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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 中間決算短信」（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 月期中間決算

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 月期中間決算短信の概要】 

 決算期：平成 18 年 3 月期中間期（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 25 日 
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平成１８年３月期  中間決算短信（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) 連結経営成績 

(訂正前)      （百万円未満は切り捨てて表示しております） 

 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 
16 年９月中間期 

         372     45.2 

           256       －  

△527   －  

△507   － 

△456    － 

   △528    － 

17 年３月期       1,240  △529     △539 
 
 

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 
16 年９月中間期 

△456    － 

△433    － 

△5,135  10 

△5,918  37 

－ 

－ 

17 年３月期 △568    － △7,666  43 － 

(注)①持分法投資損益 17 年９月中間期 △5百万円        16 年９月中間期 △4百万円      17 年３月期 △15 百万円 
②期中平均株式数 17 年９月中間期    88,914 株        16 年９月中間期  73,194 株       17 年３月期   74,183 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)      （百万円未満は切り捨てて表示しております） 

 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 
16 年９月中間期 

         292     45.2 

           256       －  

△568   －  

△487   － 

△499    － 

   △507    － 

17 年３月期        765 △984     △993 
 
 

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 
16 年９月中間期 

△499   － 

△513   － 

△5,619  32 

△7,013  03 

－ 

－ 

17 年３月期 △1,046   － △15,791   05 － 

(注)①持分法投資損益 17 年９月中間期 △5百万円        16 年９月中間期 △4百万円      17 年３月期 △15 百万円 
②期中平均株式数 17 年９月中間期    88,914 株        16 年９月中間期  73,194 株       17 年３月期   66,269 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 
 
 

(2) 連結財政状態 
(訂正前)                     （百万円未満は切り捨てて表示しております） 

 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 
16 年９月中間期 

3,402 
4,058 

     1,934 
786 

56.9 
19.4 

20,710  94 
  10,676  82 

17 年３月期 4,068 720 17.7 9,366  41 

(注)期末発行済株式数（連結）17 年９月中間期 93,429 株 16 年 9 月中間期 73,630 株  17 年 3 月期 76,958
株 
 

 
(訂正後)                     （百万円未満は切り捨てて表示しております） 

 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 
16 年９月中間期 

2,903 
3,957 

     1,393 

685 

48.0 
17.3 

14,909    98 
9,303    42 

17 年３月期 3,569 222 6.2 2,885     59 

(注)期末発行済株式数（連結）17 年９月中間期 93,429 株 16 年 9 月中間期 73,630 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)                     （百万円未満は切り捨てて表示しております） 

 
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 
16 年９月中間期 

△424 
△166 

  △158 
  △175 

△131 
 2,242 

 448 
2,027 

17 年３月期  △410 △852 2,299 1,163 
 

(訂正後)                     （百万円未満は切り捨てて表示しております） 

 
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 
16 年９月中間期 

△424 
△166 

  △158 
  △175 

△131 
 2,242 

 448 
2,027 

17 年３月期  △909 △353 2,299 1,163 
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４．【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結貸借対照表】 

(訂正前) 

  前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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 
（％） 金額（千円） 構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※２  2,027,546 448,506   1,163,049

２ 受取手形及び売掛金   139,257 134,127   340,415

３ 営業投資有価証券   － 1,065,127   906,395

４ 営業出資金   934,392 －   797

５ たな卸資産   207,697 280,229   387,441

６ 繰延税金資産   101,123 －   －

７ その他   38,166 152,321   88,171

 貸倒引当金   △2,964 △1,890   －

流動資産合計   3,445,219 84.9 2,078,421 61.1  2,886,271 70.9

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１ 1,097 1,097 1,762 1,762  908 908

２ 無形固定資産     

(1) ソフトウェア  224,600 172,490  198,865 

   (2) その他  1,083 225,684 1,630 174,120  1,359 200,225

３ 投資その他の資産     

(1)投資有価証券  42,423 920,248  873,423 

(2)出資金  297,485 92,295  44,965 

(3)その他  36,353 107,311  60,789 

    貸倒引当金  △4,413 371,849 △9,243 1,140,610  △9,243 969,936

固定資産合計   599,631 14.7 1,316,494 38.7  1,171,069 28.8

Ⅲ 繰延資産   14,767 0.4 7,658 0.2 
  11,212 0.3

資産合計   4,058,618 100.0 3,402,574 100.0  4,068,555 100.0
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  前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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 
（％） 金額（千円） 構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金   80,703 89,524   135,814

２ 短期借入金 ※３  890,000 812,500   937,500

３ １年以内返済予定の 
長期借入金 

  33,200 33,200   33,200

４ 組合出資預り金   69,596 90,670   118,377

５ 未払法人税等   1,628 3,550   3,079

６ その他   54,396 29,592   34,162

流動負債合計   1,129,524 27.8 1,059,037 31.1  1,262,133 31.0

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   341,900 308,700   325,300

  ２ 社債   1,800,000 100,000   1,760,000

固定負債合計   2,141,900 52.8 408,700 12.0  2,085,300 51.3

負債合計   3,271,424 80.6 1,467,737 43.1  3,347,433 82.3

（少数株主持分）     

  少数株主持分   1,060 0.0 － －  300 0.0

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   598,598 14.7 1,471,692 43.3  635,691 15.6

Ⅱ 資本剰余金   510,198 12.6 1,383,292 40.6  547,291 13.4

Ⅲ 利益剰余金   △321,566 △7.6 △917,189 △26.9  △460,603 △11.3

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  △1,096 △0.0 △1,016 △0.0  △1,523 △0.0

Ⅴ 自己株式   － － △1,943 △0.1  △36 △0.0

資本合計   786,133 19.4 1,934,836 56.9  720,820 17.7

負債、少数株主持分及び資
本合計   4,058,618 100.0 3,402,574 100.0  4,068,555 100.0
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(訂正後) 

  前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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
（％） 金額（千円） 構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２  2,027,546 448,506  1163,049

２ 受取手形及び売掛金   139,257 134,127  340,415

３ 営業投資有価証券   － 1,065,127  906,395

４ 営業出資金   934,392 －  797

５ たな卸資産   207,697 280,229  387,441

６ 繰延税金資産   － －  －

７ その他   38,168 152,321  88,172

 貸倒引当金   △2,964 △1,890  －

流動資産合計   3,344,096 84.5 2,078,421 71.6  2,886,271 80.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１ 1,097 1,097 1,762 1,762 908 908

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  224,600 172,490 198,865 

   (2) その他  1,085 225,685 1,630 174,120 1,359 200,225

３ 投資その他の資産    

(1)投資有価証券  42,423 451,498 374,674 

(2)出資金  297,485 92,295 44,965 

(3)その他  36,355 107,311 60,790 

    貸倒引当金  △4,413 371,850 △9,243 641,861 △9,243 471,186

固定資産合計   598,632 15.1 817,745 28.1  672,320 18.8

Ⅲ 繰延資産   14,767 0.4 7,658 0.3  11,212 0.3

資産合計   3,957,495 100.0 2,903,824 100.0  3,569,805 100.0
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  前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（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
（％） 金額（千円） 構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金   80,703 89,524  135,814

２ 短期借入金 ※３  890,000 812,500  937,500

３ １年以内返済予定の 
長期借入金 

  33,200 33,200  33,200

４ 組合出資預り金   69,596 90,670  118,377

５ 未払法人税等   1,628 3,550  3,079

６ その他   54,397 72,644  34,162

流動負債合計   1,129,524 28.6 1,102,088 37.9  1,262,133 35.4

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   341,900 308,700  325,300

  ２ 社債   1,800,000 100,000  1,760,000

固定負債合計   2,141,900 54.1 408,700 14.1  2,085,300 58.4

負債合計   3,271,424 82.7 1,510,788 52.0  3,347,433 93.8

（少数株主持分）    

  少数株主持分   1,060 0.0 － －  300 0.0

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   598,598 15.1 1,471,692 50.7  635,691 17.8

Ⅱ 資本剰余金   510,198 12.9 1,383,292 47.6  547,291 15.3

Ⅲ 利益剰余金   △422,689 △10.7 △1,458,989 △44.9  △959,353 △26.9

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   △1,096 △0.0 △1,016 △0.0  △1,523 △0.0

Ⅴ 自己株式   － － △1,943 △0.1  △36 △0.0

資本合計   685,011 17.3 1,393,036 48.0  222,070 6.2

負債、少数株主持分及び資
本合計 

  3,957,495 100.0 2,903,824 100.00  3,569,805 100.0
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(2) 【中間連結損益計算書】 
(訂正前) 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
（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
（％） 金額（千円） 百分比

（％）

Ⅰ 売上高   256,603 100.0 372,779 100.0  1,240,676 100.0

Ⅱ 売上原価   491,248 191.4 562,324 150.8  1,236,337 99.7

売上総利益   － － － －  4,339 0.3

売上総損失   234,645 △91.4 189,544 △50.8  － －

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※  272,589 △106.3 338,018 △90.7  534,220 43.0

営業損失   507,234 △197.7 527,563 △141.5  529,881 △42.7

Ⅳ 営業外収益    

  １受取利息  145 1,706 742 

２匿名組合損益分配額  － 90,312 － 

３受取手数料  1,294 － － 

 ４その他  332 1,772 0.7 370 92,388 24.8 39,726 40,468 3.3

Ⅴ 営業外費用    

  １ 支払利息  9,697 12,140 21,543 

  ２ 持分法による投資損失  4,429 5,402 15,669 

  ３ 株式分割費用  3,565 － - 

  ４ 新株発行費償却  1,503 1,503 3,016 

  ５ 社債発行費償却  2,051 2,051 4,283 

  ６ その他  1,842 23,089 9.0 50 21,147 5.7 5,779 50,292 4.1

経常損失   528,551 △206.0 456,322 △122.4  539,705 △43.5

Ⅵ 特別利益    

  貸倒引当金戻入  3,497 3,497 1.4 － － － - -

Ⅶ 特別損失    

投資事業組合損失  － － － － － 21,135 21,135 1.7

税金等調整前中間（当期）
純損失 

  525,054 △204.6 456,322 △122.4  560,840 △45.2

法人税、住民税及び 
事業税 

 520 565 1,070 

法人税等調整額  △91,445 △90,925 35.4 － 565 0.2 8,931 10,001 0.8

少数株主損失   939 0.4 300 0.1  2,123 0.2

中間（当期）純損失   433,189 △168.8 456,586 △122.5  568,718 △45.8
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(訂正後) 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
（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
（％） 金額（千円） 百分比

（％）

Ⅰ 売上高   256,603 100.0 292,779 100.0  765,676 100.0

Ⅱ 売上原価   491,248 191.4 562,324 192.1  1,236,337 161.5

売上総損失   234,645 △91.4 269,545 △92.1  470,660 △61.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※  252,589 98.5 299,018 102.1  514,220 67.1

営業損失   487,234 △189.9 568,563 △194.2  984,881 △128.6

Ⅳ 営業外収益    

  １受取利息  145 1,705 742 

２匿名組合損益分配額  － 90,311 38,970 

３受取手数料  1,294 － － 

 ４その他  1,332 2,771 1.1 1.369 93,387 31.9 1,756 41,468 5.4

Ⅴ 営業外費用    

  １ 支払利息  9,697 12,140 21,543 

  ２ 持分法による投資損失  4,429 5,402 15,669 

  ３ 株式分割費用  3,565 － - 

  ４ 新株発行費償却  1,503 1,503 3,016 

  ５ 社債発行費償却  2,051 2,051 4,283 

  ６ その他  1,842 23,087 9.0 3,100 24,196 8.3 5,779 50,292 6.6

経常損失   507,550 △197.8 499,371 △170.5  993,705 △129.8

Ⅵ 特別利益    

  貸倒引当金戻入  3,497 3,497 1.4 － － － - -

Ⅶ 特別損失    

投資事業組合損失  － － 21,135 

循環取引損失  － － － － － － 23,750 44,885 5.8

税金等調整前中間（当期）
純損失 

  504,053 △196.4 499,371 △170.6  1,038,590 △135.6

法人税、住民税及び 
事業税 

 520 565 1,070 

法人税等調整額  9,678 10,198 4.0 － 565 0.2 8,931 10,001 1.3

少数株主損失   939 0.4 300 0.1  2,123 0.2

中間（当期）純損失   513,312 △200.0 499,636 △170.7  1,046,468 △136.7
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(3) 【中間連結剰余金計算書】 

(訂正前) 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 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  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 
 9,685  6,001  26,778  

 
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 

 － 9,685 830,000 836,001 20,000 46,778 

Ⅲ 
資本剰余金中間期末（期末）
残高 

  510,198  1,383,292  547,291 

 （利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   111,623  △460,603  111,623 

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中間（当期）純損失  433,189 433,189 456,586 456,586 568,718 572,226 

Ⅲ 
利益剰余金中間期末（期末）
残高 

  △321,566  △917,189  △460,603 
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(訂正後) 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 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  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 
 9,685  6,001  26,778  

 
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 

 － 9,685 830,000 836,001 20,000 46,778 

Ⅲ 
資本剰余金中間期末（期末）
残高 

  510,198  1,383,292  547,291 

 （利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   90,623  △959,353  90,623 

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中間（当期）純損失  513,312 513,312 499,636 499,636 1,046,468 1,049,974 

Ⅲ 
利益剰余金中間期末（期末）
残高 

  △422,689  △1,458,989  △959,353 
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(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

(訂正前) 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結
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） 金額（千円） 

Ⅰ 
営業活動によるキャッシュ・フロ
ー 

    

税金等調整前中間(当期)純損失  △525,054 △456,322 △560,840 

減価償却費  22,603 26,876 49,322 

持分法による投資損失  4,429 5,402 15,669 

貸倒引当金の増加額  2,209 1,890 4,075 

受取利息  △145 △1,706 △742 

支払利息  9,697 12,140 21,543 

繰延資産償却  3,554 3,554 - 

売上債権の減少額  457,650 206,287 256,492 

営業出資金の減少額  201,079 797 - 

たな卸資産の増減額（△増加額） △188,990 54,711 △368,740 

営業投資有価証券の増減額 
（△増加額）

 － △192,256 228,277 

長期前払費用の減少額  11,746 3,458 - 

仕入債務の減少額  △73,750 △46,290 △18,638 

組合出資預り金の増加額  38,907 △27,707 81,063 

未払金の減少額  △52,614 － - 

その他  11,703 △1,834 △15,879 

小計  △76,976 △411,000 △308,396 

利息及び配当金の受取額  6 578 520 

利息の支払額  △9,954 △13,659 △23,707 

法人税等の支払額  △79,385 － △79,385 

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 △166,309 △424,081 △410,969 

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 △1,355 △483 

無形固定資産の取得による支出  △168,000 △270 △168,912 

投資有価証券の取得による支出  － △145,950 △547,750 

投資有価証券の分配による収入  － 68,306 6,000 

出資金による支出  △24,500 △20,000 △10,000 

出資金回収による収入  19,560 2,670 25,402 

貸付による支出  △2,000 △59,500 △113,002 

貸付回収による収入  － 22,140 46,362 

保証金の差入による支出  △360 △25,000 △360 

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 △175,623 △158,959 △852,742 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結
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） 金額（千円） 

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  150,000 △125,000 197,500 

長期借入れによる収入  300,000 － 300,000 

長期借入金の返済による支出  △16,600 △16,600 △33,200 

社債の発行による収入  1,787,690 － 1,787,690 

株式の発行による収入  19,370 12,002 45,752 

少数株主からの払込による収入  2,000 － 2,000 

 自己株式取得による支出         － △1,907 － 

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 2,242,460 △131,505 2,299,473 

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  1,900,527 △714,543 1,036,030 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  127,019 1,163,049 127,019 

Ⅶ 
現金及び現金同等物の中間期末
(期末)残高 

 2,027,546 448,506 1,163,049 
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(訂正後) 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結
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） 金額（千円） 

Ⅰ 
営業活動によるキャッシュ・フロ
ー 

    

税金等調整前中間(当期)純損失  △504,053 △499,371 △1,038,590 

減価償却費  22,603 26,876 49,322 

持分法による投資損失  4,429 5,402 △15,669 

貸倒引当金の増加額  2,209 1,890 4,075 

受取利息  △145 △1,705 △742 

支払利息  9,697 12,140 21,543 

繰延資産償却  3,554 3,554 - 

売上債権の減少額  436,650 206,287 235,492 

営業出資金の減少額  201,079 797 - 

たな卸資産の増減額（△増加額） △188,990 54,711 △368,740 

営業投資有価証券の増減額 
（△増加額）

 － △192,256 228,277 

長期前払費用の減少額  11,746 3,458 - 

仕入債務の減少額  △73,750 △46,290 △18,638 

組合出資預り金の増加額  38,907 △27,707 81,063 

未払金の減少額  △52,614 － - 

その他  11,703 41,216 △15,923 

小計  △76,976 △411,000 △807,146 

利息及び配当金の受取額  6 578 520 

利息の支払額  △9,954 △13,659 △23,707 

法人税等の支払額  △79,385 － △79,385 

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 △166,309 △424,081 △909,719 

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 △1,355 △483 

無形固定資産の取得による支出  △168,000 △270 △168,912 

投資有価証券の取得による支出  － △145,950 △149,000 

投資有価証券の分配による収入  － 68,306 31,402 

出資金による支出  △24,500 △20,000 － 

出資金回収による収入  19,560 2,670 － 

貸付による支出  △2,000 △59,500 △113,002 

貸付回収による収入  － 22,140 46,362 

保証金の差入による支出  △360 △25,000 △360 

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 △175,623 △158,959 △353,992 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結
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） 金額（千円） 

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  150,000 △125,000 197,500 

長期借入れによる収入  300,000 － 300,000 

長期借入金の返済による支出  △16,600 △16,600 △33,200 

社債の発行による収入  1,787,690 － 1,787,690 

株式の発行による収入  19,370 12,002 45,752 

少数株主からの払込による収入  2,000 － 2,000 

 自己株式取得による支出         － △1,907 － 

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 2,242,460 △131,504 2,299,743 

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  1,900,527 △714,543 1,036,030 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  127,019 1,163,049 127,019 

Ⅶ 
現金及び現金同等物の中間期末
(期末)残高 

 2,027,546 448,506 1,163,049 
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 （１株当たり情報） 

  (訂正前) 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 

    至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年９月30日） 

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） 

 
１株当たり純資産額 10,676円 82銭 

１株当たり中間純利益金
額 

△5,918円 37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、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。 

 
１株当たり純資産額 20,710円 94銭 

１株当たり中間利益金額
額 

△5,135円  10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、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。 

 
１株当たり純資産額 9,366円 41銭 

１株当たり当期利益金額 
 

△7,666円  43銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり純利益金額に
ついては、１株当たり純損失が計上されている
ため記載しておりません。 

 

（注）1株当たり中間純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

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）

1株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） △433,189 △456,586 △568,718 

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）利益（千円） △433,189 △456,586 △568,718 

期中平均株式数 73,194株 88,914株 74,183株 

希薄化効果を有しないため､潜在株式調整1

株当たり中間（当期）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

2008年9月30日満期円貨建転
換社債型新株予約権付社債
（額面総額1,800百万円） 
 
 

－ 
 
 
 
 
第1回新株予約権（ストック
オプション） 
平成14年6月20日定時株主総
会決議（予約権の数100個）
 
第2回新株予約権（ストック
オプション） 
平成15年6月15日定時株主総
会決議（予約権の数164個）
 
第3回新株予約権（ストック
オプション） 
平成16年6月17日定時株主総
会決議（予約権の数870個）
 

－ 

2008年9月30日満期円貨建転
換社債型新株予約権付社債
（額面総額100百万円） 
 
 

－ 
 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
第2回新株予約権（ストック
オプション） 
平成15年6月15日定時株主総
会決議（予約権の数131個） 
 
第3回新株予約権（ストック
オプション） 
平成16年6月17日定時株主総
会決議（予約権の数870個） 
 
第4回新株予約権（ストック
オプション） 
平成17年6月17日定時株主総
会決議（予約権の数845個） 

2008年9月30日満期円貨建転
換社債型新株予約権付社債
（額面総額1,760百万円） 
 
 
第2回新株引受権（ストック
オプション） 
平成13年6月20日定時株主総
会決議（予約権の数6個） 
 
第1回新株予約権（ストック
オプション） 
平成14年6月20日定時株主総
会決議（予約権の数74個） 
 
第2回新株予約権（ストック
オプション） 
平成15年6月15日定時株主総
会決議（予約権の数160個）
 
第3回新株予約権（ストック
オプション） 
平成16年6月17日定時株主総
会決議（予約権の数870個）

 
－ 
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(訂正後) 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 

    至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年９月30日） 

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） 

 
１株当たり純資産額 9,303円 42銭 

１株当たり中間純利益金
額 

△7,013円 03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、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。 

 
１株当たり純資産額 14,909円 98銭 

１株当たり中間利益金額
額 

△5,619円  32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、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。 

 
１株当たり純資産額 2,885円 59銭 

１株当たり当期利益金額 
 

△15,791円  05銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり純利益金額に
ついては、１株当たり純損失が計上されている
ため記載しておりません。 

 

（注）1株当たり中間純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日） 

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）

1株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） △513,312 △499,636 △1,046,468 

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）利益（千円） △513,312 △499,636 △1,046,468 

期中平均株式数 73,194株 88,914株 66,269株 

希薄化効果を有しないため､潜在株式調整1

株当たり中間（当期）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

2008年9月30日満期円貨建転
換社債型新株予約権付社債
（額面総額1,800百万円） 
 
 

－ 
 
 
 
 
第1回新株予約権（ストック
オプション） 
平成14年6月20日定時株主総
会決議（予約権の数100個）
 
第2回新株予約権（ストック
オプション） 
平成15年6月15日定時株主総
会決議（予約権の数164個）
 
第3回新株予約権（ストック
オプション） 
平成16年6月17日定時株主総
会決議（予約権の数870個）
 

－ 

2008年9月30日満期円貨建転
換社債型新株予約権付社債
（額面総額100百万円） 
 
 

－ 
 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
第2回新株予約権（ストック
オプション） 
平成15年6月15日定時株主総
会決議（予約権の数131個） 
 
第3回新株予約権（ストック
オプション） 
平成16年6月17日定時株主総
会決議（予約権の数870個） 
 
第4回新株予約権（ストック
オプション） 
平成17年6月17日定時株主総
会決議（予約権の数845個） 

2008年9月30日満期円貨建転
換社債型新株予約権付社債
（額面総額1,760百万円） 
 
 
第2回新株引受権（ストック
オプション） 
平成13年6月20日定時株主総
会決議（予約権の数6個） 
 
第1回新株予約権（ストック
オプション） 
平成14年6月20日定時株主総
会決議（予約権の数74個） 
 
第2回新株予約権（ストック
オプション） 
平成15年6月15日定時株主総
会決議（予約権の数160個）
 
第3回新株予約権（ストック
オプション） 
平成16年6月17日定時株主総
会決議（予約権の数870個）

 
－ 
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（重要な後発事象） 

 (訂正前) 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

 
－ 

1.転換社債型新株予約権付社債の権利行使に
ついて当中間会計期間終了後､当社において
平成17年９月30日から平成17年11月25日まで
に転換社債型新株予約権付社債の権利行使に
よる新株への転換が行われました。その概要
は次のとおりであります。 
(1)転換社債型新株予約権付社債の減少 
       100,000千円 
(2)資本金の増加額 

50,000千円 
(3)資本準備金の増加額 

50,000千円 
(4)増加した株式の種類及び株数 

普通株式  1,941.74株 
(5)新株の配当起算日 
     平成17年10月1日 
 
 
2.平成17年９月5日開催の当社取締役会の決
議に基づき､次のように株式分割による新株
式を発行しております。 
(1)分割により増加する株式数 
  普通株式    93,429.77株 
(2)分割方法 
 平成17年9月30日（金曜日）最終の株主名簿
および実質株主名簿に記載または記録された
株主の所有株式数を1株につき2株の割合をも
って分割します。 
 
(3)日程 
・株式分割基準日 

  平成17年9月30日 
・効力発生日・新株式交付日 
        平成17年11月18日 
(4)配当起算日  平成17年10月1日 
 
当該株式分割が前期首に行われたと仮定した
場合の前中間連結会計期間及び前連結会計年
度における1株当たり情報並びに当期首に行
われたと仮定した場合の当中間連結会計期間
における1株当たり情報は､それぞれ以下のと
おりとなります。 

前 中 間 連
結 会 計 期
間 

当 中 間 連
結 会 計 期
間 

前 連 結 会
計年度 

1株当たり
純資産額 
4,651円

    71銭
 
1株当たり
中 間 純 利
益金額 
△3,506円

51銭
 

1株当たり
純資産額 
8,025円34

銭 
 
1株当たり
中 間 純 利
益金額 
△2,809円

66銭
 

1株当たり
純資産額 
2,135円 

22銭 
 
1株当たり
当 期 純 利
益金額 
△7,091円

42銭 
 

 

1.転換社債型新株予約権付社債の権利行使に
ついて当会計年度終了後､当社において平成
17年４月1日から平成17年5月23日までに転換
社債型新株予約権付社債の権利行使による新
株への転換が行われました。その概要は次の
とおりであります。 
(1)転換社債型新株予約権付社債の減少 
     1,154,000千円 
(2)資本金の増加額 

577,000千円 
(3)資本準備金の増加額 

577,000千円 
(4)増加した株式の種類及び株数 

普通株式 11,203.84株 
(5)新株の配当起算日 
     平成17年4月1日 
上記以後､平成17年5月24日から平成17年6月
23日までに､転換社債型新株予約権付社債の
権利行使による新株への転換が行われまし
た。その概要は次のとおりであります。 
 
(1)転換社債型新株予約権付社債の減少 
      474,000千円 
(2)資本金の増加額 
      237,000千円 
(3)資本準備金の増加額 
237,000千円 
(4)増加した株式の種類及び株数 
普通株式  4601.92株 
(5)新株の配当起算日 
         平成17年4月1日 
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 (訂正後) 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

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） 

 
－ 

1.転換社債型新株予約権付社債の権利行使に
ついて当中間会計期間終了後､当社において
平成17年９月30日から平成17年11月25日まで
に転換社債型新株予約権付社債の権利行使に
よる新株への転換が行われました。その概要
は次のとおりであります。 
(1)転換社債型新株予約権付社債の減少 
       100,000千円 
(2)資本金の増加額 

50,000千円 
(3)資本準備金の増加額 

50,000千円 
(4)増加した株式の種類及び株数 

普通株式  1,941.74株 
(5)新株の配当起算日 
     平成17年10月1日 
 
 
2.平成17年９月5日開催の当社取締役会の決
議に基づき､次のように株式分割による新株
式を発行しております。 
(1)分割により増加する株式数 
  普通株式    93,429.77株 
(2)分割方法 
 平成17年9月30日（金曜日）最終の株主名簿
および実質株主名簿に記載または記録された
株主の所有株式数を1株につき2株の割合をも
って分割します。 
 
(3)日程 
・株式分割基準日 

  平成17年9月30日 
・効力発生日・新株式交付日 
        平成17年11月18日 
(4)配当起算日  平成17年10月1日 
 
当該株式分割が前期首に行われたと仮定した
場合の前中間会計期間及び前事業年度におけ
る1株当たり情報並びに当期首に行われたと
仮定した場合の当中間会計期間における1株
当たり情報は､それぞれ以下のとおりとなり
ます。 

前 中 間 会
計期間 

当 中 間 会
計期間 

前 事 業 年
度 

1株当たり
純資産額 
5,338円

    41銭
 
1株当たり
中 間 純 利
益金額 
△2,959円

18銭
 

1株当たり
純資産額 
7,455円 

69銭 
 
1株当たり
中 間 純 利
益金額 
△2,809円

64銭
 

1株当たり
純資産額 
4,683円 

20銭 
 
1株当たり
当 期 純 利
益金額 
△3,833円

21銭 
 

 

1.転換社債型新株予約権付社債の権利行使に
ついて当会計年度終了後､当社において平成
17年４月1日から平成17年5月23日までに転換
社債型新株予約権付社債の権利行使による新
株への転換が行われました。その概要は次の
とおりであります。 
(1)転換社債型新株予約権付社債の減少 
     1,154,000千円 
(2)資本金の増加額 

577,000千円 
(3)資本準備金の増加額 

577,000千円 
(4)増加した株式の種類及び株数 

普通株式 11,203.84株 
(5)新株の配当起算日 
     平成17年4月1日 
上記以後､平成17年5月24日から平成17年6月
23日までに､転換社債型新株予約権付社債の
権利行使による新株への転換が行われまし
た。その概要は次のとおりであります。 
 
(1)転換社債型新株予約権付社債の減少 
      474,000千円 
(2)資本金の増加額 
      237,000千円 
(3)資本準備金の増加額 
237,000千円 
(4)増加した株式の種類及び株数 
普通株式  4601.92株 
(5)新株の配当起算日 
         平成17年4月1日 
  
 
    

 

 


