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　（訂正）「平成18年３月期　中間決算短信(非連結)」の一部訂正について

 

　当社は、平成21年2月16日付の「過年度決算短信の一部訂正及び訂正報告書の提出について」において、過年度決算を訂

正する旨の公表をいたしましたが、これに基づき「平成18年３月期　中間決算短信(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月期中間決算短信(非連結)の概要】

　決算期：平成18年３月期中間決算短信(非連結)（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　公表日：平成17年11月11日



２.　平成18年３月期中間決算短信(非連結)　

１．17年９月中間期の業績（平成17年４月１日～平成17年９月30日）

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

（訂正前）  

 売上高 営業利益 経常利益
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年９月中間期 459 ( 51.6) △564 (　－　) △562 (　－　)
16年９月中間期 890 ( 193.2) △430 (　－　) △460 (　－　)
17年３月期 2,834  230  188  

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭
17年９月中間期 △854 (　－　) △37,963 83 ―  
16年９月中間期 △271 (  －　) △13,724 07 ―  
17年３月期 100  4,772 90 4,606 39

(注)①持分法投資損益 17年９月中間期 △267百万円16年９月中間期 ―百万円 17年３月期 △20百万円
 ②期中平均株式数 17年９月中間期 22,508株 16年９月中間期 19,802株 17年３月期 21,080株
 ③会計処理の方法の変更 無
 ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

（訂正後）  

 売上高 営業利益 経常利益
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年９月中間期 320 ( 93.8) △401 (　－　) △401 (　－　)
16年９月中間期 341 (101.4) △272 (　－　) △308 (　－　)
17年３月期 1,227  △415  △507  

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭
17年９月中間期 △952 (　－　) △42,300 11 ―  
16年９月中間期 △303 (  －　) △15,305 92 ―  
17年３月期 △606  △28,783 02 ―  

(注)①持分法投資損益 17年９月中間期 △267百万円16年９月中間期 ―百万円 17年３月期 △20百万円
 ②期中平均株式数 17年９月中間期 22,508株 16年９月中間期 19,802株 17年３月期 21,080株
 ③会計処理の方法の変更 無
 ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(3)財政状態　

（訂正前）  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円 ％ 円 銭
17年９月中間期 3,146 1,294 41.1 57,284 50
16年９月中間期 3,683 1,737 47.2 77,636 87
17年３月期 4,126 2,110 51.1 94,372 08

(注)①期末発行済株式数 17年９月中間期 22,598株 16年９月中間期 22,344株 17年３月期 22,366株
 ②期末自己株式数 17年９月中間期 ―株 16年９月中間期 ―株 17年３月期 ―株

（訂正後）  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 百万円 百万円 ％ 円 銭
17年９月中間期 2,239 △252 △11.3 △11,194 86
16年９月中間期 3,359 963 28.7 43,137 22
17年３月期 3,154 660 21.0 29,546 16

(注)①期末発行済株式数 17年９月中間期 22,598株 16年９月中間期 22,344株 17年３月期 22,366株
 ②期末自己株式数 17年９月中間期 ―株 16年９月中間期 ―株 17年３月期 ―株
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(4)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
17年９月中間期 △63 △169 108 375
16年９月中間期 144 △181 765 815
17年３月期 982 △1,415 845 499

（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
17年９月中間期 △116 △116 108 375
16年９月中間期 67 △104 765 815
17年３月期 130 △562 845 499

２．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

①業績の概況 

（訂正前）

（中略）

システムインテグレーション事業においては、映像コンテンツの有効利用を目論む放送業界や、eラーニングの導入や

講義等の映像資産の効率的管理・運用を検討している大学、「Video－IT」を導入して収益力の向上を目指す一般企業

に対して営業活動を行ってまいりました。当中間会計期間では一般企業の中でも新たに流通業界、製薬業界に対して積

極的な展開を行うと伴に、行政機関等における「Video－IT」ソリューション活用の促進にも注力してまいりました。

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、当中間会計期間においては、

216百万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、その多くが下期以降の検収予定となっておりま

す。この結果、プロダクト事業において124百万円の売上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117百万円の売上げを計上しております。携帯電話向けASPサービス

につきましては、営業基盤の再整備を行い今期内に採算ベースにもっていく計画であります。

特別損益の項目では、関連会社株式の投資損失引当金繰入額296百万円をこの中間会計期間に計上しております。これ

は関係会社であるダイナウェア・ソリューションズ株式会社の事業計画の進捗が株式取得時に比較して遅れていること

を勘案し、現時点での純資産価額相当の評価を行い、会計上の引当金を計上したものであります。

　また、第1四半期においては、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、第1四半期において290百万円の特別損失を計上しております。

　これらの結果、当中間会計期間において586百万円の特別損失を計上しております。

以上の結果、当中間期の売上高は459百万円（前年同期比431百万円の減少）、経常損失は562百万円（前年同期は経常

損失460百万円）、当中間純損失は854百万円（前年同期は中間純損失271百万円）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、映像コンテンツの有効利用を目論む放送業界や、eラーニングの導入や

講義等の映像資産の効率的管理・運用を検討している大学、「Video－IT」を導入して収益力の向上を目指す一般企業

に対して営業活動を行ってまいりました。当中間会計期間では一般企業の中でも新たに流通業界、製薬業界に対して積

極的な展開を行うと伴に、行政機関等における「Video－IT」ソリューション活用の促進にも注力してまいりました。

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、当中間会計期間においては、

99百万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、
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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、その多くが下期以降の検収予定となっております。

この結果、プロダクト事業において124百万円の売上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95百万円の売上げを計上しております。携帯電話向けASPサービスにつ

きましては、営業基盤の再整備を行い今期内に採算ベースにもっていく計画であります。

特別損益の項目では、関連会社株式の投資損失引当金繰入額296百万円をこの中間会計期間に計上しております。これは

関係会社であるダイナウェア・ソリューションズ株式会社の事業計画の進捗が株式取得時に比較して遅れていることを

勘案し、現時点での純資産価額相当の評価を行い、会計上の引当金を計上したものであります。

　また、第1四半期においては、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、第1四半期において258百万円の特別損失を計上しております。

　これらの結果、当中間会計期間において554百万円の特別損失を計上しております。

以上の結果、当中間期の売上高は320百万円（前年同期比21百万円の減少）、経常損失は401百万円（前年同期は経常損

失308百万円）、当中間純損失は952百万円（前年同期は中間純損失303百万円）となりました。 
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（2）財政状態 

　（訂正前）

キャッシュフローの状況

当中間会計期末における現金及び現金同等物（以下、資金という。）は、売上債権の減少や社債発行等の増加要因

があったものの、税引前中間純損失等の減少要因により、前事業年度末に比して124,929千円減少し、当中間期末に

は375,036千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュフロー） 

当中間会計期間の営業活動の結果使用した資金は63,203千円（前中間会計期間は144,052千円の資金獲得）となりまし

た。売上債権の増減の結果として得られた資金が626,336千円、特別損失に係る非資金費用が586,104千円ありました

が、税引前中間純損失の計上1,143,311千円、仕入債務の増減の結果使用した資金が192,330千円あったことが減少の

主な要因です。 

（投資活動によるキャッシュフロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は169,921千円となっております。（前中間会計期間比11,612千

円の減少）これはソフトウェアの取得による支出が182,501千円、長期前払費用の増加によるによる支出が90,720千

円、投資有価証券の取得による支出、貸付による支出がそれぞれ50,000千円あった一方、出資金の増減の結果得られ

た資金が213,080千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） 

当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は108,195千円となっております。（前中間会計期間比657,261

千円の減少）社債発行による収入が585,170千円ありましたが短期借入金の返済による支出が345,000千円、社債の償

還による支出が136,500千円あったことが主な要因です。 

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 39.0 38.5 47.2 51.1 41.1

時価ベースの自己資本比率（％） 115.9 148.5 151.0 146.3 208.3

債務償還年数（年） － － 10.1 1.6 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 14.7 52.5 －

　＜省略＞
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　（訂正後）

キャッシュフローの状況

当中間会計期末における現金及び現金同等物（以下、資金という。）は、売上債権の減少や社債発行等の増加要因

があったものの、税引前中間純損失等の減少要因により、前事業年度末に比して124,929千円減少し、当中間期末に

は375,036千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュフロー） 

当中間会計期間の営業活動の結果使用した資金は116,923千円（前中間会計期間は67,134千円の資金獲得）となりまし

た。売上債権の増減の結果として得られた資金が317,951千円、特別損失に係る非資金費用が411,867千円ありました

が、税引前中間純損失の計上950,703千円、仕入債務の増減の結果使用した資金が170,280千円あったことが減少の主

な要因です。 

（投資活動によるキャッシュフロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は116,201千円となっております。（前中間会計期間比11,585千

円の減少）これはソフトウェアの取得による支出が9,501千円、投資有価証券の取得による支出、貸付による支出がそ

れぞれ50,000千円あった一方、出資金の増減の結果得られた資金が3,080千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） 

当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は108,195千円となっております。（前中間会計期間比657,261

千円の減少）社債発行による収入が585,170千円ありましたが短期借入金の返済による支出が345,000千円、社債の償

還による支出が136,500千円あったことが主な要因です。 

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 24.8 15.3 28.7 21.0 △11.3

時価ベースの自己資本比率（％） 126.9 159.6 165.6 191.4 292.7

債務償還年数（年） － － 21.6 11.8 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 6.8 7.0 －

　＜省略＞
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３. 個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

　（訂正前）

前中間会計期間末
（平成16年９月30日）

当中間会計期間末
（平成17年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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
（％）

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 815,174   375,036    499,966   

２．売掛金 808,395   241,312    867,648   

３．たな卸資産 369,673   155,751    307,725   

４. 繰延税金資産  196,604   312,267    15,301   

５. 短期貸付金  200,000   ―    64,000   

６. その他 ※４ 160,317   200,421    21,186   

７．貸倒引当金 △7,829   △1,461    △6,073   

流動資産合計  2,542,336 69.0  1,283,327 40.8
△

1,259,008
 1,769,755 42.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 108,193   78,938   △29,254 86,952   

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 310,097   583,618    524,696   

(2）その他 37,509   509    509   

　　　　　計 347,606   584,127   236,521 525,206   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 297,000   177,250    127,250   

(2）関係会社株式  ※２ ―   592,000    592,000   

(3）出資金 ―   372,307    695,387   

(4) その他 388,789   358,737    331,369   

(5) 貸倒引当金 △12   △3,949    △1,190   

(6) 投資損失引当金 ―   △296,000    ―   

　　　　計 685,777   1,200,345   514,568 1,744,816   

固定資産合計  1,141,577 31.0  1,863,412 59.2 721,834  2,356,975 57.1

資産合計  3,683,914 100.0  3,146,740 100.0 △537,174  4,126,730 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 350,338   79,130    271,460   

２．短期借入金  460,000   150,000    495,000   

３．一年内返済予定長
期借入金

※２ 68,445   58,860    63,435   

４．一年内償還予定社
債

233,000   393,000    273,000   

５．その他 145,792   154,474    210,669   

流動負債合計  1,257,576 34.1  835,465 26.6 △421,111  1,313,565 31.9

Ⅱ　固定負債

１．社債 566,500   953,500    610,000   

２．長期借入金 ※２ 122,120   63,260    92,440   

固定負債合計  688,620 18.7  1,016,760 32.3 328,140  702,440 17.0

負債合計  1,946,196 52.8  1,852,225 58.9 △93,971  2,016,005 48.9

－ 7 －



前中間会計期間末
（平成16年９月30日）

当中間会計期間末
（平成17年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金  969,930 26.3  990,885 31.5 20,955  971,745 23.5

Ⅱ　新株式申込証拠金  3,000 0.1  ― ― △3,000  ― ―

Ⅲ　資本剰余金

１．資本準備金 749,270   770,225    751,085   

資本剰余金合計  749,270 20.4  770,225 24.5 20,955  751,085 18.2

Ⅳ　利益剰余金

１．任意積立金           

（1)特別償却準備金 1,101   826    1,101   

２．中間（当期）未処
分利益(△未処理
損失)

14,416   △467,420    386,793   

利益剰余金合計  15,518 0.4  △466,594 △14.9 △482,113  387,895 9.4

資本合計  1,737,718 47.2  1,294,515 41.1 △443,203  2,110,725 51.1

負債・資本合計  3,683,914 100.0  3,146,740 100.0 △537,174  4,126,730 100.0

－ 8 －



　（訂正後）

前中間会計期間末
（平成16年９月30日）

当中間会計期間末
（平成17年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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
（％）

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 815,174   375,036    499,966   

２．売掛金 191,762   144,712    462,663   

３．たな卸資産 419,673   155,751    307,725   

４. 短期貸付金  200,000   ―    64,000   

５．未収金  721,635   96,600    404,985   

６．預け金 ※４　 ―   315,000    ―   

７. その他 ※４ 112,292   197,339    18,104   

８．貸倒引当金 △7,829   △1,461    △6,073   

流動資産合計  2,452,708 73.0  1,282,978 57.3
△

1,169,730  1,751,371 55.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 106,664   78,079   △28,584 85,852   

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 144,286   89,294    130,064   

(2）その他 509   509    509   

　　　　　計 144,795   89,803   △54,991 130,574   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 297,000   177,250    127,250   

(2）関係会社株式  ※２ ―   592,000    592,000   

(3）出資金 137,308   ―    150,768   

(4) その他 221,064   319,002    317,649   

(5) 貸倒引当金 △12   △3,949    △1,190   

(6) 投資損失引当金 ―   △296,000    ―   

　　　　計 655,360   788,303   132,943 1,186,477   

固定資産合計  906,820 27.0  956,186 42.7 49,366  1,402,904 44.5

資産合計  3,359,528 100.0  2,239,165 100.0
△

1,120,363
 3,154,275 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 117,124   41,330    211,610   

２．短期借入金  460,000   150,000    495,000   

３．一年内返済予定長
期借入金

※２ 68,445   58,860    63,435   

４．一年内償還予定社
債

233,000   393,000    273,000   

５．未払金　 381,198   209,243    186,045   

６．預り金　 2,759   248,983    123,021   

７．その他 185,266   82,983    182,091   

流動負債合計  1,447,792 43.1  1,184,400 52.9 △263,391  1,534,205 48.6

Ⅱ　固定負債

１．社債 566,500   953,500    610,000   

２．長期借入金 ※２ 122,120   63,260    92,440   

３．長期未払金 ※２ 258,502   290,419    256,234   

４．繰延税金負債 ※２ 755   566    566   

固定負債合計  947,877 28.2  1,307,745 58.4 359,868  959,240 30.4

負債合計  2,395,670 71.3  2,492,146 111.3 96,476  2,493,446 79.1

－ 9 －



前中間会計期間末
（平成16年９月30日）

当中間会計期間末
（平成17年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金  969,930 28.9  990,885 44.3 20,955  971,745 30.8

Ⅱ　新株式申込証拠金  3,000 0.1  ― ― △3,000  ― ―

Ⅲ　資本剰余金

１．資本準備金 749,270   770,225    751,085   

資本剰余金合計  749,270 22.3  770,225 34.4 20,955  751,085 23.8

Ⅳ　利益剰余金

１．任意積立金           

（1)特別償却準備金 1,101   826    1,101   

２．中間（当期）未処
理損失

759,443   2,014,917    1,063,101   

利益剰余金合計  △758,341 △22.6  
△

2,014,091
△89.9

△
1,255,749

 △1,062,000 △33.7

資本合計  963,858 28.7  △252,981 △11.3
△

1,216,839
 660,829 21.0

負債・資本合計  3,359,528 100.0  2,239,165 100.0
△

1,120,363
 3,154,275 100.0

－ 10 －



(2) 中間損益計算書

　（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

対前中間
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  890,399 100.0  459,280 100.0 △431,119  2,834,270 100.0

Ⅱ　売上原価  904,540 101.6  560,067 121.9 △344,473  1,903,344 67.2

売上総利益（△
損失）

 △14,141 △1.6  △100,787 △21.9 △86,646  930,926 32.8

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

 415,894 46.7  463,806 101.0 47,912  700,254 24.7

営業利益（△損
失）

 △430,035 △48.3  △564,593 △122.9 △134,558  230,672 8.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  3,926 0.5  31,199 6.8 27,272  17,360 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  34,360 3.9  28,765 6.3 △5,595  59,195 2.1

経常利益（△損
失）

 △460,470 △51.7  △562,160 △122.4 △101,690  188,837 6.6

Ⅵ　特別利益 ※３  5,726 0.6  4,953 1.1 △773  6,304 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  ―   586,104 127.6 △586,104  40,181 1.4

税引前中間（当
期）純利益（△
損失）

 △454,743 △51.1  △1,143,311 △248.9 △688,568  154,959 5.4

法人税、住民税
及び事業税

505   1,388    66,000   

法人税等調整額 △183,485 △182,979 △20.6 △290,210 △288,821 △62.9 △105,842 △11,653 54,346 1.9

中間（当期）純
利益（△損失）

 △271,764 △30.5  △854,489 △186.0 △582,725  100,612 3.5

前期繰越利益  286,180   387,068    286,180  

中間（当期）未
処分利益(△未
処理損失)

 14,416   △467,420    386,793  

 

－ 11 －



　（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

対前中間
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  341,479 100.0  320,280 100.0 △21,199  1,227,731 100.0

Ⅱ　売上原価  289,412 84.8  406,991 127.1 117,579  1,042,083 84.9

売上総利益（△
損失）

 52,067 15.2  △86,710 △27.1 △138,777  185,648 15.1

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

 324,103 94.9  314,511 98.2 △9,591  601,255 49.0

営業損失  272,036 △79.7  401,222 △125.3 △129,186  415,607 △33.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  19,196 5.6  31,199 9.7 12,002  37,639 3.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  55,468 16.2  31,265 9.8 △24,203  129,089 10.5

経常損失  308,308 △90.3  401,289 △125.3 △92,980  507,057 △41.3

Ⅵ　特別利益 ※３  5,726 1.7  4,953 1.6 △773  6,304 0.5

Ⅶ　特別損失 ※４  ―   554,367 173.1 △554,367  40,181 3.3

税引前中間（当
期）純損失

 302,582 △88.6  950,703 △296.8 648,120  540,935 △44.1

法人税、住民税
及び事業税

505   1,388    66,000   

法人税等調整額 ― 505 0.1 ― 1,388 0.4 882 △188 65,811 5.4

中間（当期）純
損失

 303,087 △88.8  952,091 △297.3 649,003  606,746 △49.4

前期繰越損失  456,355   1,062,826    456,355  

中間（当期）未
処理損失

 759,443   2,014,917    1,063,101  

 

－ 12 －



(3) 中間キャッシュ・フロー計算書

　（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

対前中間期比

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

 

税引前中間（当期）純利
益（△損失）

△454,743 △1,143,311  154,959

減価償却費 92,496 128,289  210,650

長期前払費用償却 8,541 7,000  18,450

固定資産の除却損 － 33  431

貸倒引当金の減少額 △5,726 △1,853  △6,304

投資損失引当金の増加額 － 296,000  －

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  －

受取利息 △3,837 △4,464  △8,029

支払利息 10,813 8,507  19,576

新株発行費 6,413 －  6,413

社債発行費 3,300 14,830  7,500

デリバティブ評価損また
は評価益（△）

10,460 △13,478  17,430

売上債権の減少額 495,284 626,336  436,031

たな卸資産の減少額また
は増加額(△)

△76,713 9,473  △14,765

前渡金の減少額または増
加額（△）

20,296 △1,277  34,736

その他流動資産の増加額 △117,817 ―  ―

仕入債務の増加額または
減少額（△）

182,408 △192,330  103,530

その他流動負債の増加額 34,481 ―  ―

その他の増加額または減
少額(△)

― △19,930  65,219

小計 205,657 3,895 △201,762 1,045,830

利息の受取額 1,215 4,350  9,557

利息の支払額 △9,832 △7,120  △18,698

法人税等の支払額 △52,988 △64,328  △54,319

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

144,052 △63,203 △207,255 982,369

－ 13 －



前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

対前中間期比

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

△7,963 △10,030  △15,635

無形固定資産の取得によ
る支出

△127,820 △182,501  △394,724

投資有価証券の取得によ
る支出

△10,000 △50,000  △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 － 3,080  －

出資金の払込による支出 － △315,000  △525,000

貸し付けによる支出 △500 △50,000  △201,000

貸付金の回収による収入 143 250  232,373

長期前払費用の増加によ
る支出

△35,392 △90,720  △39,313

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△181,533 △169,921 11,612 △1,415,299

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入による純収入
（△支出）

△140,000 △345,000  △105,000

長期借入金の返済による
支出

△34,690 △33,755  △69,380

社債発行による収入 196,700 585,170  392,500

社債の償還による支出 △81,500 △136,500  △198,000

株式の発行による収入 824,946 38,280  825,576

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

765,456 108,195 △657,261 845,696

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（△）

727,974 △124,929 △852,904 412,767

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

87,199 499,966 △412,767 87,199

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

 ※ 815,174 375,036 △440,137 499,966

－ 14 －



　（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

対前中間期比

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

 

税引前中間（当期）純利
益（△損失）

△302,582 △950,703  △540,935

減価償却費 58,589 54,740  124,565

長期前払費用償却 7,000 7,797  14,000

固定資産の除却損 － 5,867  431

貸倒引当金の減少額 △5,726 △1,853  △6,304

投資損失引当金の増加額 － 296,000  －

減損損失 － －  －

出資金評価損 － 110,000  －

商品評価損 － －  －

ソフトウェア除却損 － －  －

受取利息 △3,837 △4,464  △8,029

支払利息 10,813 8,507  19,576

新株発行費 6,413 －  6,413

社債発行費 3,300 14,830  7,500

匿名組合収益　    △13,459

デリバティブ評価損（評
価益：△）

10,460 △13,478  17,430

投資有価証券評価損　    39,749

売上債権の増減額（増
加：△）

357,387 317,951  86,486

たな卸資産の増減額（増
加：△）

△83,468 151,973  28,479

前渡金の増減額（増加：
△）

20,296 △1,277  34,736

預け金の増減額(減少：
△）

△61,725 210,000  －

未収金の増減額（減少：
△）

32,898 308,385  349,545

仕入債務の増減額（減
少：△）

△50,805 △170,280  43,680

未払金の増加額（減少：
△）

205,721 －  7,305

預り金の増加額（減少：
△）

△199,618 △396,960  △79,454

長期未払金の増加額 118,374 34,185  116,106

その他 5,247 △31,044  △54,297

小計 128,739 △49,824 △178,563 193,527

利息の受取額 1,215 4,350  9,557

利息の支払額 △9,832 △7,120  △18,698

法人税等の支払額 △52,988 △64,328  △54,319

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

67,134 △116,923 △184,057 130,066

－ 15 －



前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

対前中間期比

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

△7,963 △10,030  △12,740

無形固定資産の取得によ
る支出

△56,690 △9,501  △80,023

投資有価証券の取得によ
る支出

△10,000 △50,000  △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 － 2,000  －

出資金分配金による収入 － 1,080  －

出資金の払込による支出 － －  －

貸し付けによる支出 △500 △50,000  △201,000

貸付金の回収による収入 143 250  232,373

長期前払費用の増加によ
る支出

△29,604 －  △29,604

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△104,615 △116,201 △11,586 △562,995

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入の返済による純
支出

△140,000 △345,000  △105,000

長期借入金の返済による
支出

△34,690 △33,755  △69,380

社債発行による収入 196,700 585,170  392,500

社債の償還による支出 △81,500 △136,500  △198,000

株式の発行による収入 824,946 38,280  825,576

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

765,456 108,195 △657,261 845,696

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（△）

727,974 △124,929 △852,904 412,767

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

87,199 499,966 △412,767 87,199

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

 ※ 815,174 375,036 △440,137 499,966
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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）

前中間会計期間
（自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日）　

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日

至 平成17年９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、当中間会計期間においても、

272,036千円の営業損失、308,308千円

の経常損失、303,087千円の中間純損

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、当中

間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、中間純損失

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、中間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

な疑義の影響を中間財務諸表には反映

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、当中間会計期間においても、

401,222千円の営業損失、401,289千円

の経常損失、952,091千円の中間純損

失を計上した結果、252,981千円の債

務超過となっております。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。当社は、当

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、中間純損

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、中間財務諸表は継

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中間財

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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表示方法の変更

　（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

（中間貸借対照表）

「短期貸付金」は、前中間期まで、流動資産の「その他」

に含めて表示していましたが、当中間会計期間末において

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、前中間会計期間末の「短期貸付金」の金額は15,000

千円であります。

（中間貸借対照表）

　前中間期まで、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示していました「出資金」は、当中間会計期間末におい

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、前中間会計期間末の「出資金」の金額は161,936

千円であります。

　　

　前中間期まで、区分掲記していました「短期貸付金」

は、当中間会計期間末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」に含めて表示す

ることとしました。　

　なお、当中間会計期間末の「短期貸付金」の金額は

146,000千円であります。　

　（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

（中間貸借対照表）

―――

（中間貸借対照表）

　前中間期まで流動資産の「その他」に含めて表示してい

ました「預け金」は、当中間会計期間末において資産の総

額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間会計期間末の「預け金」の金額は、61,725

千円であります。

　前中間期まで、区分掲記していました「出資金」は、当

中間会計期間末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」に含めて表示すること

としました。　

　なお、当中間会計期間末の「出資金」の金額は13,797千

円であります。　
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

　（訂正前）

前中間会計期間末
（平成16年９月30日）

当中間会計期間末
（平成17年９月30日）

前事業年度末
（平成17年３月31日）

※１．有形固定資産の減

価償却累計額
67,032千円

※１．有形固定資産の減

価償却累計額
109,646千円

※１．有形固定資産の減

価償却累計額
91,997千円

※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。

　　　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。

一年内返済予定長期借入金　　

 　　　　　　　　　　　48,445千円

長期借入金　　　 52,120千円

※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。

　　　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　　

 　　　　　　　　　　　38,860千円

長期借入金　　　 13,260千円

※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。

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

  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中

間会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　　貸出コミットメントの総額　300,000千円

借入実行残高　　　　　　　 45,000千円

差引額　　　　　　　　 255,000千円

  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４行と当

座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

 

　　当座貸越極度額の総額　   950,000千円

借入実行残高　  　　　   150,000千円

差引額　　　　　　　　800,000千円

  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。

 　当座貸越極度額及び貸出

　 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 ※４．消費税等の取扱い ※４．　　 　────

　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  

 当中間会計期間中の発行済株式数の増加

発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(円) 資本組入額(円)

 平成17年４月１日から

 平成17年９月30日まで
新株予約権の行使 232 165,000 82,500
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　（訂正後）

前中間会計期間末
（平成16年９月30日）

当中間会計期間末
（平成17年９月30日）

前事業年度末
（平成17年３月31日）

※１．有形固定資産の減

価償却累計額
66,529千円

※１．有形固定資産の減

価償却累計額
108,473千円

※１．有形固定資産の減

価償却累計額
91,065千円

※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。

　　　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。

一年内返済予定長期借入金　　

 　　　　　　　　　　　48,445千円

長期借入金　　　 52,120千円

※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。

　　　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　　

 　　　　　　　　　　　38,860千円

長期借入金　　　 13,260千円

※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。

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

  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中

間会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　　貸出コミットメントの総額　300,000千円

借入実行残高　　　　　　　 45,000千円

差引額　　　　　　　　 255,000千円

  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４行と当

座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

 

　　当座貸越極度額の総額　   950,000千円

借入実行残高　  　　　   150,000千円

差引額　　　　　　　　800,000千円

  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。

 　当座貸越極度額及び貸出

　 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 ※４．消費税等の取扱い ※４．　　 　────

　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  

 当中間会計期間中の発行済株式数の増加

発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(円) 資本組入額(円)

 平成17年４月１日から

 平成17年９月30日まで
新株予約権の行使 232 165,000 82,500
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（中間損益計算書関係）

　（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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 3,160千円

有価証券利息 677千円

受取利息 3,299千円

有価証券利息 1,165千円

デリバティブ評

価益

13,478千円

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 9,289千円

支払保証料 3,196千円

社債発行費 3,300千円

新株発行費 6,413千円

デリバティブ評

価損

10,460千円

支払利息 6,192千円

支払保証料 4,300千円

社債発行費 14,830千円

   

   

支払利息 16,116千円

支払保証料 7,115千円

社債発行費 7,500千円

新株発行費 6,413千円

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 5,726千円 貸倒引当金戻入 4,953千円 貸倒引当金戻入 6,304千円

※４．　　　――――― ※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

   投資損失引当金

繰入額 

296,000千円

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. 　　　―――――

 

※５. 減損損失

減損損失の内訳は次のとおりです。

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.　　　　　―――――

※６．減価償却実施額 ※６．減価償却実施額 ※６．減価償却実施額

有形固定資産 24,240千円

無形固定資産 68,255千円

有形固定資産 17,718千円

無形固定資産 110,570千円

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）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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 3,160千円

有価証券利息 677千円

スルー取引差益

　

15,270千円

受取利息 3,299千円

有価証券利息 1,165千円

デリバティブ評

価益

13,478千円

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 9,289千円

支払保証料 3,196千円

社債発行費 3,300千円

新株発行費 6,413千円

デリバティブ評

価損

10,460千円

循環取引差損　 21,108千円

　

支払利息 6,192千円

支払保証料 4,300千円

社債発行費 14,830千円

   

   

支払利息 16,116千円

支払保証料 7,115千円

社債発行費 7,500千円

新株発行費 6,413千円

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 5,726千円 貸倒引当金戻入 4,953千円 貸倒引当金戻入 6,304千円

※４．　　　――――― ※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

   投資損失引当金

繰入額 

296,000千円

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 23,811千円

無形固定資産 34,778千円

有形固定資産 17,477千円

無形固定資産 37,263千円

有形固定資産 49,666千円

無形固定資産 74,899千円
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①　リース取引

　（訂正前）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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中間会計期

間末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間会計期間末残高相

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）

中間会計

期間末残

高相当額

（千円）

有形固

定資産
42,537 20,263 22,273

ソフト

ウェア
387,250 79,942 307,307

合計 429,787 100,206 329,581

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) 

中間会

計期間

末残高

相当額

（千円）

有形固

定資産
165,537 55,382 ―

110,15

4

ソフト

ウェア
543,550

164,95

0
20,806

357,79

2

合計 709,087
220,33

3
20,806

467,94

7

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

有形固

定資産
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．未経過リース料中間会計期間末残

高相当額

２．未経過リース料中間会計期間末残

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

１年内 85,717千円

１年超 251,390千円

合計 337,108千円

１年内 141,985千円

１年超 353,347千円

合計 495,332千円

リース資産減損
勘定残高 

22,412千円

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、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

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

支払リース料 46,678千円

減価償却費相当額 43,047千円

支払利息相当額 5,711千円

支払リース料 72,018千円

リース資産減損勘定

の取崩額

9,325千円

減価償却費相当額 66,637千円

支払利息相当額 7,346千円

減損損失 31,737千円

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

－ 23 －



　（訂正後）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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中間会計期

間末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間会計期間末残高相

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）

中間会計

期間末残

高相当額

（千円）

有形固

定資産
15,085 4,707 10,377

合計 15,085 4,707 10,377

取得価

額相当

額

（千円）

減価償

却累計

額相当

額

(千円)

中間会

計期間

末残高

相当額

（千円）

有形固

定資産
138,085 34,336

103,74

9

合計 138,085 34,336
103,74

9

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

有形固

定資産
138,085 19,522 118,563

合計 138,085 19,522 118,563

２．未経過リース料中間会計期間末残

高相当額

２．未経過リース料中間会計期間末残

高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,022千円

１年超 5,434千円

合計 10,456千円

１年内 28,922千円

１年超 75,909千円

合計 104,832千円

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 2,579千円

減価償却費相当額 2,514千円

支払利息相当額 99千円

支払リース料 15,531千円

減価償却費相当額 14,814千円

支払利息相当額 1,148千円

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）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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 77,636円87銭

１株当たり中間純損失 13,724円07銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式があ

るものの、当中間期は中間純損失のため、

記載を省略しております。

１株当たり純資産額 57,284円50銭

１株当たり中間純損失 37,963円83銭

 同左

１株当たり純資産額 94,372円08銭

１株当たり当期純利益  4,772円90銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
4,606円39銭

　（注）　１株当たり中間（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。

前中間会計期間
(自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９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株当たり中間（当期）純利益（△損失）

金額

中間（当期）純利益（△損失）（千円） △271,764 △854,489 100,612

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益（△損

失）（千円）
△271,764 △854,489 100,612

期中平均株式数（千株） 19,802 22,508 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株当たり中間（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

 
前中間会計期間 

 (自　平成16年４月１日
 至　平成16年９月30日)

 当中間会計期間
 (自　平成17年４月１日
 至　平成17年９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 ７９５個 ６６１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 １，５９０株 １，３２２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）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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 43,137円22銭

１株当たり中間純損失 15,305円92銭

 

 

 　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式があ

るものの、当中間期は中間純損失のため、

記載を省略しております。

１株当たり純資産額 △11,194円86銭

１株当たり中間純損失 42,300円11銭

 

 

 

 同左

１株当たり純資産額 29,546円16銭

１株当たり当期純損失  28,783円90銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
―円―銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式があるも

のの１株当たり当期純損失であるため記

載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（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。

前中間会計期間
(自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９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株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（千円） 303,087 952,091 606,746

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益損失

（千円）
303,087 952,091 606,746

期中平均株式数（千株） 19,802 22,508 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株当たり中間（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

 
前中間会計期間 

 (自　平成16年４月１日
 至　平成16年９月30日)

 当中間会計期間
 (自　平成17年４月１日
 至　平成17年９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 ７９５個 ６６１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 １，５９０株 １，３２２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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４．生産、受注及び販売の状況
(1)生産実績

　（訂正前）

事業区分

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーション 404,382 165.9 327,124 80.9 1,006,702 136.8

プロダクト 281,412 8,372.9 57,786 20.5 108,273 ―

サービス 204,560 3,436.8 98,861 48.3 334,748 ―

合計 890,354 351.8 483,773 54.3 1,449,724 193.0

（注）１．金額は製造原価によっております。

　（訂正後）

事業区分

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーション 91,466 65.4 160,414 175.4 413,201 116.6

プロダクト 105,544 3,139.5 57,786 54.8 95,918 ―

サービス 140,574 2,361.6 98,861 70.3 254,348 ―

合計 337,585 226.2 317,063 93.9 763,468 206.5

（注）１．金額は製造原価によっております。

(2)仕入実績

　（訂正前）

事業区分

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーション 13,926 3.8 3,365 24.2 32,493 8.1

プロダクト 227,129 257.8 61,130 26.9 335,749 111.8

サービス 5,060 ― 11,798 233.2 46,775 478.9

合計 246,115 53.8 76,294 31.0 415,018 58.3

（注）１．金額は仕入価格によっております。

　（訂正後）

事業区分

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーション 10,476 2.8 3,365 32.1 29,043 7.9

プロダクト 55,575 98.2 61,130 110.0 164,195 59.9

サービス 5,060 ― 11,798 233.2 46,775 478.9

合計 71,111 16.7 76,294 107.3 240,014 36.7

（注）１．金額は仕入価格によっております。
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(3)受注状況

　（訂正前）

事業区分

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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）

受注高
（千円）
前年同期比
（％）

受注残高
（千円）
前年同期比
（％）

受注高
（千円）
前年同期比
（％）

受注残高
（千円）
前年同期比
（％）

受注高
（千円）
前年同期比
（％）

受注残高
（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーション
847,331
190.6%

518,760
206.7%

494,785
58.4%

416,000
80.2%

1,985,280
132.1%

138,000
237.9%

プロダクト
416,137
179.0%

95,576
112.1%

236,662
56.9%

113,650
　　 118.9%

521,032
96.4%

1,900
―%

サービス
220,220
756.5%

37,145
1,105.5%

199,980
90.8%

103,000
277.3%

430,269
597.8%

20,602
―%

合計
1,483,689

210.1%
651,481
191.8%

931,428
62.8%

632,650
97.1%

2,936,581
138.9%

160,502
275.8%

（注）金額は販売価格で表示しております。

　（訂正後）

事業区分

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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）

受注高
（千円）
前年同期比
（％）

受注残高
（千円）
前年同期比
（％）

受注高
（千円）
前年同期比
（％）

受注残高
（千円）
前年同期比
（％）

受注高
（千円）
前年同期比
（％）

受注残高
（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーション
429,371
109.9%

271,250
108.1%

237,785
55.4%

206,000
75.9%

780,370
112.0%

68,000
―%

プロダクト
191,528
82.4%

71,167
83.5%

236,662
123.6%

113,650
159.7%

320,832
80.6%

1,900
―%

サービス
99,950
343.3%

37,145
1,105.5%

177,980
178.1%

103,000
277.3%

216,840
349.4%

20,602
―%

合計
720,849
110.5%

379,562
111.8%

652,427
90.5%

422,650
111.4%

1,318,042
113.9%

90,502
―%

（注）金額は販売価格で表示しております。

(4)販売実績

　（訂正前）

事業区分

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーション 386,571 134.5 216,785 56.1 1,905,280 123.9

プロダクト 320,561 217.7 124,912 39.0 519,132 96.1

サービス 183,266 697.2 117,582 64.2 409,858 566.8

合計 890,399 193.2 459,280 51.6 2,834,270 131.8

（注）１．最近２中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。

相手先

前中間会計期間
 （自　平成16年４月１日
　 至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
 （自　平成17年４月１日
　 至　平成17年９月30日）

金額
（千円）

割合
（％）

金額
（千円）

割合
（％）

株式会社エステック 135,000 15.2 ― ―

株式会社マイメディア 127,403 14.3 72,000 15.7

株式会社ブライトン ― ― 70,000 15.2
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　（訂正後）

事業区分

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

システムインテグレーション 158,121 96.8 99,785 63.1 712,370 98.9

プロダクト 120,361 81.7 124,912 103.8 318,932 80.2

サービス 62,996 239.6 95,582 151.7 196,429 314.8

合計 341,479 101.4 320,280 93.8 1,227,731 15.2

（注）１．最近２中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。

 

相手先

前中間会計期間
 （自　平成16年４月１日
　 至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
 （自　平成17年４月１日
　 至　平成17年９月30日）

金額
（千円）

割合
（％）

金額
（千円）

割合
（％）

株式会社マイメディア 127,403 37.3 3,000 0.9

日本エスジーアイ

株式会社
64,965 5.3 43,767 13.7
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