4,136円66銭

 

（注） １株当たり第１四半期（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。 

 

 
当第１四半期会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年６月30日)

前第１四半期会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純利益 

（損失）金額 
   

第1四半期（当期）純利益（△損失） 

（千円） 
△145,879 △117,588 80,395 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第1四半期（当期）純利

益（△損失）（千円） 
△145,879 △117,588 80,395 

期中平均株式数（株） 19,341 19,340 19,340 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益額    

当期純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― 95 

（うち新株予約権） ― ― （95）

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1四半期（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

   （注）    （注）         ――― 

 

（注）潜在株式の種類  新株予約権 

 
当第１四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日) 

株主総会特別決議日 平成14年９月30日 同左 

新株予約権の残高 ７９８個 ８００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 １,５９６株 １,６００株 

発行価格 １６５,０００円 １６５,０００円 

資本組入額 ８２,５００円 ８２,５００円 

新株予約権の行使期間 
平成15年9月14日から 

平成24年9月13日まで 

平成15年9月14日から 

平成24年9月13日まで 
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（訂正後） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 15,732円37銭 

１株当たり第1四半期

純損失 
6,820円68銭 

 

 

 １株当たり純資産額 29,887円93銭

１株当たり第1四半期

純損失 
9,596円52銭

 

 

１株当たり純資産額 22,522円53銭

１株当たり当期純損失 16,961円92銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 
―円―銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、第１

四半期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

       同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

あるものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。  

（注） １株当たり第１四半期（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。 

 

 

当第１四半期会計期
間 

(自 平成16年４月１
日 

至 平成16年６月30
日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純損失金額    

第1四半期（当期）純損失（千円） 131,918 185,596 328,043 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第1四半期（当期） 

純損失（千円） 
131,918 185,596 328,043 

期中平均株式数（株） 19,341 19,340 19,340 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益額    

当期純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― 95 

（うち新株予約権） ― ― （95）

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1四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

   （注）    （注）         ――― 

 

（注）潜在株式の種類  新株予約権 

 
当第１四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年６月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年６月30日) 

株主総会特別決議日 平成14年９月30日 同左 

新株予約権の残高 ７９８個 ８００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 １,５９６株 １,６００株 

発行価格 １６５,０００円 １６５,０００円 

資本組入額 ８２,５００円 ８２,５００円 

新株予約権の行使期間 
平成15年9月14日から 

平成24年9月13日まで 

平成15年9月14日から 

平成24年9月13日まで 

 


