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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 18 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（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 18 年３月期  第１四半期財務・業

績の概況（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 18 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結）】 

 決算期：平成 18 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

    （自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

 公表日：平成 17 年 8月 5日 
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２．平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結） 

２．平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4月 1日～平成 17 年 6月 30 日） 

 (1) 経営成績の進捗状況                          

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

 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   ％

18 年 3 月期第 1四半期 92 △25.6 △298  ― △283  ― △395  ―

17 年 3 月期第 1四半期 123  33.7 △247  ― △250  ― △145  ―

(参考)17 年 3 月期 2,834  31.8 230 22.2 188 27.7 100  25.1

 

 
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

18 年 3 月期第 1四半期 △17,615  08 ―  ― 

17 年 3 月期第 1四半期 △7,542  36 ―  ―  

(参考)17 年 3 月期 4,772  90 4,606  39

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 

 

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

 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   ％

18 年 3 月期第 1四半期 92 △19.7 △192  ― △180  ― △433  ―

17 年 3 月期第 1四半期 114  23.7 △114  ― △139  ― △131  ―

(参考)17 年 3 月期 1,227  4.0 △415  ― △507  ― △606  ―

 

 
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

18 年 3 月期第 1四半期 △19,303  41 ―  ― 

17 年 3 月期第 1四半期 △6,820  68 ―  ―  

(参考)17 年 3 月期 △28,783  02  ―  ― 

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
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（2）経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 

（訂正前） 

（中略） 

しかし、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

半期においては、22 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、デジタルコンテンツ自動作成システム「EZ プレゼンテーター」や字幕放

送画面制作システム「Neon」等を中心に販売を行ってまいりました。ブロードバンド・コミュニケーシ

ョンシステム「GloBiz21」は、大型システム案件の基幹モジュールとして発注を受けることが多く、そ

の多くが第 2四半期以降の検収予定となっております。この結果、33 百万円の売上げを計上いたしまし

た。 

サービス事業では、ホテル向け VOD システム「VV ネット」サービスやネットカフェ向け VOD システム

｢VideoTank｣、システムインテグレーションの保守サービスを中心に 35 百万円の売上げを計上しており

ます。なお、事業別の売上状況につきましては、次のとおりです。 
 

事業別売上高                                 

平成 18 年 3月期 平成17年3月期 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 22 24.6 66 53.9 △66.0 1,905 67.2

プ   ロ   ダ   ク   ト 33 36.6 43 35.1 △22.5 519 18.3

サ ー ビ ス 35 38.8 13 11.0 161.2 409 14.5

合          計 92 100.0 123 100.0 △25.6 2,834 100.0

  (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。 
 

また、当期より減損会計が強制適用されることに伴い、当社資産全般につき評価の見直しを行いまし

た。財務体質の強化を図るため、収益回収が長期化する懸念のある資産もしくは回収が見込めないと判

断される資産については帳簿価格を減額し、その結果 290 百万円の特別損失を計上いたしました。 

以上の結果、当第 1四半期の売上高は 92,129 千円（前年同期比 31,747 千円の減少）となり、経常損

失は 283,974 千円（前年同期は経常損失 250,988 千円）第 1四半期期純損失 395,934 千円（前年同期は

第 1四半期期純損失 145,879 千円）となりました。 

 

（訂正後） 

（中略） 

しかし、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

半期においては、22 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、デジタルコンテンツ自動作成システム「EZ プレゼンテーター」や字幕放

送画面制作システム「Neon」等を中心に販売を行ってまいりました。ブロードバンド・コミュニケーシ

ョンシステム「GloBiz21」は、大型システム案件の基幹モジュールとして発注を受けることが多く、そ

の多くが第 2四半期以降の検収予定となっております。この結果、33 百万円の売上げを計上いたしまし

た。 

サービス事業では、ホテル向け VOD システム「VV ネット」サービスやネットカフェ向け VOD システム

｢VideoTank｣、システムインテグレーションの保守サービスを中心に 35 百万円の売上げを計上しており

ます。なお、事業別の売上状況につきましては、次のとおりです。 
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事業別売上高                                 

平成 18 年 3月期 平成 17年 3月期 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 22 24.6 66 58.2 △66.0 712 58.0

プ   ロ   ダ   ク   ト 33 36.6 34 29.9 △1.7 318 26.0

サ ー ビ ス 35 38.8 13 11.9 161.2 196 16.0

合          計 92 100.0 114 100.0 △19.7 1,227 100.0

  (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。 

 

また、当期より減損会計が強制適用されることに伴い、当社資産全般につき評価の見直しを行いまし

た。財務体質の強化を図るため、収益回収が長期化する懸念のある資産もしくは回収が見込めないと判

断される資産については帳簿価格を減額し、その結果 258 百万円の特別損失を計上いたしました。 

以上の結果、当第 1四半期の売上高は 92,129 千円（前年同期比 22,547 千円の減少）となり、経常損

失は 180,702 千円（前年同期は経常損失 139,128 千円）第 1四半期純損失 433,882 千円（前年同期は第

1四半期純損失 131,918 千円）となりました。 

 

(3) 財政状態の変動状況    

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

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 
1 株当たり 

株主資本 

百万円 百万円 ％    円    銭

18 年 3月期第 1四半期 3,339 1,742 52.2 77,335  85

17 年 3月期第 1四半期 2,699 1,032 38.3 53,396  52

(参考)17 年 3 月期 4,126 2,110 51.1 94,372  08

 

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

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 
1株当たり 

株主資本 

百万円 百万円 ％ 円    銭

18 年 3 月期第 1四半期 2,502 254 10.2 11,315  08

17 年 3 月期第 1四半期 2,442 304 12.5 15,732  37

(参考)17 年 3 月期 3,154 660 21.0 29,546  16
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(4) キャッシュ・フローの状況  

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

           
営 業 活 動 に よ る         

キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 3 月期第 1四半期 96 △62 △160 372

17 年 3 月期第 1四半期 115 △111 △0 89

(参考)17 年 3 月期 982 △1,415 845 499

 

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

           
営 業 活 動 に よ る         

キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高         

百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 3 月期第 1四半期 42 △9 △160 372

17 年 3 月期第 1四半期 66 △63 △0 89

(参考)17 年 3 月期 130 △562 845 499

 

(5) 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 

 （訂正前） 

当第 1 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、売上債権の回収や商品

評価損等の要因による収入の増加はあったものの、税引前第 1四半期純損失や仕入債務の減少、借入金返

済による支出等の要因により、前事業年度末に比して 126,971 千円減少し、当第 1 四半期会計期末には

372,995 千円となりました。 

当第1四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） 

当第 1 四半期会計期間の営業活動の結果得られた資金は 96,560 千円（前第 1 四半期会計期間比 18,459

千円の減少）となりました。支出要因の主なものとしては税引前第 1四半期純損失が 568,110 千円、仕入

債務減少の結果使用した資金が 209,720 千円ありましたが、キャッシュ・フロー増加要因として売上債権

増減の結果として得られた資金が 779,036 千円、商品評価損 142,500 千円、出資金評価損 110,000 千円の

計上、減価償却費が 62,000 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） 

当第 1 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 62,737 千円（前第 1 四半期会計期間比

49,174 千円の減少）となりました。これは出資金勘定の増減による純収入が 212,000 千円あったものの、

無形固定資産の取得による支出 182,366 千円、長期前払費用の増加による支出が 90,720 千円あったこと

が主な要因です。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 1四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は 160,795 千円（前第 1四半期会計期間比

160,110 千円の増加）となっております。その内訳の主なものは、短期借入金の返済による支出 150,000

千円、社債の償還による支出 24,000 千円です。 
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 （訂正後） 

当第 1 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、売上債権の回収や商品

評価損等の要因による収入の増加はあったものの、税引前第 1四半期純損失や仕入債務の減少、借入金返

済による支出等の要因により、前事業年度末に比して 126,971 千円減少し、当第 1 四半期会計期末には

372,995 千円となりました。 

当第1四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） 

当第 1 四半期会計期間の営業活動の結果得られた資金は 42,840 千円（前第 1 四半期会計期間比 23,290

千円の減少）となりました。支出要因の主なものとしては税引前第 1四半期純損失が 433,100 千円、仕入

債務減少の結果使用した資金が 175,070 千円ありましたが、キャッシュ・フロー増加要因として売上債権

増減の結果として得られた資金が 374,051 千円、出資金評価損 110,000 千円の計上、減価償却費が 27,059

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） 

当第 1 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 9,017 千円（前第 1 四半期会計期間比

54,004 千円の減少）となりました。これは出資金勘定の増減による純収入が 2,000 千円あったものの、

無形固定資産の取得による支出 9,366 千円あったことが主な要因です。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 1四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は 160,795 千円（前第 1四半期会計期間比

160,110 千円の増加）となっております。その内訳の主なものは、短期借入金の返済による支出 150,000

千円、社債の償還による支出 24,000 千円です。 
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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17年６月30日現在） 
前第１四半期末 

（平成16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17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  372,995 89,623  499,966 

２．受取手形  8,633 1,434  ― 

３．売掛金  79,978 650,331  867,648 

４．たな卸資産  214,343 336,720  307,725 

５．前渡金  ― 156,747  994 

６．繰延税金資産  197,603 ―  15,301 

７．短期貸付金  ― 200,000  64,000 

８．その他 ※４ 262,119 152,398  20,192 

９．貸倒引当金  △445 △6,053  △6,073 

流動資産合計   1,135,229 34.0 1,581,202 58.6 △445,973  1,769,755 42.9

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産 ※２ 86,849 115,057 △28,208 86,952 

２．無形固定資産            

(1)ソフトウェア  640,613 312,081  524,696 

(2)その他  509 509  509 

     計  641,123 312,591 △328,532 525,206 

３．投資その他の資産     

（1）投資有価証券 ※１ ― 297,000  127,250 

（2）関係会社株式 ※１ 592,000 ―  592,000 

（3）出資金  373,387 161,936  695,387 

(4)その他  511,697 231,288  331,369 

(5)貸倒引当金  △849 △9  △1,190 

    計  1,476,235 690,215 786,019 1,744,816 

固定資産合計   2,204,207 66.0 1,117,864 41.4 1,086,343  2,356,975 57.1

資産合計   3,339,437 100.0 2,699,067 100.0 640,370  4,126,730 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１．買掛金  61,740 53,748  271,460 

２．短期借入金 ※1,3 345,000 637,500  495,000 

３．一年内返済予定長
期借入金 

※１ 60,930 69,380  63,435 

４．一年内償還予定社
債 

 273,000 163,000  273,000 

５．その他  189,825 107,506  210,669 

流動負債合計   930,496 27.9 1,031,134 38.2 △100,638  1,313,565 31.9

Ⅱ 固定負債            

１．社債  586,000 494,000  610,000 

２．長期借入金 ※１ 80,100 141,030   92,440 

固定負債合計   666,100 19.9 635,030 23.5 31,070  702,440 17.0

負債合計   1,596,596 47.8 1,666,164 61.7 △69,568  2,016,005 48.9
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当第１四半期末 

（平成17年６月30日現在） 
前第１四半期末 

（平成16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17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  985,770 29.5 556,080 20.6 429,690  971,745 23.5

Ⅱ 資本剰余金            

１．資本準備金  765,110 335,420  751,085 

資本剰余金合計   765,110 22.9 335,420 12.5 429,690  751,085 18.2

Ⅲ 利益剰余金            

１．任意積立金  826 1,101  1,101 

２．第1四半期（当期）
未処分利益（△未
処理損失） 

 △8,865 140,300  386,793 

利益剰余金合計   △8,039 △0.2 141,402 5.2 △149,441  387,895 9.4

資本合計   1,742,840 52.2 1,032,902 38.3 709,938  2,110,725 51.1

負債・資本合計   3,339,437 100.0 2,699,067 100.0 640,370  4,126,730 100.0
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（訂正後） 

  当第１四半期末 
（平成17年６月30日現在） 

前第１四半期末 
（平成16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17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  372,995 89,623  499,966 

２．受取手形  8,633 1,434  ― 

３．売掛金  79,978 297,321  462,663 

４．たな卸資産  214,343 379,965  307,725 

５．前渡金  128,809 156,747  994 

６．短期貸付金  ― 200,000  64,000 

７．未収金  ― 362,760  404,985 

８．預け金  315,000 ―  ― 

９．その他 ※４ 130,228 68,400  17,110 

10．貸倒引当金  △445 △6,053  △6,073 

流動資産合計   1,249,543 49.9 1,550,200 63.5 △300,656  1,751,371 55.5

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産 ※２ 85,868 113,313 △27,444 85,852 

２．無形固定資産            

(1)ソフトウェア  107,802 119,671  130,064 

(2)その他  509 509  509 

     計  108,312 120,181 △11,869 130,574 

３．投資その他の資産     

（1）投資有価証券 ※１ 127,250 297,000  127,250 

（2）関係会社株式 ※１ 592,000 ―  592,000 

（3）出資金  ― 137,308  150,768 

(4)その他  340,410 224,478  317,649 

(5)貸倒引当金  △849 △9  △1,190 

    計  1,058,811 658,777 400,033 1,186,477 

固定資産合計   1,252,992 50.1 892,272 36.5 360,720  1,402,904 44.5

資産合計   2,502,535 100.0 2,442,472 100.0 60,063  3,154,275 100.0
            
（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１．買掛金  36,540 41,988  211,610 

２．短期借入金 ※1,3 345,000 637,500  495,000 

３．一年内返済予定長
期借入金 

※１ 60,930 69,380  63,435 

４．一年内償還予定社
債 

 273,000 163,000  273,000 

５．未払金  171,509 140,710  186,045 

６．預り金  347,584 ―  123,021 

７．その他  115,482 168,771  182,091 

流動負債合計   1,350,048 54.0 1,221,350 50.0 128,697  1,534,205 48.6

Ⅱ 固定負債            

１．社債  586,000 494,000  610,000 

２．長期借入金 ※１ 80,100 141,030   92,440 

３．長期未払金  230,824 281,056  256,234 

４．その他  566 708  566 

固定負債合計   897,490 35.9 916,794 37.5 △19,303  959,240 30.4

負債合計   2,247,538 89.8 2,138,145 87.5 109,393  2,493,446 79.1
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当第１四半期末 

（平成17年６月30日現在） 
前第１四半期末 

（平成16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17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   985,770 39.4 556,080 22.8 429,690  971,745 30.8

Ⅱ 資本剰余金            

１．資本準備金  765,110 335,420  751,085 

資本剰余金合計   765,110 30.6 335,420 13.7 429,690  751,085 23.8

Ⅲ 利益剰余金            

１．任意積立金  826 1,101  1,101 

２．第1四半期（当期）
未処理損失 

 1,496,709 588,274  1,063,101 

利益剰余金合計   △1,495,883 △59.8 △587,173 △24.0 △908,710  △1,062,000 △33.7

資本合計   254,996 10.2 304,326 12.5 △49,330  660,829 21.0

負債・資本合計   2,502,535 100.0 2,442,472 100.0 60,063  3,154,275 100.0

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐11‐ 
 

 

(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17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

 
 対前年  
 同期比 

 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 
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   92,129 100.0 123,877 100.0 △31,747  2,834,270 100.0

Ⅱ 売上原価   180,789 196.2 167,089 134.9 13,699  1,903,344 67.2

売上総利益（△損
失）   △88,659 △96.2 △43,212 △34.9 △45,447  930,926 32.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   209,939 227.9 204,483 165.1 5,456  700,254 24.7

営業利益（△損失）   △298,599 △324.1 △247,695 △200.0 △50,903  230,672 8.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  21,624 23.5 3,728 3.0 17,896  17,360 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  6,999 7.6 7,021 5.6 △21  59,195 2.1

経常利益（△損失）  △283,974 △308.2 △250,988 △202.6 △32,985 188,837 6.6

Ⅵ 特別利益 ※３
 

5,969 6.5 6.0 △1,536 
 

0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  290,104 314.9

7,505

― － 290,104  

6,304

40,181 1.4

税引前第1四半期
（当期）純利益（△
損失） 

  △568,110 △616.6 △243,483 △196.6 △324,627  154,959 5.4

法人税、住民税及び
事業税  782 342  66,000 

法人税等調整額  △172,958 △172,176 △186.9 △97,945 △97,603 △78.8 △74,572 △11,653 54,346 1.9

第1四半期（当期）
純利益（△損失）   △395,934 △429.8 △145,879 △117.8 △250,054  100,612 3.5

前期繰越利益   387,068 286,180   286,180

第1四半期（当期）
未処分利益（△未処
理損失） 

  △8,865 140,300   386,793
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（訂正後） 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

 
 対前年  
 同期比 

 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 
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   92,129 100.0 114,677 100.0 △22,547  1,227,731 100.0

Ⅱ 売上原価   125,347 136.1 85,442 74.5 39,905  1,042,083 84.9

売上総利益（△損
失）   △33,217 △36.1 29,234 25.5 △62,452  185,648 15.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   159,609 173.2 143,962 125.5 15,646  601,255 49.0

営業損失   192,826 △209.3 114,727 △100.0 78,099  415,607 △33.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  21,624 23.5 3,728 3.3 17,896  37,639 3.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  9,499 10.3 28,129 24.5 △18,629  129,089 10.5

経常損失  180,702 △196.1 139,128 △121.3 41,573 507,057 △41.3

Ⅵ 特別利益 ※３
 

5,969 6.5 7,505 6.5 △1,536 
 

6,304 0.5

Ⅶ 特別損失 ※４  258,367 280.4 ― － 258,367  40,181 3.3

税引前第1四半期
（当期）純損失   433,100 △470.1 131,623 △114.8 301,476  540,935 △44.1

法人税、住民税及び
事業税  782 342  66,000 

法人税等調整額  0 782 0.9 △47 295 0.3 487 △188 65,811 5.4

第1四半期（当期）
純損失   433,882 △471.0 131,918 △115.0 301,963  606,746 △49.4

前期繰越損失   1,062,826 456,355   456,355

第1四半期（当期）
未処理損失   1,496,709 588,274   1,063,101
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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17年４月１日 

至 平成17年６月30日）

前第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）
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16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 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） 

 △568,110 △243,483  154,959 

減価償却費  62,000 45,516  210,650 

長期前払費用償却  3,500 3,500  18,450 

固定資産除却損  33 ―  431 

減損損失  31,737 ―  ― 

出資金評価損  110,000 ―  ― 

商品評価損  142,500 ―  ― 

ソフトウェア除却
損 

 5,833 ―  ― 

貸倒引当金の減少
額 

 △5,969 △7,505  △6,304 

受取利息  △1,920 △1,915  △8,029 

支払利息  4,321 4,908  19,576 

デリバティブ評価
損（△評価益） 

 △7,177 △1,724  17,430 

売上債権の減少額  779,036 651,914  436,031 

たな卸資産の増加
額 

 △49,118 △43,760  △14,765 

前渡金の減少額 
（△増加額） 

 △127,815 △121,016  34,736 

仕入債務の増加額
（△減少額） 

 △209,720 △114,181  103,530 

その他流動資産の 
増加額 

 ― △16,223  ― 

その他流動負債の 
増加額 

 ― 15,127  ― 

その他の増加額 
（△減少額） 

 △7,375 ―  79,132 

小計  161,756 171,156 △9,399 1,045,830 

利息の受取額  2,316 1,056  9,557 

利息の支払額  △3,217 △4,173  △18,698 

法人税等の支払額  △64,295 △53,018  △54,319 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 96,560 115,020 △18,459 982,369 
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当第１四半期会計期間
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日）

前第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）
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16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 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 

     

有形固定資産の取
得による支出 

 △1,775 △4,379  △15,635 

無形固定資産の取
得による支出 

 △182,366 △62,639  △394,724 

投資有価証券の取
得による支出 

 ― △10,000  △120,000 

関係会社株式の取
得による支出 

 ― ―  △352,000 

出資金の返戻によ
る収入 

 525,000 ―  ― 

出資金分配金によ
る収入 

 2,000 ―  ― 

出資金の払込によ
る支出 

 △315,000 ―  △525,000 

貸し付けによる支
出 

 ― ―  △201,000 

貸付金の回収によ
る収入 

 125 71  232,373 

長期前払費用の増
加による支出 

 △90,720 △34,964  △39,313 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △62,737 △111,911 49,174 △1,415,299 

Ⅲ 財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

     

短期借入の増加額
（△減少額） 

 △150,000 37,500  △105,000 

長期借入金の返済
による支出 

 △14,845 △14,845  △69,380 

社債発行による収
入 

 ―    ―  392,500 

社債の返済による
支出 

 △24,000 △24,000  △198,000 

株式の発行による
収入 

 28,050 660  825,576 

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

 △160,795 △685 △160,110 845,696 

Ⅳ 現金及び現金同等物
に係る換算差額 

 ― ―  ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物
の増加額または減少
額（△） 

 △126,971 2,424 △129,395 412,767 

Ⅵ 現金及び現金同等物
の期首残高 

 499,966 87,199 412,767 87,199 

Ⅶ 現金及び現金同等物
の第1四半期期末（期
末）残高 

 372,995 89,623 283,371 499,966 

      

 

  



 -15-

（訂正後） 

  
当第１四半期会計期間
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日）

前第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）
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16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 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 

 △433,100 △131,623  △540,935 

減価償却費  27,059 29,023  124,565 

長期前払費用償却  3,500 3,500  14,000 

固定資産除却損  5,867 ―  431 

出資金評価損  110,000 ―  ― 

貸倒引当金の増減
額（減少：△） 

 △5,969 △7,505  △6,304 

受取利息  △1,920 △1,915  △8,029 

支払利息  4,321 4,908  19,576 

匿名組合収益  ― ―  △13,459 

デリバティブ評価
損（評価益：△） 

 △7,177 △1,724  17,430 

投資有価証券評価
損 

 ― ―  39,749 

売上債権の増減額
（増加：△） 

 374,051 250,394  86,486 

たな卸資産の増減
額（増加：△） 

 93,381 △43,760  28,479 

前渡金の増減額 
（増加：△） 

 △127,815 △121,016  34,736 

未収金の増減額
（減少：△） 

 404,985 391,773  349,545 

預け金の増減額  210,000 △43,816  ― 

仕入債務の増減額
（減少：△） 

 △175,070 △125,941  43,680 

未払金の増減額
（減少：△） 

 △14,075 △28,177  7,305 

預り金の増減額
（減少：△） 

 △300,436 △199,405  △79,454 

長期未払金の増減
額（減少：△） 

 △25,410 140,928  116,106 

その他  △34,154 6,624  △40,384 

小計  108,036 122,266 △14,229 193,527 

利息の受取額  2,316 1,056  9,557 

利息の支払額  △3,217 △4,173  △18,698 

法人税等の支払額  △64,295 △53,018  △54,319 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 42,840 66,131 △23,290 130,066 
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当第１四半期会計期間
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日）

前第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）
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16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 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 

     

有形固定資産の取
得による支出 

 △1,775 △4,379  △12,740 

無形固定資産の取
得による支出 

 △9,366 △19,109  △80,023 

長期前払費用の取
得による支出 

 ― △29,604  △29,604 

投資有価証券の取
得による支出 

 ― △10,000  △120,000 

関係会社株式の取
得による支出 

 ― ―  △352,000 

出資金の分配金に
よる収入 

 2,000 ―  ― 

貸し付けによる支
出 

 ― ―  △201,000 

貸付金の回収によ
る収入 

 125 71  232,373 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △9,017 △63,021 54,004 △562,995 

Ⅲ 財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

     

短期借入金による
純収入 
（△返済による純
支出） 

 △150,000 37,500  △105,000 

長期借入金の返済
による支出 

 △14,845 △14,845  △69,380 

社債発行による収
入 

 ―    ―  392,500 

社債の返済による
支出 

 △24,000 △24,000  △198,000 

株式の発行による
収入 

 28,050 660  825,576 

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

 △160,795 △685 △160,110 845,696 

Ⅳ 現金及び現金同等物
に係る換算差額 

 ― ―  ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物
の増減額（減少：△） 

 △126,971 2,424 △129,395 412,767 

Ⅵ 現金及び現金同等物
の期首残高 

 499,966 87,199 412,767 87,199 

Ⅶ 現金及び現金同等物
の第1四半期期末（期
末）残高 

 372,995 89,623 283,371 499,966 
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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 17 年４月１日 

至 平成 17 年６月 30 日） 

前第 1四半期会計期間 

（自 平成 16 年４月１日 

至 平 16 年６月 30 日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当社は、前事業年度において 415,607

千円の営業損失、507,057 千円の経常損

失、606,746 千円の当期純損失を計上し、

当第 1四半期会計期間においても、

192,826 千円の営業損失、180,702 千円

の経常損失、433,882 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、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

び事業の再構築を計画しております。 

 資金面につきましても、財務基盤の強

化が重要な課題であると考えており、収

益基盤と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 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 203,267

千円の営業損失、255,939 千円の経常損

失、328,043 千円の当期純損失を計上し、

当事業年度においても、415,607 千円の

営業損失、507,057 千円の経常損失、

606,746 千円の当期純損失を計上してお

ります。当該状況により、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

当社は、当事業年度においては、従来

より得意とする放送業界におきまして

は、大手放送局の映像資産管理の基幹と

して当社のデジタルアーカイブシステ

ムが採用される等の成果をあげてまい

りましたが、今後拡大が予想される

「Video-IT」分野の一般企業マーケット

に対する事業展開においては所定の成

果を達するにいたらず、重要な営業損

失、経常損失、当期純損失を計上するこ

ととなりました。 

今後は当社のコア・コンピタンスであ

るデジタル映像技術を核として、幅広い

市場ニーズに対応できる事業体制の再

構築を図っていく所存です。 

事業体制の再構築のためには、新たな経

営資源の獲得・整備が必要であるとの観

点から、提携企業とのアライアンスを積

極的に推進し経営資源の整備・拡充に努

めてまいります。当社の持つデジタル映

像技術と新たな経営資源を融合させる

ことで、確固たる収益基盤の確保および

事業の再構築を図ってまいります。 

 資金面につきましては、平成 16 年 9

月 3日には公募増資により827,700千円

の資金調達を行い、財務基盤の強化に努

めてまいりました。 

当社では、継続企業の前提に関する重

要な疑義は解消されるものと判断して

おります。よって、財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を財務諸表には反

映しておりません。  
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四半期財務諸表作成のための基本となる事項の変更 
（訂正前） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

「固定資産の減損に係る会計基準」 

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）が平成17年４月１日以後開始

する事業年度から強制適用になった

ことに伴い、当第１四半期会計期間

から同会計基準及び同会計指針を適

用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失は、

4,909千円減少し、税引前当期純損失

は、26,828千円増加しております。 

―――― ―――― 

 
（訂正後） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

「固定資産の減損に係る会計基準」 

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）が平成17年４月１日以後開始

する事業年度から強制適用になった

ことに伴い、当第１四半期会計期間

から同会計基準及び同会計指針を適

用しております。 

 これによる影響額はございません。 

―――― ―――― 
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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17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（第１四半期貸借対照表） 

 前第１四半期まで区分掲記してい

ました「前渡金」および「短期貸付

金」は、当第１四半期において資産

の総額の100分の５以下となりまし

たので流動資産の「その他」及び投

資その他資産の「その他」に含めて

表示することとしました。 

 なお、当第１四半期のそれぞれの金

額は次のとおりです。 

  前渡金     128,809千円 

 短期貸付金    80,000千円 

  投資有価証券  127,250千円 

 

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「繰延

税金資産」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「繰延税金資

産」の金額は、110,814千円です。 

（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 

―――― 
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（訂正後） 
当第１四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（第１四半期貸借対照表） 

 前第１四半期まで区分掲記してい

ました「短期貸付金」並びに投資そ

の他の資産の「出資金」は、当第１

四半期において資産の総額の100分

の５以下となりましたので流動資産

の「その他」及び投資その他資産の

「その他」に含めて表示することと

しました。 

 なお、当第１四半期のそれぞれの金

額は次のとおりです。 

  短期貸付金    80,000千円 

 出資金       38,764千円 

 

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「預け

金」、流動負債の「その他」に含めて

表示していました「預り金」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。 

預け金      43,816千円 

 預り金       5,228千円 

 

（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17年６月30日） 

前第１四半期末 
（平成16年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおり

であります。 

関係会社株式   222,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 

          40,930千円 

長期借入金     25,100千円 
   

※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     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。 

関係会社株式   222,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 

           43,435千円 

長期借入金      32,440千円 

※２．有形固定資産の 
 減価償却累計額 

100,487千円 
 

 
※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 

91,997千円 
 

※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４行と当座

貸越契約および貸出コミットメント

契約を締結しております。この契約に

基づく当第1四半期末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 
当座貸越極度額および貸 
出コミットメントの総額 950,000千円 
借入実行残高      145,000千円 

  差引額        805,000千円 

―――― ※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３行と当座

貸越契約および貸出コミットメント

契約を締結しております。この契約に

基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 
当座貸越極度額および貸 
出コミットメントの総額 750,000千円
借入実行残高      295,000千円

   差引額        455,000千円 

※４．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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（訂正後） 

当第１四半期末 
（平成17年６月30日） 

前第１四半期末 
（平成16年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおり

であります。 

関係会社株式   222,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 

          40,930千円 

長期借入金     25,100千円 
   

※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     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。 

関係会社株式   222,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 

           43,435千円 

長期借入金      32,440千円 

※２．有形固定資産の 
 減価償却累計額 

99,435千円 
 

 
※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 

91,065千円 
 

※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４行と当座

貸越契約および貸出コミットメント

契約を締結しております。この契約に

基づく当第1四半期末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 
当座貸越極度額および貸 
出コミットメントの総額 950,000千円 
借入実行残高      145,000千円 

  差引額        805,000千円 

―――― ※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３行と当座

貸越契約および貸出コミットメント

契約を締結しております。この契約に

基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 
当座貸越極度額および貸 
出コミットメントの総額 750,000千円
借入実行残高      295,000千円

   差引額        455,000千円 

※４．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17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 1,341千円 

有価証券利息 579千円 

デリバティブ評価益 7,177千円 

受取助成金 12,136千円 
   

 

受取利息 1,577千円

有価証券利息 337千円
   

 

受取利息 6,204千円

有価証券利息 1,825千円

匿名組合収益 8,450千円
   

※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 3,291千円 

支払保証料 2,104千円 

  

  
   

 

支払利息  4,130千円

支払保証料 1,701千円
   

 

支払利息 16,116千円

支払保証料 7,115千円

新株発行費 6,413千円

社債発行費 7,500千円

デリバティブ評価損 17,430千円
   

※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 5,969千円     
   

 

貸倒引当金戻入益  7,505千円
   

 

貸倒引当金戻入益 6,304千円
   

※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 
 

商品評価損 142,500 千円 

出資金評価損 110,000 千円 

減損損失 31,737 千円 

ソフトウェア除却損 5,833 千円 
   

 

――――   
   

 

投資有価証券評

価損 
39,749 千円

   

※５．減損損失 

減損損失の内訳は以下のとおりです。 

用途 場所 種類 
減損損失 

(百万円) 

画像管理

システム 本社 

所有権移転

外ファイナ

ンスリース
31 

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

として特別損失に計上しました。 

なお、回収可能価額は使用価値に

より測定しており、使用価値につい

ては、将来キャッシュ・フローを

3.5％で割引いて計算しています。 

―――― ―――― 

５．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 8,559千円 

無形固定資産 53,440千円 
   

 

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 50,523千円

無形固定資産  160,126千円
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（訂正後） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 1,341千円 

有価証券利息 579千円 

デリバティブ評価益 7,177千円 

受取助成金 12,136千円 
   

 

受取利息 1,577千円

有価証券利息 337千円
   

 

受取利息 6,204千円

有価証券利息 1,825千円

匿名組合収益 13,459千円

スルー取引差益 15,270千円
   

※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 3,291千円 

支払保証料 2,104千円 

循環取引差損 2,500千円 

  
   

 

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 16,116千円

支払保証料 7,115千円

新株発行費 6,413千円

社債発行費 7,500千円

デリバティブ評価損 17,430千円

循環取引差損 69,894千円
   

※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 
 

貸倒引当金戻入益 5,969千円     
   

 

貸倒引当金戻入益 7,505千円
   

 

貸倒引当金戻入益 6,304千円
   

※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 
 

商品評価損 142,500 千円 

出資金評価損 110,000 千円 

ソフトウェア除却損 5,833 千円 
   

 

――――   
   

 

投資有価証券評

価損 
39,749 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 8,439千円 

無形固定資産 18,619千円 
   

 

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 49,666千円

無形固定資産  74,899千円
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（リース取引関係） 

（訂正前） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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） 

減損損失
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 

165,537 46,603 ― 118,934 

ソフト

ウェア 
438,550 140,893 20,806 276,849 

合計 604,087 187,497 20,806 395,783 

   

 
 

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） 

期末残高

相当額 

（千円）

工具、器

具及び

備品 

165,537 37,823 127,714

ソフト

ウェア 
438,550 122,087 316,462

合計 604,087 159,910 444,176

   

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 102,449千円 

１年超 295,676千円 

合計 
 

リース資産減損
勘定の残高 

398,126

26,828

千円 

 

千円 
   

 

１年内 85,030千円

１年超 273,079千円

合計 358,110千円
   

 

１年内 120,508千円

１年超 334,496千円

合計 455,004千円
   

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、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 33,175千円 

リース資産減損勘

定の取崩額 

4,909千円 

減価償却費相当額 30,707千円 

支払利息相当額 3,393千円 

減損損失 31,737千円 
   

 

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 110,173千円

減価償却費相当額 102,752千円

支払利息相当額 12,802千円
   

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17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

138,085 26,929 111,156 

合計 138,085 26,929 111,156 

   

 
 

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 

138,085 19,522 118,563

合計 138,085 19,522 118,563

   

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 29,052千円 

１年超 82,989千円 

合計 112,041千円 
   

 

１年内 5,001千円

１年超 6,698千円

合計 11,699千円
   

 

１年内 28,909千円

１年超 90,306千円

合計 119,215千円
   

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 7,765千円 

減価償却費相当額 7,407千円 

支払利息相当額 591千円 
   

 

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 18,110千円

減価償却費相当額 17,328千円

支払利息相当額 1,389千円
   

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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（１株当たり情報） 

（訂正前） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 77,335円85銭

１株当たり第1四半 

期純損失金額 
△17,615円08銭 

  

 

 １株当たり純資産額 53,396円52銭

１株当たり第1四半 

期純損失金額 
△7,542円36銭

   

 

１株当たり純資産額 94,372円08銭

１株当たり当期純利益

金額 
4,772円90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、潜在

株式は存在するものの、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

たり当期純利益金額 

4,606円39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17年４月１日
至 平成17年６月30日)

前第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) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17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） 
△395,934 △145,879 100,612 

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） 
△395,934 △145,879 100,612 

期中平均株式数（株） 22,477 19,341 21,080 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

当期純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― 762 

（うち新株予約権） ― ― （762）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第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17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前第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) 

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 ６９３個 ７９８個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 １,３８６株 １,５９６株 

発行価格 １６５,０００円 同左 

資本組入額 ８２,５００円 同左 

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 
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（訂正後） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日） 

前第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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 11,315円08銭

１株当たり第1四半 

期純損失金額 
19,303円41銭 

  

 

 １株当たり純資産額 15,732円37銭

１株当たり第1四半 

期純損失金額 
6,820円68銭

   

 

１株当たり純資産額 29,546円16銭

１株当たり当期純損失

金額 
28,783円02銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
―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、潜在

株式は存在するものの、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17年４月１日
至 平成17年６月30日)

前第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) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17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） 433,882 131,918 606,746 

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） 
433,882 131,918 606,746 

期中平均株式数（株） 22,477 19,341 21,080 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

当期純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― 762 

（うち新株予約権） ― ― （762）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第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17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前第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) 

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 ６９３個 ７９８個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 １,３８６株 １,５９６株 

発行価格 １６５,０００円 同左 

資本組入額 ８２,５００円 同左 

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 

 


