
－ １ － 

 

  

平成21年4月28日 

各    位 

会 社 名  ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｺﾝﾃﾝﾂ信託株式会社 

旧会社名 株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｺﾝﾃﾝﾂ 

代表者名    代表取締役社長   平田  充 

（コード番号 ４８１５ 東証マザーズ） 

問い合わせ先  執行役員総務部長  管野 吉信 

（TEL． ０３－３４３４－５６５１ ） 

 

 

（訂正）「平成17年3月期 第3四半期連結業績状況」の一部訂正について 
 

 

 当社は平成21年3月23日に発表いたしました「過年度決算の修正（概要）に関するお知らせ」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3四半期連

結業績状況」の記載事項の一部に変更が生じましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 

                      記 

 

 １．【訂正を行う平成17年3月期第3四半期連結業績状況の概要】 

 決算期：平成17年3月期第3四半期連結業績状況 （自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日） 

 公表日: 平成17年2月15日 
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平成１７年３月期第３四半期連結業績状況 
 

１．業績 

（１） 平成17年３月期第３四半期の業績（平成16年４月１日～平成16年12月31日） 

(訂正前) 

 平成16年３月期 

第３四半期 

(前年同期) 

平成17年３月期 

第３四半期 

(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 － ４５８ － － 

営 業 損 益 － △９１５ － － 

経 常 損 益 － △９６０ － － 

当四半期(当期)純損益 － △９３５ － － 

総 資 産 － ３，５２２ － － 

株 主 資 本 － ３０２ － － 

 

(訂正後) 

 平成16年３月期 

第３四半期 

(前年同期) 

平成17年３月期 

第３四半期 

(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 － ４５８ － － 

営 業 損 益 － △８９５ － － 

経 常 損 益 － △９３９ － － 

当四半期(当期)純損益 － △９４３ － － 

総 資 産 － ３,４９３ － － 

株 主 資 本 － ２７３ － － 

 

 

        



－ ３ － 

 

  

２．業績の概況(平成１６年４月１日～平成１６年１２月３１日) 

   (訂正前) 

  (１) 第３四半期の概況 

    ＜省略＞ 

(その他事業) 

以上の結果、当第３四半期の業績は、売上高458,498千円、営業損失914,963千円、経常損失959,652千  

円、当第３四半期純損失は934,733千円となりました。 

  (２) キャッシュ・フローの概況 

    当第３四半期末における現金及び現金同等は、前期末に比べ1,324,835千円増加し、1,451,854千円とな 

りました。当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの概況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は561,601千円となっております。これは主に、税引調整前四半期純損失が 

956,155千円と大きかったものの売掛債権の回収を促進したことを反映したものです。 

    ＜省略＞ 

 

     (訂正後) 

  (１) 第３四半期の概況 

    ＜省略＞ 

  (その他事業) 

以上の結果、当第３四半期の業績は、売上高458,498千円、営業損失894,963千円、経常損失938,652千 

円、当第３四半期純損失は943,298千円となりました。 

  (２) キャッシュ・フローの概況 

    当第３四半期末における現金及び現金同等は、前期末に比べ1,324,835千円増加し、1,451,854千円とな 

りました。当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの概況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は561,601千円となっております。これは主に、税引調整前四半期純損失が 

935,155千円と大きかったものの売掛債権の回収を促進したことを反映したものです。 

＜省略＞ 

 



－ ４ － 

 

  

 ４.【四半期連結財務諸表】 
      (1)【四半期連結貸借対照表】 

(訂正前) 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成16年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産    

１. 現金及び預金  1,451,854  

２. 受取手形及び売掛金  174,793  

３. 営業出資金  833,346  

４. たな卸資産  300,351  

５. 繰延税金資産  29,565  

６. その他  43,311  

 貸倒引当金   △3,364  

 流動資産合計  2,829,858 80.4

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産 ＊１ 949 

２. 無形固定資産   

(1)ソフトウェア  211,443  

   (2)その他  1,595 213,038 

３. 投資その他の資産    

(1)投資有価証券  26,075   

(2) 出資金  385,433   

(3) その他  63,203   

    貸倒引当金   △9,243 465,469  

 固定資産合計  679,033 19.2

Ⅲ 繰延資産  12,990

 資産合計  3,522,307 100.0

      

 

 



－ ５ － 

 

 

  

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成16年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１. 買掛金  86,351  

２. 短期借入金 ＊２ 834,000  

  ３. 
 

１年以内返済予定の長期 
借入金 

 33,200  

 ４. 組合出資預り金  85,779  

 ５. 未払法人税等  2,591  

 ６. その他  43,640  

 流動負債合計  1,085,563 31.1

Ⅱ 固定負債  

 １. 長期借入金  333,600

２. 社債  1,800,000

 固定負債合計  2,133,600 60.3

 負債合計  3,234,163 91.1

   

  (少数株主持分)  

   少数株主持分  832 0.0

（資本の部）  

Ⅰ 資本金  608,348 17.2

Ⅱ 資本剰余金  519,948 14.7

Ⅲ 利益剰余金  △825,046 △23.3

IV 
 

その他有価証券評価差額
金 

 △939 0.0

 資本合計  302,310 8.6

 
負債、少数株主持分及び 
資本合計 

 3,522,307 100.0

   

 



－ ６ － 

 

 

 (訂正後) 
 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成16年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産    

１. 現金及び預金  1,451,854  

２. 受取手形及び売掛金  174,793  

３. 営業出資金  833,346  

４. たな卸資産  300,351  

５. 繰延税金資産  -  

６. その他  43,311  

 貸倒引当金   △3,364  

 流動資産合計  2,800,293 80.2

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産 ＊１ 949 

２. 無形固定資産   

(1)ソフトウェア  211,443  

   (2)その他  1,595 213,038 

３. 投資その他の資産    

(1)投資有価証券  26,075   

(2) 出資金  385,433   

(3) その他  63,203   

    貸倒引当金   △9,243 465,469  

 固定資産合計  679,457 19.5

Ⅲ 繰延資産  12,990 0.3

 資産合計  3,492,742 100.0

      

 

 



 

－ 7 － 

 

 

   

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成16年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１. 買掛金  86,351  

２. 短期借入金 ＊２ 834,000  

  ３. 
 

１年以内返済予定の長期 
借入金 

 33,200  

 ４. 組合出資預り金  85,779  

 ５. 未払法人税等  2,591  

 ６. その他  43,640  

 流動負債合計  1,085,563 31.1

Ⅱ 固定負債  

 １. 長期借入金  333,600

２. 社債  1,800,000

 固定負債合計  2,133,600 61.1

 負債合計  3,219,163 92.2

   

  (少数株主持分)  

   少数株主持分  832 0.0

（資本の部）  

Ⅰ 資本金  608,348 17.4

Ⅱ 資本剰余金  519,948 14.9

Ⅲ 利益剰余金  △854,611 △24.5

IV 
 

その他有価証券評価差額
金 

 △939 0.0

 資本合計  272,746 7.8

 
負債、少数株主持分及び 
資本合計 

 3,492,742 100.0

   

 



 

－ 8 － 

 

 

(2)【四半期連結損益計算書】 

(訂正前)                                

  
当第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年12月31日)   

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  458,498 100.0

Ⅱ 売上原価 ＊１ 961,429 △209.7

 売上総利益  502,930 △109.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊２ 412,032 89.9

   営業利益  914,963 △199.6

Ⅳ 営業外収益  

  １.受取利息  227

 ２.その他  588 815 0.2

Ⅴ 営業外費用  

 １.支払利息  15,616

 ２.持分法による投資損失  19,104

  ３.新株発行費償却  2,265

  ４.社債発行費償却  3,257

  ５.その他  5,261 45,504 9.9

  経常損失  959,652 △209.3

Ⅵ 特別利益  

  １.貸倒引当金戻入  3,497 3,497 0.8

   

 

  
当第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年12月31日)   

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

 
税金等調整前四半期純 
損失 

 956,155 △208.5

 
法人税、住民税及び事 
業税 

 802

 法人税等調整額  △20,633 △19,831 △4.3

 少数株主損失  1,591 0.4

 四半期純損失  934,733 △203.9  

   

 



 

－ 9 － 

 

 

(訂正後)                               

  
当第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年12月31日)   

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  458,498 100.0

Ⅱ 売上原価 ＊１ 961,429 209.7

 売上総損失  502,930 △109.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊２ 392,032 85.5

   営業損失  894,963 △195.2

Ⅳ 営業外収益  

  １.受取利息  227

 ２.その他  1,588 1,815 0.4

Ⅴ 営業外費用  

 １.支払利息  15,616

 ２.持分法による投資損失  19,104

  ３.新株発行費償却  2,265

  ４.社債発行費償却  3,257

  ５.その他  5,261 45,504 9.9

  経常損失  938,652 △204.7

Ⅵ 特別利益  

  １.貸倒引当金戻入  3,497 3,497 0.7

   

 

  
当第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年12月31日)   

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

 
税金等調整前四半期純 
損失 

 935,155 △204.0

 
法人税、住民税及び事 
業税 

 802

 法人税等調整額  8,932 9,734 2.1

 少数株主損失  1,591 0.3

 四半期純損失  943,298 205.7  

   

 



 

－ 10 － 

 

 

(3)【四半期連結剰余金計算書】 

(訂正前)                                

  
当第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年12月31日)   

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

 (資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  500,513

Ⅱ 資本剰余金増加高  

1.ストックオプション行使 
 による新株の発行 

 19,435 19,435

Ⅲ 資本剰余金四半期末残高  519,948

   

 (利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  111,623

Ⅱ 利益剰余金減少高  

  1.四半期純損失  934,733

  2.持分法除外による剰余 
金減少高 

 1,936 936,669

Ⅲ 利益剰余金四半期末残高  △825,046

   

 

(訂正後)                              

  
当第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年12月31日)   

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

 (資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  500,513

Ⅱ 資本剰余金増加高  

1.ストックオプション行使 
 による新株の発行 

 19,435 19,435

Ⅲ 資本剰余金四半期末残高  519,948

   

 (利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  90,623

Ⅱ 利益剰余金減少高  

  1.四半期純損失  943,298

  2.持分法除外による剰余 
金減少高 

 1,936 945,234

Ⅲ 利益剰余金四半期末残高  △854,611

   



 

－ 11 － 

 

 

(4)【四半期連結キャッシュ・フロ－計算書】 

(訂正前)                      

   
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

 区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 
 

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー 

 

 税金等調整前四半期純利益 △956,155 

 減価償却費 35,924 

 持分法による投資損失 19,104 

 貸倒引当金の増加額 7,439 

 受取利息 △227 

  支払利息 15,616 

 繰延資産償却 5,522 

 売上債権の減少額 422,114 

 営業出資金の減少額 302,124 

 たな卸資産の増加額 △281,644 

 長期前払費用の減少額 13,453 

 仕入債務の減少額 △68,102 

 組合出資預り金の増加額 48,465 

 未払金 △51,575 

 その他 22,720 

 小計 △465,219 

 利息及び配当金の受取額 157 

 利息の支払額 △17,153 

 法人税等の支払額 △79,385 

 
営業活動によるキャッシュ・ 
フロー 

△561,601 



 

－ 12 － 

 

 

 

   
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

 区分 
注記
番号

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 

△323 

 
無形固定資産の取得による 
支出 

△168,104 

 出資金による支出 △115,500 

 出資金の回収による収入 22,612 

 貸付による支出 △34,500 

 貸付の回収による収入 2,000 

 その他投資の支出 △9,243 

 保証金の差入による支出 △360 

 
投資活動によるキャッシュ・ 
フロー 

△303,418 

Ⅲ 
 

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー 

 

 短期借入れによる増減額 94,000 

 長期借入金による収入 308,300 

 長期借入金の返済による収入 △33,200 

 社債の発行による収入 1,787,690 

 株式の発行による収入 31,066 

 
少数株主からの払込による 
収入 

2,000 

 
財務活動によるキャッシュ・ 
フロー 

2,189,856 

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 1,324,835 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 127,019 

Ⅶ 
 

現金及び現金同等物の四半期末
残高 

1,451,854 

 



 

－ 13 － 

 

 

 (訂正後)                      

   
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

 区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 
 

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー 

 

 税金等調整前四半期純利益 △935,155 

 減価償却費 35,924 

 持分法による投資損失 19,104 

 貸倒引当金の増加額 7,439 

 受取利息 △227 

  支払利息 15,616 

 繰延資産償却 5,522 

 売上債権の減少額 401,114 

 営業出資金の減少額 302,124 

 たな卸資産の増加額 △281,644 

 長期前払費用の減少額 13,453 

 仕入債務の減少額 △68,102 

 組合出資預り金の増加額 48,465 

 未払金の減少額 △51,575 

 その他 22,720 

 小計 △465,220 

 利息及び配当金の受取額 157 

 利息の支払額 △17,153 

 法人税等の支払額 △79,385 

 
営業活動によるキャッシュ・ 
フロー 

△561,602 



 

－ 14 － 

 

 

 

   
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

 区分 
注記
番号

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 

△323 

 
無形固定資産の取得による 
支出 

△168,104 

 出資金による支出 △115,500 

 出資金の回収による収入 22,612 

 貸付による支出 △34,500 

 貸付の回収による収入 2,000 

 その他投資の支出 △9,243 

 保証金の差入による支出 △360 

 
投資活動によるキャッシュ・ 
フロー 

△303,418 

Ⅲ 
 

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー 

 

 短期借入れによる増減額 94,000 

 長期借入金による収入 308,300 

 長期借入金の返済による収入 △33,200 

 社債の発行による収入 1,787,690 

 株式の発行による収入 31,066 

 
少数株主からの払込による 
収入 

2,000 

 
財務活動によるキャッシュ・ 
フロー 

2,189,856 

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 1,324,835 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 127,019 

Ⅶ 
 

現金及び現金同等物の四半期末
残高 

1,451,854 
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  注記事項 

（四半期連結損益計算書関係） 

(訂正前) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

※１．売上原価には、営業出資金評価損額の金額が 

     466,605千円含まれています。 

※２. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は 

     次の通りであります。 

    従業員給与手当   89,284千円 

    支払手数料     84,226千円 

    役員報酬      51,330千円 

    業務委託料          23,767千円 

     

 

(訂正後) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

※１．売上原価には、営業出資金評価損額の金額が 

     466,605千円含まれています。 

※２. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は 

     次の通りであります。 

    従業員給与手当   89,284千円 

    支払手数料     64,226千円 

    役員報酬      51,330千円 

    業務委託料          23,767千円 
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   （1株当たりの情報） 

(訂正前) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

  １株当たり純資産額         3,999円 87銭 

  １株当たり四半期純損失金額         12,718円 15銭 

  なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額に 

    ついては、1株当たり中間純損失が計上されているため 

  記載しておりません。 

  (注)1.1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 

四半期純損失 (千円) 934,733

 普通株主に帰属しない金額 (千円) 

 普通株式に係る四半期純損失 (千円) 934,733

 期中平均株式数 73,496株

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 

後1株当たり四半期純損失の算定に含めな 

かった潜在株式の概要 

 新株予約権の概要は「第４提出

 会社の状況、1株式の状況、(2)

 新株予約権の状況」に記載のと

 おりであります。 

   2.株式分割について 

    当社は、平成16年5月20日付けで普通株式1株につき、5株の割合で株式分割を行いました。 

  

(訂正後) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

  １株当たり純資産額         3,608円 71銭 

  １株当たり四半期純損失金額         12,834円 69銭 

  なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純損失金額に 

    ついては、1株当たり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。 

  (注)1.1株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日) 

四半期純損失 (千円) 943,298

 普通株主に帰属しない金額 (千円) 

 普通株式に係る四半期純損失 (千円) 943,298

 期中平均株式数 73,496株

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 

後1株当たり四半期純損失の算定に含めな 

かった潜在株式の概要 

 新株予約権の概要は「第４提出

 会社の状況、1株式の状況、(2)

 新株予約権の状況」に記載のと

 おりであります。 

   2.株式分割について 

    当社は、平成16年5月20日付けで普通株式1株につき、5株の割合で株式分割を行いました。 


