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平成 21 年 4月 30 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 

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 18 年 3 月期 決算短信（連結）」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 18 年 3 月期決算短信

（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．【訂正を行う平成 18 年 3 月期決算短信の概要】 

  決算期：平成 18 年 3月期（連結） （自 平成 17 年 4月 1日 至 平成 18 年 3月 31 日） 

  公表日: 平成 18 年 5月 25 日並びに平成 18年 6 月 7日（訂正） 
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平成１８年３月期  決算短信（連結） 
 
１． １８年３月期の業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 
(1)連結経営成績  
（訂正前）                              （百万円未満切捨） 
 売 上 高      営業利益  経常利益  

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
１８年３月期 
１７年３月期 

１，５２６    23.0  
１，２４０     － 

    △６１５   － 
    △５２９   － 

       △７１６    － 
       △５３９     － 

 

 当期純利益 
１ 株 当 た り

当 期 純 利 益

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経 常 利 益 率 

売 上 高

経 常 利 益 率

 百万円   ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％
１８年３月期
１７年３月期 

△６７７   19.0 
△５６８    － 

△3,652 00
△8,581 88

－ 
－

△33.5  
△78.9

△14.7  
△14.0 

△46.9  
△43.8

＜省略＞ 
 
（訂正後）                              （百万円未満切捨） 
 売 上 高      営業利益  経常利益  

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
１８年３月期 
１７年３月期 

１，１３６    48.4  
７６５     － 

    △７４４   － 
    △９８４   － 

       △８５２    － 
       △９９３     － 

 

 当期純利益 
１ 株 当 た り

当 期 純 利 益

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経 常 利 益 率 

売 上 高

経 常 利 益 率

 百万円   ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％
１８年３月期
１７年３月期 

△１，０２３    － 
 △１，０４６  － 

△5,519 94
△15,791 05

－ 
－

 △76.0  
△140.4

△17.5  
△27.8 

△75.0  
△129.8

＜省略＞ 
 
 
(2)連結財政状態 
(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 
１７年３月期 

５，６８１ 
４，０６８ 

３，３１７ 
７２０ 

58.4    
17.7 

15,947  26  
9,366  37 

(注) 期末発行済株式数 １８年３月期 ２０８，０２３株  １７年３月期 ７６,９５８株 
 
     
(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 
１７年３月期 

４，８８０ 
３，５６９ 

２，４７２ 
２２２ 

50.7    
6.2 

11,883  93 
2,885  59 

(注) 期末発行済株式数 １８年３月期 ２０８，０２３株  １７年３月期 ７６,９５８株 
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 (3)連結キャッシュ･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 
１７年３月期 

△382 
△410 

△2,471 
△852 

 1,946 
 2,299 

955 
1,163 

 
 
 (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 
１７年３月期 

△657 
△909 

△2,197 
△353 

 1,946 
 2,299 

955 
1,163 
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３．経営成績及び財政状態 

 (1)経営成績 

(訂正前) 

＜省略＞ 

当連結会計年度の売上高につきましては 1,526 百万円（前年同期比 23.0％増）となりましたが､人件費・

経費の増加、匿名組合等の出資に係る損失･評価損などの取込により売上原価が 1,484 百万円（前年同期比

20.1％増）、販管費が 657 百万円（前年同期比 23.1％増）と増加したことなどにより､営業損失は 615 百万円

（前年同期比 16.2％増）、経常損失は 716 百万円（前年同期比 32.7％増加）、当期純損失は 677 百万円（前年

同期比 19.0％増加）となりました。 

なお､当社グループのセグメント別の売上高は以下のとおりです。 

 

前連結会計期間 

（自 平成16年４月 1日 

  至 平成17年３月31日）

当連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 事業部門別 

金額（千円）   構成比（%） 金額（千円）  構成比（%） 

デジタル・コンテンツアレンジメント事業 1,213,144 97.8 1,281,082 83.98 

信託関連事業 － ― 223,691 14.7 

その他事業 27,532 2.2 21,207 1.4 

合 計 1,240,676 100.0 1,526,481 100.0 

 

(訂正後) 

＜省略＞ 

当連結会計年度の売上高につきましては 1,136 百万円（前年同期比 48.4％増）となり、人件費・経費の増

加、匿名組合等の出資に係る損失･評価損などの取込により売上原価が 1,262 百万円（前年同期比 2.1％増）、

販管費が６１８百万円（前年同期比 20.3％増）となった結果､営業損失は 744 百万円（前年同期比 24.4％減）、

経常損失は 852 百万円（前年同期比 14.2％減少）、当期純損失は 1,023 百万円（前年同期比 2.2％減）となり

ました。 

なお､当社グループのセグメント別の売上高は以下のとおりです。 

 

前連結会計期間 

（自 平成16年４月 1日 

  至 平成17年３月31日）

当連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 事業部門別 

金額（千円）   構成比（%） 金額（千円）  構成比（%） 

デジタル・コンテンツアレンジメント事業 738,144 96.4 891,082 78.4 

信託関連事業 － ― 223,691 19.7 

その他事業 27,532 3.6 21,707 1.9 

合 計 765,676 100.0 1,136,481 100.0 
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   (訂正前) 

 (2)財政状態 

 ＜省略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは 382 百万円のマイナスとなりました。これは主に、税金等調整前純

損失が 703 百万円、売上債権の増加額が 509 百万円となったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に伴うキャッシュ・フローは 2,471 百万円のマイナスとなりました。これは主に無形固定資産の

取得 500 百万円､短期貸付による支出 1,746 百万円を反映したものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に伴うキャッシュ・フローは 1,946 百万円のプラスとなっております。これは、新株の発行によ

る収入 1,514 百万円を反映したものです。 

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 

自己資本比率 49.9% 17.7％ 58.4％ 

時価ベースの

自己資本比率 
85.6% 211.7％ 323.3％ 

債務償還年数 － － － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯ

ｼﾞ･ﾚｼｵ 
－ － － 

    ＜省略＞ 

   

(訂正後) 

 (2)財政状態 

＜省略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは 657 百万円のマイナスとなりました。これは主に、税金等調整前純

損失が 1,050 百万円、売上債権の増加額が 194 百万円となったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に伴うキャッシュ・フローは 2,197 百万円のマイナスとなりました。これは主に無形固定資産の

取得 1百万円､短期貸付による支出 1,956 百万円を反映したものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に伴うキャッシュ・フローは 1,946 百万円のプラスとなっております。これは、新株の発行によ

る収入 1,514 百万円を反映したものです。 

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 

自己資本比率 49.5% 6.2％ 50.7％ 

時価ベースの

自己資本比率 
86.4% 241.3％ 376.4％ 

債務償還年数 － － － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯ

ｼﾞ･ﾚｼｵ 
－ － － 

     ＜省略＞ 
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(4)事業等のリスク 

（訂正前） 

＜省略＞ 

⑥継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況について 

当社グループは､前期 529,881 千円、当期 664,317 千円と大幅な営業損失を計上し､また､前期 410,969 千

円、当期 657,101 千円と大幅な営業キャッシュフローのマイナスとなっております。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います。 

＜省略＞ 

 

 

（訂正後） 

＜省略＞ 

⑥継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況について 

当社グループは､前期 984,881 千円、当期 744,317 千円と大幅な営業損失を計上し､また､前期 909,719 千

円、当期 657,101 千円と大幅な営業キャッシュフローのマイナスとなっております。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います。 

 ＜省略＞ 
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１【連結財務諸表等】 
(1）【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

（訂正前） 

  
前連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

 
当連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 
 

 
増 減 

 
 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※２ 1,163,049 1,075,968 △87,081

２．受取手形及び売掛金  340,415 850,180 509,765

３．営業投資有価証券 ※１ 906,395 613,181 △293,214

４ 営業出資金  797 - △797

５．たな卸資産  387,441 236,895 △150,546

６．短期貸付金  - 1,672,920 1,672,920

 ７．その他  88,172 105,647 17,476

  貸倒引当金  - △4,069 △4,069

流動資産合計  2,886,271 70.9 4,550,724 80.1 1,664,452

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

 （1）建物及び構築物  333  

   減価償却累計額  261 71

 
333

284
48 △23

 （2）工具器具備品  2,543  

   減価償却累計額  1,706 837

5,874

2,551 3,323 △2,486

有形固定資産合計  0.0 3,372 0.1 2,464

２．無形固定資産  

908

 

(1)ソフトウェア  198,865 537,781 338,915

(2)その他  1,359 1,833 475

 無形固定資産合計   200,225 4.9 539,615 9.5 339,390

３．投資その他の資産   

(1)投資有価証券 ※１ 873,428 369,361 △504,067

(2)出資金  44,965 94,807 49,843

(3)その他  60,789 119,718 58,929

貸倒引当金  △9,243 △9,243 -

投資その他資産合計  969,936 23.9 574,643 10.1 △395,293

固定資産合計  1,171,069 28.8 1,117,631 19.7 △53,438
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前連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 
当連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 
増減 

 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

Ⅲ 繰延資産    

１．新株発行費  3,006 9,413  6,407

２.社債発行費  8,206 4,103  △4,103

繰延資産合計  11,212 0.3 13,517 0.2 2,305

資産合計  4,068,555 100.0 5,681,873 100.0 1,613,317

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  135,814 312,482  176,668

２．短期借入金 ※５ 937,500 1,150,000  212,500

３．1年以内返済予定長期
借入金 

 33,200 25,300  △7,900

４．組合出資預り金  118,377 51,647  △66,730

５．未払法人税等  3,079 9,248  6,169

６．その他  34,162 96,323  62,160

流動負債合計  1,262,133 31.0 1,645,002 29.0 382,869

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  325,300 300,000  △25,300

２．社債  1,760,000  △1,760,000

３．新株予約権   20,000

        

-

- 
 

20,000 
 
  

固定負債合計  2,085,300 51.3 320,000 5.6 △1,765,300

負債合計  3,347,433 82.3 1,965,002 34.6 △1,382,431

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  300 0.0 399,473 7.0 399,173

（資本の部） ※３   

Ⅰ 資本金  635,691 15.6 2,272,911 40.0 1,637,220

Ⅱ 資本剰余金  547,291 13.4 2,184,511 38.4 1,637,220

Ⅲ 利益剰余金  △460,603 △11.3 △1,137,653 △20.0 △677,050

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 △1,523 △0.0 △333 △0.0 1,190

Ⅴ 自己株式 ※４ △36 △0.0 △2,038 △0.0 △2,002

資本合計  720,820 17.7 3,317,397 58.4 2,596,577

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 4,068,555 100.0 5,681,873 100.0 1,613,317
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（訂正後） 

  
前連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

 
当連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 
 

 

増 減 

 
 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額 
（千円）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※２ 1,163,049 1,075,968 △87,081

２．受取手形及び売掛金  340,415 535,180 194,765

３．営業投資有価証券 ※１ 906,395 613,181 △293,214

４ 営業出資金  797 - △797

５．たな卸資産  387,441 236,895 △150,546

６．短期貸付金  - 1,672,920 1,672,920

 ７．その他  88,172 105,647 17,476

  貸倒引当金  - △4,069 △4,069

流動資産合計  2,886,271 80.9 4,235,724 86.8 1,349,453

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

 （1）建物及び構築物  333  

   減価償却累計額  261 71

 
333

284
48 △23

 （2）工具器具備品  2,543  

   減価償却累計額  1,706 837

5,874

2,551 3,323 △2,486

有形固定資産合計  0.0 3,372 0.1 2,464

２．無形固定資産  

908

 

(1)ソフトウェア  198,865 146,115 △52,750

(2)その他  1,359 1,833 474

 無形固定資産合計   200,225 5.6 147,949 3.0 △52,276

３．投資その他の資産   

(1)投資有価証券 ※１ 374,674 274,211 △100,463

(2)出資金  44,965 94,807 49,843

(3)その他  60,790 119,718 58,929

貸倒引当金  △9,243 △9,243 -

投資その他資産合計  471,186 13.2 479,493 9.8 △8,307

固定資産合計  672,320 18.8 630,815 12.9 △41,505
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前連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 
当連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 
増減 

 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額 
（千円） 

Ⅲ 繰延資産    

１.新株発行費  3,006 9,413  6,407

２.社債発行費  8,206 4,103  △4,103

繰延資産合計  11,212 0.3 13,517 0.3 2,305

資産合計  3,569,805 100.0 4,880,057 100.0 1,310,252

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  135,814 312,482  176,668

２．短期借入金 ※５ 937,500 1,150,000  212,500

３．1年以内返済予定長
期借入金 

 33,200 25,300  △7,900

４．組合出資預り金  118,377 51,647  △66,730

５．未払法人税等  3,079 9,248  6,169

６．その他  34,162 114,473  80,311

流動負債合計  1,262,133 35.4 1,663,152 34.0 401,019

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  325,300 300,000  △25,300

２．社債  1,760,000  △1,760,000

３．新株予約権   20,000

４. その他  

-

-

- 
 

20,000 
 

25,083  25,083

固定負債合計  2,085,300 58.4 345,083 7.1 △1,740,217

負債合計  3,347,433 93.8 2,008,235 41.1 △1,339,198

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  300 0.0 399,473 8.2 399,173

（資本の部） ※３   

Ⅰ 資本金  635,691 17.8 2,272,911 46.5 1,637,220

Ⅱ 資本剰余金  547,291 15.3 2,184,511 44.8 1,637,220

Ⅲ 利益剰余金  △959,353 △26.9 △1,982,702 △40.6 △1,023,349

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

 △1,523 △0.0 △333 △0.0 1,190

Ⅴ 自己株式 ※４ △36 △0.0 △2,038 △0.0 △2,002

資本合計  222,070 6.2 2,472,348 50.7 2,350,278

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 3,569,805 100.0 4,880,057 100.0 1,310,252
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②【連結損益計算書】 

(訂正前) 

  
前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

増減 
 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比

（％） 
金額（千円 

百分比 
（％） 

金額 
（千円） 

Ⅰ 売上高  1,240,676 100.0 1,526,481 100.0 285,805

Ⅱ 売上原価 ※１ 1,236,337 99.7 1,484,650 97.3 248,313

売上総利益  4,339 0.3 41,830 2.7 37,492

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 534,220 43.0 657,399 43.0 123,179

営業損失  529,881 △42.7 615,568 △40.3 85,687

Ⅳ 営業外収益    

 １．受取利息  742 4,889   

 ２．匿名組合損益分配金  38,970 -   

 ３．雑収入  756 40,468 3.3 3,226 8,115 0.5 △32,353

Ⅴ 営業外費用   
 
 

 

 １．支払利息  21,543 27,770   

 ２．持分法投資損失  15,669 4,365   

 ３．新株発行費償却  3,016 7,713   

 ４．社債発行費償却  4,283 4,103   

 ５．支払手数料  -  25,790   

 ６．組合損益分配額  - 32,855   

 ７．投資有価証券評価損  - 5,956   

 ８．雑損失  5,779 50,292 4.1 50 108,604 △7.1 58,312

経常損失  539,705 △43.5 716,057 △46.9 176,352

Ⅵ 特別利益    

 １．持分変動損益  - - - 12,274 12,274 0.8 12,274

Ⅶ 特別損失  
 

  

 投資事業組合損失  21,135 21,135 △1.7 -  

    

税金等調整前当期純損失  560,840 △45.2 703,782 △46.1 △142,942

法人税、住民税及び事業税  1,070 1,130   

法人税等調整額  8,931 10,001 △0.8 - 1,130 △0.1 △8,871

少数株主損失  2,123 0.2 27,862 1.8 

当期純損失  568,718 △45.8 677,050 △44.4 △108,332
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(訂正後) 

  
前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

増減 
 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比

（％） 
金額（千円 

百分比 
（％） 

金額 
（千円） 

Ⅰ 売上高  765,676 100.0 1,136,481 100.0 370,805

Ⅱ 売上原価 ※１ 1,236,337 161.5 1,262,399 111.1 △26,062

売上総利益  △470,660 △61.5 △125,918 △11.1 △344,742

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 514,220 67.1 618,399 54.4 104,179

営業損失  984,881 △128.6 744,317 △65.5 △240,564

Ⅳ 営業外収益    

 １．受取利息  742 4,889   

 ２．匿名組合損益分配金  38,970 -   

  ３. 買取債権回収益  - 1,987   

 ４. 雑収入  1,756 41,468 5.4 1,239 8,115 0.7 △33,353

Ⅴ 営業外費用   
 
 

 

 １．支払利息  21,543 27,770   

 ２．持分法投資損失  15,669 4,365   

 ３．新株発行費償却  3,016 7,713   

 ４．社債発行費償却  4,283 4,103   

 ５．支払手数料  -  25,790   

 ６．匿名組合損益分配額  - 32,855   

 ７．投資有価証券評価損  - 5,956   

 ８．雑損失  5,779 50,292 6.6 7,600 116,154 △10.2 65,862

経常損失  993,705 △129.8 852,356 △75.0 △141,349

Ⅵ 特別利益    

 １．持分変動損益  - - - 12,274 12,274 1.1 12,274

Ⅶ 特別損失    

  １. 投資事業組合損失  21,135 - -   

  ２. 循環取引損失  23,750 44,885 5.9 210,000 210,000 18.5 

税金等調整前当期純損失  1,038,590 △135.6 1,050,081 △92.4 41,492

法人税、住民税及び事業税  1,070 1,130   

法人税等調整額  8,931 10,001 1.3 - 1,130 0.1 8,871

少数株主損失  2,123 0.2 27,862 2.5 

当期純損失  1,046,468 △136.7 1,023,349 △90.0 140,031
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③【連結剰余金計算書】 

 (訂正前) 

  
前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  500,513 547,291 

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 

 26,778 6,365  

２.転換社債型新株予約権付
社債の権利行使による 

  新株の発行 
 20,000 880,000      

３．新株予約権行使による新
株発行 

 - 46,778 750,854 1,637,219 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  547,291  2,184,511 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  111,623  △460,603 

Ⅱ 利益剰余金減少高    

１．持分法除外による減
少高 

 3,336   

２．持分の減少による減
少高 

 170   

３．当期純損失  568,718 572,226 677,050 677,050 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △460,603 △1,137,653 
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(訂正後) 

  
前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  500,513 547,291 

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 

 26,778 6,365  

２.転換社債型新株予約権付
社債の権利行使による 

  新株の発行 
 20,000 880,000     

３．新株予約権行使による新
株発行 

 - 46,778 750,854 1,637,219 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  547,291 2,184,511 

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  90,623 △959,353 

Ⅱ 利益剰余金減少高   

１．持分法除外による減
少高 

 
3,336

 

２．持分の減少による減
少高 

 170  

３．当期純損失  1,046,468 1,049,975 1,023,349 1,023,349 

Ⅲ 利益剰余金期末残高  △959,353 △1,982,702 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 (訂正前) 

  
前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税金等調整前当期純損失  △560,840 △703,782 

減価償却費  49,322 162,274 

持分法による投資損失  15,669 4,365 

貸倒引当金の増加額  4,075 4,069 

受取利息  △742 △4,889 

支払利息  21,543 27,770 

支払手数料  - 25,790 

投資有価証券評価損  - 5,956 

持分法変動損益  - △12,274 

売上債権の増減額  256,492 △509,765 

たな卸資産の増減額  △368,740 150,546 

営業投資有価証券及び営
業出資金の増減額 

 228,277 189,441 

仕入債務の増減額  △18,638 176,668 

組合出資預り金の増減額  81,063 △66,730 

その他  △15,879 190,610 

小計  △308,396 △359,954 

利息及び配当金の受取額  520 5,032 

利息の支払額  △23,707 △27,439 

法人税等の支払額  △79,385 △595 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △410,969 △382,951 
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前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 

定期預金の預入による支

出 
 - △120,000

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △483 △3,527

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △168,912 △500,601

貸付による支出  △113,002 △1,746,987

貸付の回収による収入  46,362 72,140

投資有価証券の取得及び

出資による支出 
 △647,750 △226,950

投資有価証券及び出資金

回収による収入 
 31,402 79,023

保証金の差入による支出  △360            △25,000

その他  - 312

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △852,742 △2,471,589

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加額  197,500 212,500

長期借入れによる収入  300,000 -

長期借入金の返済による

収入 
 △33,200 △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  45,752 1,514,439

少数株主からの払込によ

る収入 
 2,000 275,000

手数料の支出  - △25,790

新株予約権発行による収

入 
 - 5,879

自己株式の取得による支

出 
 - △2,002

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 2,299,743 1,946,826

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 
 1,036,030 △907,715

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 127,019 1,163,049

Ⅶ 新規連結による現金および

現金同等物増加 
 - 700,633

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末
残高 

※１ 1,163,049 955,968
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(訂正後) 

  
前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

nenn税金等調整前当期純
損失 

 △1,038,590 △1,050,081 

減価償却費  49,322 55,190 

持分法による投資利益  15,669 4,365 

循環取引損失  - 210,000 

貸倒引当金の増加額  4,075 4,069 

受取利息  △742 △4,889 

支払利息  21,543 27,770 

支払手数料  - 25,790 

組合損益分配額  - 9,890 

投資有価証券評価損  - 31,706 

持分法変動損益  - △12,274 

売上債権の増減額  235,492 △194,765 

たな卸資産の増減額  △368,740 150,546 

営業投資有価証券及び営
業出資金の増減額 

 228,277 189,441 

仕入債務の増減額  △18,638 176,668 

組合出資預り金の増減額  81,063 △66,730 

その他  △15,879 19,203 

小計  △807,146 △424,099 

利息及び配当金の受取額  520 5,032 

利息の支払額  △23,707 △27,439 

法人税等の支払額  △79,385 △595 

循環取引による支出額  － △210,000 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △909,719 △657,101 
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前連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 

定期預金の預入による支

出 
 - △120,000

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △483 △3,527

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △168,912 △1,851

貸付による支出  △113,002 △1,956,987

貸付の回収による収入  46,362 72,140

投資有価証券の取得及び

出資による支出 
 △149,000 △205,950

投資有価証券及び出資金

回収による収入 
 31,402 43,423

保証金の差入による支出  △360            △25,000

その他  - 312

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △353,992 △2,197,439

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加額  197,500 212,500

長期借入れによる収入  300,000 -

長期借入金の返済による

収入 
 △33,200 △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  45,752 1,514,439

少数株主からの払込によ

る収入 
 2,000 275,000

手数料の支出  - △25,790

新株予約権発行による収

入 
 - 5,879

自己株式の取得による支

出 
 - △2,002

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 2,299,743 1,946,826

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 
 1,036,030 △907,715

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 127,019 1,163,049

Ⅶ 新規連結による現金および

現金同等物増加 
 - 700,633

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末
残高 

※１ 1,163,049 955,968
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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) 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

－  

当社グループは､前期 529,881 千円、当期 615,568

千円と大幅な営業損失を計上し､また､前期410,969千

円、当期 382,951 千円と大幅な営業キャッシュフロー

のマイナスとなっております。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います。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込に

より生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消すべく､当期より

開始した信託業務を事業の中核として、信託スキーム

を活用した新たな金融商品を開発し、信託スキームの

メリットをアピールすることで受託財産額の積み上

げを図り、信託業務及び関連事業による収益拡大によ

り、利益計上体質への改善を目指す計画であります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、このような疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。 

 

(訂正後) 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

－  

当社グループは､前期 984,881 千円、当期 744,317

千円と大幅な営業損失を計上し､また､前期909,719千

円、当期 657,101 千円と大幅な営業キャッシュフロー

のマイナスとなっております。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います。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込に

より生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消すべく､当期より

開始した信託業務を事業の中核として、信託スキーム

を活用した新たな金融商品を開発し、信託スキームの

メリットをアピールすることで受託財産額の積み上

げを図り、信託業務及び関連事業による収益拡大によ

り、利益計上体質への改善を目指す計画であります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、このような疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係） 

(訂正前) 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

   投資有価証券（株式）    17,318千円 

 

※１非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

  営業投資有価証券（その他） 20,393千円 

  投資有価証券（株式）    17,202千円 

  投資有価証券（その他）   27,594千円 

  

※２ 担保資産 

          － 

※２担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融機関からの借入金に

対し、定期預金120,000千円を担保として差し入れて

おります。 

 

※３ 会社が発行する株式 

 普通株式         244,000株 

   発行済株式総数 

   普通株式        76,958.34株 

※３ 会社が発行する株式  

普通株式         488,000株 

   発行済株式総数 

普通株式      208,041.28株 

※４ 自己株式の保有数 

     普通株式        0.34株 

※４ 自己株式の保有数 

     普通株式      18.28株 

※５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行な

うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結してお

ります。 

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

 

   当座貸越限度額  700,000千円 

   借入実行残高   700,000千円 

    差引額        －千円 

※５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行な

うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結してお

ります。 

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

 

   当座貸越限度額  1,000,000千円 

   借入実行残高    900,000千円 

    差引額       100,000千円 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用

の金額が512,204千円含まれております。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

はつぎの通りであります。 

支払手数料      99,283千円 

従業員給与手当   120,088千円 

役員報酬       61,380千円 

貸倒引当金繰入額    4,075千円 

※１ 売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用

の金額が221,760千円含まれております。        

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

はつぎの通りであります。 

支払手数料      181,049千円 

従業員給与手当    167,018千円 

役員報酬        76,100千円 

貸倒引当金繰入額     4,069千円 
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(訂正後) 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

   投資有価証券（株式）    17,318千円 

 

※１非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

  営業投資有価証券（その他） 32,217千円 

  投資有価証券（株式）    17,202千円 

  投資有価証券（その他）    3,594千円 

  

※２ 担保資産 

          － 

※２担保資産 

関連会社株式会社九天社の金融機関からの借入金に

対し、定期預金120,000千円を担保として差し入れて

おります。 

 

※３ 会社が発行する株式 

 普通株式         244,000株 

   発行済株式総数 

   普通株式        76,958.34株 

※３ 会社が発行する株式  

普通株式         488,000株 

   発行済株式総数 

普通株式      208,041.28株 

※４ 自己株式の保有数 

     普通株式        0.34株 

※４ 自己株式の保有数 

     普通株式      18.28株 

※５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行な

うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結してお

ります。 

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

 

   当座貸越限度額  700,000千円 

   借入実行残高   700,000千円 

    差引額        －千円 

※５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行な

うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結してお

ります。 

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

 

   当座貸越限度額  1,000,000千円 

   借入実行残高    900,000千円 

    差引額       100,000千円 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用

の金額が512,204千円含まれております。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

はつぎの通りであります。 

支払手数料      79,963千円 

従業員給与手当   128,088千円 

役員報酬       61,380千円 

貸倒引当金繰入額    4,075千円 

※１ 売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用

の金額が221,760千円含まれております。        

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

はつぎの通りであります。 

支払手数料      142,049千円 

従業員給与手当    167,018千円 

役員報酬        76,100千円 

貸倒引当金繰入額     4,069千円 

 



   
 
 

- 22 -

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 (訂正前) 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）
 

現金及び預金勘定 1,163,049千円

現金及び現金同等物 1,163、049千円
  

 
現金及び預金勘定 1,075,968千円

拘束性預金 1,200,000千円

現金及び現金同等物 955,968千円
  

 

(訂正後) 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在）（平成 18 年３月 31 日現在） 
 

現金及び預金勘定 1,163,049千円

現金及び現金同等物 1,163,049千円
  

 

現金及び預金勘定 1,075,968 千円

拘束性預金 120,000 千円

現金及び現金同等物 955,968 千円

 ※２ 重要な非資金取引の内容 

  新株予約権の行使 

      新株予約権の行使による資本 

   金増加額            880,000 千円 

     新株予約権の行使による資本 

   準備金増加額          880,000 千円 

  新株予約権の行使による新株予約 

  権付社債減少額         1,760,000 千円 
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⑥セグメント情報 

＜省略＞ 

当連結会計年度（自 平成 17 年 4 月 1日 至 平成 18 年３月 31 日） 

（訂正前） 

ｺﾝﾃﾝﾂｱﾚﾝｼﾞﾒﾝ

ﾄ事業 

（千円） 

信託 

事業 

（千円） 

その他の 

事業 

（千円） 

 

計 

（千円） 

消去 

又は全社 

（千円） 

 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び 

営業損益 

売上高  

      

(1)外部顧客に対

する売上高 

 

1,281,082 223,691 21,707 1,526,481

 

－ 1,526,481

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － －

計 1,281,082 223,691 21,707 1,526,481 － 1,526,481

営業費用 1,874,925 131,766 42,660 2,049,351 92,697 2,142,049

営業利益又は 

営業損失（△） 

 

△593,843 

 

91,925

 

△20,953

 

△522,870

 

(92,697) 

 

    △615,568

Ⅱ資産、減価償却

費 

 及び資本的支

出 

  

資産 5,817,747 299,119 32,761 6,149,628 (467,755) 5,681,873

減価償却費 69,443 17,723 － 87,166 107 87,274

資本的支出 501,561 17,723 － 519,284 1,430 520,715

 

（訂正後） 

ｺﾝﾃﾝﾂｱﾚﾝｼﾞﾒﾝ

ﾄ事業 

（千円） 

信託 

事業 

（千円） 

その他の 

事業 

（千円） 

 

計 

（千円） 

消去 

又は全社 

（千円） 

 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び 

営業損益 

売上高  

      

(1)外部顧客に対

する売上高 

 

891,082 223,691 21,707 1,136,481

 

－ 1,136,481

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － －

計 891,082 223,691 21,707 1,136,481 － 1,136,481

営業費用 1,613,675 131,766 42,660 1,788,101 92,697 1,880,798

営業利益又は 

営業損失（△） 

 

△722,592 

 

91,925

 

△20,953

 

△651,620

 

(92,697) 

 

    △744,317

Ⅱ資産、減価償却

費 

 及び資本的支

出 

  

資産 5,015,932 299,119 32,761 5,347,812 (467,755) 4,880,057

減価償却費 37,360 17,723 － 55,083 107 55,190

資本的支出 501,561 1,136 － 502,697 1,430 504,128
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（１株当たり情報） 

  (訂正前) 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

１株当たり純資産額     9,366円  37銭 

１株当たり当期純損失額   8,581円  88銭 

 

 

１株当たり純資産額      15,947円  26銭 

１株当たり当期純損失額    3,652円  00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、１株当たり当期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

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、１株当たり当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株当たり当期純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純損失（千円） 568,718 677,050 

普通株主に帰属しない金額（千円）        －        － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 568,718 677,050 

期中平均株式数 66,269.73株 128,381.41株 

 

 

(訂正後) 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

１株当たり純資産額     2,885円  59銭 

１株当たり当期純損失額   15,791円  05銭 

 

 

１株当たり純資産額     11,883円  93銭 

１株当たり当期純損失額    5,519円  94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、１株当たり当期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

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、１株当たり当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株当たり当期純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純損失（千円） 1,046,468 1,023,349 

普通株主に帰属しない金額（千円）        －        － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,046,468 1,023,349 

期中平均株式数 66,269.73株 185,391.50株 

 

 

 


