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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 19 年 3 月期 決算短信」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 19 年 3 月期決算短信」

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 19 年 3 月期決算短信の概要】 

   決算期：平成 19 年 3 月期（連結・個別） （自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31

日） 

   公表日:平成 19 年 5月 25 日 
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平成 19 年３月期  決算短信 
        

１．19 年３月期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
 (1)連結経営成績                             （％表示は対前期

増減率） 
(訂正前) 

 売上高 営業利益  経常利益  当期純利益 
 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

19 年３月期 
18 年３月期 

892  △41.6 
1,526   23.0 

△566   － 
△615    － 

△691   － 
△716      － 

△1,660   － 
△677      － 

 

 
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

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

  円  銭  円  銭 ％ ％ ％

19 年３月期 
18 年３月期 

△7,979 97 
 △3,652  00 

－ 
－ 

△66.6 
   △33.5 

△15.9 
  △14.7 

△63.5 
  △40.3 

 
(訂正後) 

 売上高 営業利益  経常利益  当期純利益 
 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

19 年３月期 
18 年３月期 

852  △25.0 
1,136   48.4 

△586   － 
△744    － 

△712   － 
△852      － 

△1,097   － 
△1,023      － 

 

 
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

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

  円  銭  円  銭 ％ ％ ％

19 年３月期 
18 年３月期 

△5,274 01 
 △5,519  94 

－ 
－ 

△56.9 
   △76.0 

△23.8 
  △15.0 

△68.8 
  △65.5 

 
 
 
 (2)連結財政状態 
  (訂正前) 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年３月期 
18 年３月期 

2,993 
5,681 

2,050 
3,317 

55.7 
 58.4 

8,005 41 
 15,947 26 

 
(訂正後) 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年３月期 
18 年３月期 

2,733 
4,880 

1,768 
2,472 

50.6 
 50.7 

6,650 39 
 11,883 93 
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 (3)連結キャッシュ･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

19 年３月期 
18 年３月期 

205 
△382 

532 
△2,471 

△700 
 1,946 

993 
955 

 
(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

19 年３月期 
18 年３月期 

△162 
△657 

900 
△2,197 

△700 
 1,946 

993 
955 

 
 (参考) 個別業績の概要 
１． 平成 19 年３月期の個別業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(1) 個別経営成績                          
(訂正前)                                （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益  経常利益  当期純利益 

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

19 年３月期 
18 年３月期 

926  △38.2 
1,498   23.5 

△473      － 
△504    － 

△553      － 
△652      － 

△1,723      － 
△653      － 

 

 
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

  円  銭  円  銭

19 年３月期 
18 年３月期 

△8,285 68 
 △3,523  74 

－ 
－ 

 
 

(訂正後)                               （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益  経常利益  当期純利益 

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

19 年３月期 
18 年３月期 

886  △20.0 
1,108   50.1 

△493      － 
△655    － 

△524      － 
△785      － 

△1,038      － 
△1,021      － 

 

 
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

  円  銭  円  銭

19 年３月期 
18 年３月期 

△4,992 13 
 △5,511  70 

－ 
－ 

 
 
 (2) 個別財政状態 

(訂正前) 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年３月期 
18 年３月期 

2,521 
5,329 

1,677 
3,379 

66.0 
 63.4 

8,000 09 
 16,246 70 
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(訂正後) 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年３月期 
18 年３月期 

2,401 
4,555 

1,495 
2,512 

61.8 
 55.2 

7,125 50 
 12,077 39 

 

１．経営成績 

 経営成績の分析 
 

(訂正前) 
<省略> 

兼業事業におきましては、コンテンツアグリゲーション業務のニーズが順調に伸びており、

当社の強みであるコンテンツホルダーとの人脈や著作権管理のノウハウが活かせる業務とし

て、取組みを強化しております。ただし、全体としては信託事業に主業務を移行したことに

より、売上規模は縮小しております。その結果、売上高は 475 百万円（前年同期比 62.8％減）、

営業損失は 569 百万円（前期比損失が 4.1％減少）となりました。 

その他の事業におきましては、ハードウェアセールス事業が本格的に立ち上がるまでには

至らず、同事業を行う株式会社バズスタイルの全株式を平成 19 年３月に譲渡したため、連結

の範囲から除外しております。その結果、売上高は 4 百万円（前年同期比 80.6％減）、営業

損失は 10 百万円（前期比損失が 51.6％減少）となりました。 

当連結会計年度の売上高につきましては、信託事業が全体としては順調に拡大しているも

のの、一部売上の修正や兼業事業の売上が減少したこと等により 892 百万円（前年同期比

41.6％減）と、前年同期に比べて減少しました。売上原価は出資損失負担金の計上等により

731 百万円（前年同期比 50.8％減）となり、販売費及び一般管理費が 727 百万円（前年同期

比 10.7％増）となったこと等により、営業損失 566 百万円（前期比損失が 8.0％減少）、経常

損失 691 百万円（前期比損失が 3.5％減少）となりました。また、特別損失 1,000 百万円（前

期比損失が 145.2％増加）を計上したことにより、当期純損失は 1,660 百万円となりました。 

  

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。 

 

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

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 事業部門別 

金額（千円） 構成比（%） 金額（千円） 構成比（%）

信託事業 223,691 14.7 412,033 46.2

兼業事業 1,281,082 83.9 475,934 53.3

その他の事業 21,707 1.4 4,201 0.5

合 計 1,526,481 100.0 892,169 100.0

<省略> 
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(訂正後) 
<省略> 

兼業事業におきましては、コンテンツアグリゲーション業務のニーズが順調に伸びており、

当社の強みであるコンテンツホルダーとの人脈や著作権管理のノウハウが活かせる業務とし

て、取組みを強化しております。ただし、全体としては信託事業に主業務を移行したことに

より、売上規模は縮小しております。その結果、売上高は 435 百万円（前年同期比 51.1％減）、

営業損失は 589 百万円（前期比損失が 18.4％減少）となりました。 

その他の事業におきましては、ハードウェアセールス事業が本格的に立ち上がるまでには

至らず、同事業を行う株式会社バズスタイルの全株式を平成 19 年３月に譲渡したため、連結

の範囲から除外しております。その結果、売上高は 4 百万円（前年同期比 80.6％減）、営業

損失は 10 百万円（前期比損失が 51.6％減少）となりました。 

当連結会計年度の売上高につきましては、信託事業が全体としては順調に拡大しているも

のの、一部売上の修正や兼業事業の売上が減少したこと等により 852 百万円（前年同期比

25.0％減）と、前年同期に比べて減少しました。売上原価は出資損失負担金の計上等により

731 百万円（前年同期比 42.1％減）となり、販売費及び一般管理費が 707 百万円（前年同期

比 14.4％増）となったこと等により、営業損失 586 百万円（前期比損失が 21.2％減少）、経

常損失 712 百万円（前期比損失が 16.5％減少）となりました。また、特別損失 471 百万円（前

期比損失が 124.5％増加）を計上したことにより、当期純損失は 1,097 百万円となりました。 

  

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。 

 

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

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 事業部門別 

金額（千円） 構成比（%） 金額（千円） 構成比（%）

信託事業 223,691 19.7 412,033 48.4

兼業事業 891,082 78.4 435,934 51.1

その他の事業 21,707 1.9 4,201 0.5

合 計 1,136,481 100.0 852,169 100.0

<省略> 

 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産及び負債の状況 

(訂正前) 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比較して 2,688 百万円減少しておりま

す。 
<省略> 

  

① 資産及び負債の状況 

(訂正後) 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比較して 2,146 百万円減少しておりま

す。 
<省略> 
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４．【連結財務諸表】  
(1)  【連結貸借対照表】 

(訂正前) 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）     
Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※２  1,075,968 1,113,596  37,628

２．受取手形及び売掛金   850,180 86,777  △763,403

３．信託未収収益   － 15,769  15,769

４．営業投資有価証券 ※１  613,181 391,104  △222,077

５．たな卸資産   236,895 32,625  △204,269

６．短期貸付金   1,672,920 1,165,220  △507,700

７．その他   105,647 71,703  △33,944

   貸倒引当金   △4,069 △235,485  △231,416

流動資産合計   4,550,724 80.1 2,641,311 88.2 
△

1,909,412
Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1)建物及び構築物  333 333   

減価償却累計額  284 48 300 33  △15

(2)工具器具備品  5,874 13,259   

減価償却累計額  2,551 3,323 6,218 7,041  3,717

有形固定資産合計   3,372 0.1 7,074 0.2 3,702
２．無形固定資産     

(1)ソフトウェア   537,781 41,741  △496,039

(2)その他   1,833 1,682  △151

 無形固定資産合計    539,615 9.5 43,423 1.4 △496,191

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券 ※１  369,361 143,497  △225,864

(2)出資金   94,807 61,998  △32,809

(3)その他   119,718 99,253  △20,464

   貸倒引当金   △9,243 △7,542  1,701

投資その他資産合計   574,643 10.1 297,206 9.9 △277,437

固定資産合計   1,117,631 19.7 347,705 11.6 △769,926

Ⅲ 繰延資産     

１．新株発行費   9,413 4,706  △4,706

２．社債発行費   4,103 －  △4,103

繰延資産合計   13,517 0.2 4,706 0.2 △8,810

資産合計   5,681,873 100.0 2,993,723 100.0 
△

2,688,149
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  312,482 27,606  △284,876

２．短期借入金 ※５ 1,150,000 470,000  △680,000

３．1年以内返済予定長期
借入金 

 25,300 300,000  274,700

４．未払法人税等  9,248 5,650  △3,598

５．組合出資預り金  51,647 9,691  △41,956

６．その他  96,323 41,915  △54,407

流動負債合計  1,645,002 29.0 854,863 28.6 △790,138

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  300,000 －  △300,000

２．新株予約権  20,000 －  △20,000

３．持分法適用に伴う負債  － 88,235  88,235

    

固定負債合計  320,000 5.6 88,235 2.9 △231,764

負債合計  1,965,002 34.6 943,099 31.5 △1,021,902
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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） 

（少数株主持分）     

少数株主持分   399,473 7.0 － － －

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※３  2,272,911 40.0 － － －

Ⅱ 資本剰余金   2,184,511 38.4 － － －

Ⅲ 利益剰余金   △1,137,653 △20.0 － － －

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  △333 △0.0 － － －

Ⅴ 自己株式 ※４  △2,038 △0.0 － － －

資本合計   3,317,397 58.4 － － －

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  5,681,873 100.0 － － －

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   － － 2,277,607 76.1 －

２．資本剰余金   － － 2,189,207 73.1 －

３．利益剰余金   － － △2,797,954 △93.4 －

４．自己株式   － － △2,038 △0.1 －

株主資本合計   － － 1,666,822 55.7 －

Ⅱ 評価･換算差額等   － －   －

その他有価証券評
価差額金 

  － △473  

評価・換算差額等合計   － △473 △0.0 

Ⅲ 新株予約権   － － 12,500 0.4 －

Ⅳ 少数株主持分   － － 371,774 12.4 －

純資産合計   － － 2,050,624 68.5 －

負債純資産合計   － － 2,993,723 100.0 －
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(訂正後) 

  
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）     
Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※２  1,075,968 1,113,596  37,628

２．受取手形及び売掛金   535,180 86,777  △448,403

３．信託未収収益   － 15,769  15,769

４．営業投資有価証券 ※１  613,181 391,104  △222,077

５．たな卸資産   236,895 32,625  △204,269

６．短期貸付金   1,672,920 797,720  △875,200

７．その他   105,647 71,703  △33,944

   貸倒引当金   △4,069 △127,985  △123,916

流動資産合計   4,235,724 86.8 2,381,311 87.1 △1,854,413

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1)建物及び構築物  333 333   

減価償却累計額  284 48 300 33  △15

(2)工具器具備品  5,874 13,259   

減価償却累計額  2,551 3,323 6,218 7,041  3,717

有形固定資産合計   3,372 0.1 7,074 0.2 3,702

２．無形固定資産     

(1)ソフトウェア   146,115 41,741  104,374

(2)その他   1,833 1,682  △151

 無形固定資産合計   147,949 3.0 43,423 1.6 △104,526

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券 ※１  274,211 143,497  △130,714

(2)出資金   94,807 61,998  △32,809

(3)その他   119,718 99,253  △20,464

   貸倒引当金   △9,243 △7,542  1,701

投資その他資産合計   479,493 9.8 297,206 10.9 △182,287

固定資産合計   630,815 12.9 347,705 12.7 △283,110

Ⅲ 繰延資産     

１．新株発行費   9,413 4,706  △4,706

２．社債発行費   4,103 －  △4,103

繰延資産合計   13,517 0.3 4,706 0.2 △8,810

資産合計   4,880,057 100.0 2,733,723 100.0 △2,146,334
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  312,482 27,606  △284,876

２．短期借入金 ※５ 1,150,000 470,000  △680,000

３．1年以内返済予定長期
借入金 

 25,300 300,000  274,700

４．未払法人税等  9,248 5,650  △3,598

５．組合出資預り金  51,647 9,691  △41,956

６．その他  114,473 63,965  △50,508

流動負債合計  1,663,152 34.1 876,913 32.1 △786,239

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  300,000 －  △300,000

２．新株予約権  20,000 －  △20,000

３．持分法適用に伴う負債  － 88,235  88,235

４．その他  25,083 －  △25,083

固定負債合計  345,083 7.0 88,235 3.2 △256,848

負債合計  2,008,235 41.1 965,149 35.3 △1,043,086
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前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19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）

（少数株主持分）    

少数株主持分   399,473 8.2 － － －

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３  2,272,911 46.6 － － －

Ⅱ 資本剰余金   2,184,511 44.8 － － －

Ⅲ 利益剰余金   △1,982,702 △40.6 － － －

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  △333 △0.0 － － －

Ⅴ 自己株式 ※４  △2,038 △0.0 － － －

資本合計   2,472,348 50.7 － － －

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  4,880,057 100.0 － － －

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 2,277,607 83.3 －

２．資本剰余金   － － 2,189,207 80.1 －

３．利益剰余金   － － △3,080,004 △112.7 －

４．自己株式   － － △2,038 △0.1 －

株主資本合計   － － 1,384,772 50.7 －

Ⅱ 評価･換算差額等   － －  －

その他有価証券評
価差額金 

  － △473 

評価・換算差額等合計   － △473 △0.0

Ⅲ 新株予約権   － － 12,500 0.5 －

Ⅳ 少数株主持分   － － 371,774 13.6 －

純資産合計   － － 1,768,574 64.7 －

負債純資産合計   － － 2,733,723 100.0 －
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(2) 【連結損益計算書】 

(訂正前) 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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  1,526,481 100.0 892,169 100.0 △634,312

Ⅱ 売上原価 ※１ 1,484,650 97.3 731,190 82.0 △753,459

売上総利益  41,830 2.7 160,978 18.0 119,147

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 657,399 43.0 727,546 81.5 70,147

営業損失  615,568 △40.3 566,568 △63.5 △48,999

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  4,889 12,037   

２．買取債権回収益  1,987 4,948   

３．雑収入  1,239 8,115 0.5 2,895 19,882 2.2 11,766

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  27,770 22,948   

 ２．持分法投資損失  4,365 98,938   

 ３．新株発行費償却  7,713 4,706   

 ４．社債発行費償却  4,103 4,103   

 ５．支払手数料  25,790  －   

 ６．匿名組合損益分配額  32,855 12,176   

 ７．投資有価証券評価損  5,956 －   

 ８．雑損失  50 108,604 7.1 1,534 144,408 16.2 35,804

経常損失  716,057 △46.9 691,094 △77.5 △24,962

Ⅵ 特別利益    

 １．持分変動利益  12,274 －   

 ２．貸倒引当金戻入益  － 12,274 0.8 4,805 4,805 0.5 △7,468

Ⅶ 特別損失    

 １．投資有価証券評価損  － 211,542   

 ２．出資金評価損  15,000   

 ３．たな卸資産評価損  － 83,188   

 ４．貸倒引当金繰入額  － 207,500   

 ５．減損損失 ※３ － － 483,349 1,000,580 112.1 1,000,580

税金等調整前当期純損失  703,782 △46.1 1,686,869 △189.1 983,086

法人税、住民税及び事業税  1,130 1,130   

法人税等調整額  － 1,130 0.1 － 1,130 0.1 －

少数株主損失  27,862 1.8 27,698 3.1 △163

当期純損失  677,050 △44.4 1,660,300 △186.1 983,250
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 (訂正後) 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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  1,136,481 100.0 852,169 100.0 △284,312

Ⅱ 売上原価 ※１ 1,262,399 111.1 731,190 85.8 △531,209

売上総利益  △125,918 △11.1 120,978 14.2 246,896

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 618,399 54.4 707,546 83.0 89,147

営業損失  744,317 △65.5 586,568 △68.8 △157,749

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  4,889 12,037  

２．買取債権回収益  1,986 4,948  

３．雑収入  1,239 8,115 0.7 2,895 19,882 2.3 11,767

Ⅴ 営業外費用    

 １．支払利息  27,770 22,948  

 ２．持分法投資損失  4,365 98,938  

 ３．新株発行費償却  7,713 4,706  

 ４．社債発行費償却  4,103 4,103  

 ５．支払手数料  25,790  －  

 ６．匿名組合損益分配額  32,855 12,176  

 ７．投資有価証券評価損  5,956 －  

 ８．雑損失  7,600 116,154 10.2 2,534 145,408 17.1 29,254

経常損失  852,356 △75.0 712,094 △83.6 △140,262

Ⅵ 特別利益   

 １．持分変動利益  12,274 －  

 ２．貸倒引当金戻入益  － 4,805  

 ３．循環取引利益  － 12,274 1.1 54,833 59,638 7.0 47,364

Ⅶ 特別損失   

 １．投資有価証券評価損  － 131,542  

 ２．出資金評価損  15,000  

 ３．たな卸資産評価損  － 83,188  

 ４．貸倒引当金繰入額  － 100,000  

 ５．貸倒損失  210,000 －  

 ６．減損損失 ※３ － 210,000 141,683 471,414 55.3 261,414

税金等調整前当期純損失  1,050,081 △92.4 1,123,870 △131.9 73,789

法人税、住民税及び事業税  1,130 1,130  

法人税等調整額  － 1,130 0.1 － 1,130 0.1 －

少数株主損失  27,862 2.5 27,698 3.2 △163

当期純損失  1,023,349 △90.0 1,097,301 △128.8 73,952
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 (3) 【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 
 連結剰余金計算書 
 (訂正前) 

  
前連結会計年度 

（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） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  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 

 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 

 880,000     

３．新株予約権行使によ
る新株発行 

 750,854 1,637,219

Ⅲ 資本剰余金期末残高   2,184,511

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △460,603

Ⅱ 利益剰余金減少高   

当期純損失  677,050 677,050

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △1,137,653
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(訂正後) 

  
前連結会計年度 

（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） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  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 

 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 

 880,000     

３．新株予約権行使によ
る新株発行 

 750,854 1,637,219

Ⅲ 資本剰余金期末残高   2,184,511

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △959,353

Ⅱ 利益剰余金減少高   

当期純損失  1,023,349 1,023,349

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △1,982,702
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連結株主資本等変動計算書 
当連結会計年度（自 平成 18 年４月 1日 至 平成 19 年３月 31 日） 
(訂正前) 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本合

計 

平成18年３月31日残高
（千円）

2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730

連結会計年度中の変動
額 

 

新株の発行 4,696 4,696  9,392

当期純利益 △1,660,300  △1,660,300

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額） 

 

連結会計年度中の変動
額合計（千円） 

4,696 4,696 △1,660,300 － △1,650,908

平成19年３月31日残高
（千円）

2,277,607 2,189,207 △2,797,954 △2,038 1,666,822

 
 

評価・換算差額等  

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残
高（千円） 

△333 △333 20,000 399,473 3,736,871

連結会計年度中の変動
額 

  

新株の発行  －  9,392

当期純利益   △1,660,300

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額） 

△140 △140 △7,500 △27,698 △35,339

連結会計年度中の変動
額合計（千円） 

△140 △140 △7,500 △27,698 △1,686,247

平成 19 年３月 31 日残
高 

（千円） 
△473 △473 12,500 371,774 2,050,624
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(訂正後) 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本合

計 

平成18年３月31日残高
（千円）

2,272,911 2,184,511 △1,982,702 △2,038 2,472,681

連結会計年度中の変動
額 

 

新株の発行 4,696 4,696  9,392

当期純利益 △1,097,301  △1,097,301

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額） 

 

連結会計年度中の変動
額合計（千円） 

4,696 4,696 △1,097,301 － △1,087,909

平成19年３月31日残高
（千円）

2,277,607 2,189,207 △3,080,004 △2,038 1,384,772

 
 

評価・換算差額等  

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残
高（千円） 

△333 △333 20,000 399,473 2,891,821

連結会計年度中の変動
額 

  

新株の発行  －  9,392

当期純利益   △1,097,301

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動
額（純額） 

△140 △140 △7,500 △27,698 △35,339

連結会計年度中の変動
額合計（千円） 

△140 △140 △7,500 △27,698 △1,123,247

平成 19 年３月 31 日残
高 

（千円） 
△473 △473 12,500 371,774 1,768,574
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 (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 
(訂正前) 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（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  △703,782 △1,686,869 △983,086 

減価償却費  162,274 92,232 △70,041 

持分法投資損失  4,365 98,938 94,573 

貸倒引当金の増加額  4,069 202,694 198,625 

受取利息  △4,889 △12,037 △7,148 

支払利息  27,770 22,948 △4,821 

支払手数料  25,790 － △25,790 

組合損益分配額  35,640 12,176 △23,463 

投資有価証券評価損  5,956 211,542 205,585 

出資金評価損  － 15,000 15,000 

持分変動利益  △12,274 － 12,274 

減損損失  － 483,349 483,349 

売上債権の増減額  △509,765 725,805 1,235,571 

信託未収収益の増加額  － △15,769 △15,769 

たな卸資産の減少額  150,546 204,269 53,723 

営業投資有価証券及び
営業出資金の減少額 

 189,441 222,077 32,635 

仕入債務の増減額  176,668 △276,876 △453,544 

組合出資預り金の減少額  △66,730 △41,956 24,774 

その他  154,969 △40,247 △195,218 

小計  △359,949 217,279 577,228 

利息及び配当金の受取額  5,032 10,986 5,954 

利息の支払額  △27,439 △21,858 5,581 

法人税等の支払額  △595 △949 △354 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △382,951 205,458 588,410 
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前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 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 － 120,000 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △3,527 △8,012 △4,485 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △500,601 △23,900 476,701 

貸付による支出  △1,746,987 △775,500 971,487 

貸付の回収による収入  72,140 1,350,267 1,278,127 

投資有価証券の取得及
び出資による支出 

 △226,950 △81,608 145,341 

投資有価証券及び出資
金回収による収入 

 79,023 90,720 11,696 

保証金の差入による支出   △25,000 △20,687 4,312 

連結の範囲変更を伴う子会

社株式の売却による支出 
 － △1,241 △1,241 

その他  312 2,924 2,612 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,471,589 532,962 3,004,552 

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  212,500 △680,000 △892,500 

長期借入れによる収入  － 3,000 3,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △33,200 △25,685 7,515 

株式の発行による収入  1,514,439 1,892 △1,512,546 

少数株主からの払込に
よる収入 

 275,000 － △275,000 

手数料の支出  △25,790 － 25,790 

新株予約権発行による
収入 

 5,879 － △5,879 

自己株式の取得による
支出 

 △2,002 － 2,002 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,946,826 △700,792 △2,647,618 

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 

 △907,715 37,628 945,344 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,163,049 955,968 △207,081 

Ⅶ 新規連結による現金およ
び現金同等物増加額 

 700,633 － △700,633 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 955,968 993,596 37,628 
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(訂正後) 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（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  △1,050,081 △1,123,870 △73,789 

減価償却費  55,190 42,232 △12,958 

持分法投資損失  4,365 98,938 94,573 

循環取引損失  210,000 － △210,000 

貸倒引当金の増加額  4,069 95,194 91,125 

受取利息  △4,889 △12,037 △7,148 

支払利息  27,770 22,948 △4,821 

支払手数料  25,790 － △25,790 

組合損益分配額  9,890 12,176 2,286 

投資有価証券評価損  31,706 201,692 169,986 

出資金評価損  － 15,000 15,000 

持分変動利益  △12,274 － 12,274 

減損損失  － 141,683 141,683 

売上債権の増減額  △194,765 410,805 605,570 

信託未収収益の増加額  － △15,769 △15,769 

たな卸資産の減少額  150,546 204,269 53,723 

営業投資有価証券及び
営業出資金の減少額 

 189,441 222,077 32,635 

仕入債務の増減額  176,668 △276,876 △100,208 

組合出資預り金の減少額  △66,730 △41,956 24,774 

その他  19,203 △146,730 △127,527 

小計  △424,099 △150,220 273,879 

利息及び配当金の受取額  5,032 10,986 5,954 

利息の支払額  △27,439 △21,858 5,581 

法人税等の支払額  △595 △949 △354 

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 

 △657,101 △162,041 495,056 
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前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 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 － 120,000 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △3,527 △8,012 △4,485 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △1,851 △23,900 22,049 

貸付による支出  △1,956,987 △775,500 971,487 

貸付の回収による収入  72,140 1,717,767 1,645,627 

投資有価証券の取得及
び出資による支出 

 △205,950 △81,608 124,342 

投資有価証券及び出資
金回収による収入 

 43,423 90,720 47,297 

保証金の差入による支出   △25,000 △20,687 4,312 

連結の範囲変更を伴う子会

社株式の売却による支出 
 － △1,241 △1,241 

その他  312 2,924 2,612 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,197,439 900,462 3,097,901 

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  212,500 △680,000 △892,500 

長期借入れによる収入  － 3,000 3,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △33,200 △25,685 7,515 

株式の発行による収入  1,514,439 1,892 △1,512,546 

少数株主からの払込に
よる収入 

 275,000 － △275,000 

手数料の支出  △25,790 － 25,790 

新株予約権発行による
収入 

 5,879 － △5,879 

自己株式の取得による
支出 

 △2,002 － 2,002 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,946,826 △700,792 △2,647,618 

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 

 △907,715 37,628 945,340 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,163,049 955,968 △207,081 

Ⅶ 新規連結による現金およ
び現金同等物増加額 

 700,633 － △700,633 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 955,968 993,596 37,625 
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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17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当社グループは、前連結会計年度 529,881 千円、当

連結会計年度 615,568 千円と大幅な営業損失を計

上し、また、前連結会計年度 410,969 千円、当連結

会計年度 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。 

<省略> 

当社グループは、前々連結会計年度529,881千円、

前連結会計年度 615,568 千円、当連結会計年度

566,568 千円と大幅な営業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

な疑義が存在しています。 

<省略> 

 

(訂正後) 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当社グループは、前連結会計年度 984,881 千円、当

連結会計年度 744,317 千円と大幅な営業損失を計

上し、また、前連結会計年度 909,719 千円、当連結

会計年度 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。 

<省略> 

当社グループは、前々連結会計年度984,881千円、

前連結会計年度 744,317 千円、当連結会計年度 

586,568 千円と大幅な営業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

な疑義が存在しています。 

<省略> 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 （訂正前） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

＜省略＞  ＜省略＞  

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,666,349

千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

＜省略＞ ＜省略＞ 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,384,299

千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。 
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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18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※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）   24,594千円 

 

＜省略＞ 

※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） 22,017千円 

  投資有価証券（株式）     2,500千円 

  投資有価証券（その他）      170千円 

 

＜省略＞ 

 
（訂正後） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※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 

 

＜省略＞ 

※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） 22,017千円 

  投資有価証券（株式）     2,500千円 

  投資有価証券（その他）      170千円 

 

＜省略＞ 
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（連結損益計算書関係） 

（訂正前） 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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221,760千円含まれております。 

 

※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234,916千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

金額は次の通りであります。 

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 

 

※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。 

支払手数料      121,152千円 

従業員給与手当    171,308千円 

役員報酬         74,250千円 

広告宣伝費       83,685千円 

減価償却費       65,850千円 

※３．      ───── ※３．減損損失 

 当連結会計期間において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しました。 

 

 当社グループは事業用資産について、当社グルー

プ全体を一つの資産グループとしてグルーピングを

行い、遊休資産については、個々の資産ごとにグル

ーピングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが低下したため遊休

となったソフトウェアについて、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額483,349千円を減損損

失として特別損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、売却や転用が困難であること

から備忘価額としております。 

 

場所 用途 種類 

本社(東京都港区） 遊休資産 ソフトウェア

ユビキャスト匿名

組合事業（東京都

新宿区） 

遊休資産 ソフトウェア
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（訂正後） 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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221,760千円含まれております。 

 

※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234,916千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

金額は次の通りであります。 

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 

 

※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。 

支払手数料      101,152千円 

従業員給与手当    171,308千円 

役員報酬         74,250千円 

広告宣伝費       83,685千円 

減価償却費       15,850千円 

※３．      ───── ※３．減損損失 

 当連結会計期間において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しました。 

 

 当社グループは事業用資産について、当社グルー

プ全体を一つの資産グループとしてグルーピングを

行い、遊休資産については、個々の資産ごとにグル

ーピングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが低下したため遊休

となったソフトウェアについて、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額141,683千円を減損損

失として特別損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、売却や転用が困難であること

から備忘価額としております。 

 

場所 用途 種類 

本社(東京都港区） 自社利用 ソフトウェア

（削除） （削除） （削除） 
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（セグメント情報） 

 a.事業の種類別セグメント情報 

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

（訂正前） 

デジタルコン

テンツ・アレ

ンジメント事

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 144,443 17,723 － 162,166 107 162,274

資本的支出 501,561 1,136 － 502,697 1,430 504,128
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（訂正後） 

デジタルコン

テンツ・アレ

ンジメント事

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（△） 
△722,593 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) 4,880,570

減価償却費 37,359 17,723 － 55,082 107 55,190

資本的支出 501,561 1,136 － 502,697 1,430 504,128
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当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

（訂正前） 

信託事業 

（千円） 

兼業事業 

（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 
412,033 475,934 4,201 892,169 － 892,169

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

－ － － － － －

計 412,033 475,934 4,201 892,169 － 892,169

営業費用 244,178 1,045,467 14,347 1,303,993 154,744 1,458,737

営業利益又は営業損

失（△） 
167,854 △569,532 △10,146 △411,824 (154,744) △566,568

Ⅱ資産、減価償却費、

減損損失及び資本

的支出 

  

資産 719,785 2,619,104 － 3,338,889 (345,165) 2,993,723

減価償却費 7,439 83,353 － 90,792 1,439 92,232

減損損失 20,643 458,764 － 479,408 3,941 483,349

資本的支出 17,019 13,803 － 30,822 1,090 31,912

 
（訂正後） 

信託事業 

（千円） 

兼業事業 

（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 
412,033 435,934 4,201 852,169 － 852,169

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

－ － － － － －

計 412,033 435,934 4,201 852,169 － 852,169

営業費用 244,178 1,025,467 14,347 1,283,992 154,744 1,438,737

営業利益又は営業損

失（△） 
167,854 △589,532 △10,146 △431,823 (154,744) △586,568

Ⅱ資産、減価償却費、

減損損失及び資本

的支出 

  

資産 719,785 2,359,103 － 3,078,888 (345,165) 2,733,723

減価償却費 7,439 33,353 － 40,792 1,439 42,232

減損損失 20,643 117,099 － 137,742 3,941 141,683

資本的支出 17,019 13,803 － 30,822 1,090 31,912
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（１株当たり情報） 
（訂正前） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額       15,947円26銭 

１株当たり当期純損失金額    3,652円00銭 

 

１株当たり純資産額           8,005円41銭 

１株当たり当期純損失金額       7,979円97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。 

また、当社は平成17年11月18日付で１株を２株と

する株式分割を行っております。 

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金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17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当期純損失（千円） 677,050 1,660,300 

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） 677,050 1,660,300 

期中平均株式数 185,391.50株 208,058.48株 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 

（注）２.１株当たり当期純資産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17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） － 2,050,624 

純資産の部の合計金額から控除す

る金額 （千円） 
－        384,274 

（うち新株予約権） （－） （12,500） 

（うち少数株主持分） （－） （371,774） 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
－ 1,666,349 

1株当たり純資産額の算定に用い

られた期末の普通株式数 
－ 208,153株 
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（１株当たり情報） 
（訂正後） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額       11,883円93銭 

１株当たり当期純損失金額    5,519円94銭 

 

１株当たり純資産額           6,650円39銭 

１株当たり当期純損失金額       5,274円01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。 

また、当社は平成17年11月18日付で１株を２株と

する株式分割を行っております。 

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金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17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当期純損失（千円） 1,023,349 1,097,301 

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） 1,023,349 1,097,301 

期中平均株式数 185,391.50株 208,058.48株 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 

（注）２.１株当たり当期純資産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17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） － 1,768,574 

純資産の部の合計金額から控除す

る金額 （千円） 
－        384,274 

（うち新株予約権） （－） （12,500） 

（うち少数株主持分） （－） （371,774） 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
－ 1,384,300 

1株当たり純資産額の算定に用い

られた期末の普通株式数 
－ 208,153株 
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５．【個別財務諸表】 

 (1）【貸借対照表】 

  (訂正前) 
  前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 対前年比 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％）
金額（千円） 構成比 

（％） 
増減 

（千円） 
（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

1．現金及び預金 ※１ 430,606 526,194  95,587

2．売掛金 ※４ 825,754 86,777  △738,977

3．信託未収収益  － 15,769  15,769

4．営業投資有価証券 ※４ 1,039,545 804,055  △235,490

5．商品  37,288 6,196  △31,092

6．仕掛品  198,911 26,429  △172,482

7．未収入金  1,004 －  △1,004

8．短期貸付金 ※４ 1,515,920 1,005,220  △510,700

9．前払費用  20,124 31,504  11,380

10．その他  39,836 21,536  △18,299

貸倒引当金  △4,069 △323,720  319,651

流動資産合計  4,104,923 77.0 2,199,962 87.2 △1,904,960

Ⅱ 固定資産    

1．有形固定資産    

(1)建物  333 333   

  減価償却累計額  284 48 300 33  △15

(2)工具器具備品  5,874 8,929   

  減価償却累計額  2,550 3,323 4,321 4,607  1,283

有形固定資産合計  3,372 0.0 4,641 0.2 1,268

2．無形固定資産    

(1)商標権  1,183 1,031  △151

(2)ソフトウェア  146,114 13,499  △132,614

(3)電話加入権  650 650  －

無形固定資産合計  147,948 2.8 15,182 0.6 △132,766
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  前事業年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

対前年比 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％）
金額（千円） 構成比

（％） 
増減 

（千円） 

3．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  334,063 140,827  △193,236

(2)関係会社株式  58,000 2,500  △55,500

(3)その他関係会社有
価証券 

 462,661 170  △462,491

(4)出資金  94,807 61,998  △32,809

(5)長期前払費用  974 1,081  107

(6)役員長期貸付金  20,000 20,000  －

(7)従業員長期貸付金  7,500 10,420  2,920

(8)関係会社長期貸付金  41,067 －  △41,067

(9)敷金保証金  40,191 59,872  19,680

(10)その他投資  9,984 7,879  △2,105

  貸倒引当金  △9,243 △7,542  1,701

投資その他の資産合計  1,060,007 19.9 297,206 11.8 △762,801

固定資産合計  1,211,328 22.7 317,030 12.6 △894,298

Ⅲ 繰延資産    

1．新株発行費  9,413 4,706  △4,706

2．社債発行費  4,103 －  △4,103

 繰延資産合計  13,517 0.3 4,706 0.2 △8,810

資産合計  5,329,769 100.0 2,521,699 100.0 △2,808,069
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  前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％）
金額（千円） 構成比

（％）
増減 

（千円） 
（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  312,482 27,606  △284,876

２．短期借入金 ※３ 1,150,000 470,000  △680,000

３．１年以内返済予定
長期借入金 

 25,300 300,000  274,700

４．未払金  45,057 13,679  △31,378

５．未払法人税等  9,068 5,650  △3,418

６．預り金  7,180 9,768  2,587

７．組合出資預り金  51,647 9,691  △41,956

８．その他  29,135 7,560  △21,575

流動負債合計  1,629,873 30.6 843,956 33.5 △785,917

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  300,000 －  △300,000

２．新株予約権  20,000 －  △20,000

固定負債合計  320,000 6.0 － － △320,000

負債合計  1,949,873 36.6 843,956 33.5 △1,105,917
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  前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年
比 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％）
金額（千円） 構成比

（％）
増減 

（千円）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 2,272,911 42.6 － － －

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  2,184,511 －  

資本剰余金合計  2,184,511 41.0 － － －

Ⅲ 利益剰余金   

当期未処理損失  1,075,155 －  

利益剰余金合計  △1,075,155 △20.2 － － －

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

 △333 △0.0 － － －

Ⅴ 自己株式 ※５ △2,038 △0.0 － － －

資本合計  3,379,895 63.4 － － －

負債資本合計  5,329,769 100.0 － － －

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － － 2,277,607 90.3 －

２．資本剰余金   

(1)資本準備金  － 2,189,207  

   資本剰余金合計  － － 2,189,207 86.8 －

３．利益剰余金   

(1)その他利益剰余金   

 繰越利益剰余金  － △2,799,060  

   利益剰余金合計  － － △2,799,060△111.0 －

４．自己株式  － － △2,038 △0.1 －

株主資本合計  － － 1,665,716 66.0 －

Ⅱ 評価・換算差額等   

１． その他有価証券 
評価差額金 

 － △473 －

評価・換算差額等合計  － － △473 0.0 －

Ⅲ 新株予約権  － － 12,500 0.5 －

純資産合計  － － 1,677,743 66.5 －

負債純資産合計  － － 2,521,699 100.0 －
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(訂正後) 

  前事業年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 対前年比 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％）
金額（千円） 構成比 

（％） 
増減 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

1．現金及び預金 ※１ 430,606 526,194  95,587

2．売掛金 ※４ 510,754 86,777  △423,977

3．信託未収収益  － 15,769  15,769

4．営業投資有価証券 ※４ 1,039,545 804,055  △235,490

5．商品  37,288 6,196  △31,092

6．仕掛品  198,911 26,429  △172,482

7．未収入金  1,004 －  △1,004

8．短期貸付金 ※４ 1,515,920 677,720  △838,200

9．前払費用  20,124 31,504  11,380

10．その他  39,836 21,536  △18,299

貸倒引当金  △4,069 116,220  112,151

流動資産合計  3,789,923 83.2 2,079,962 86.6 △1,709,961

Ⅱ 固定資産    

1．有形固定資産    

(1)建物  333 333   

  減価償却累計額  284 48 300 33  △15

(2)工具器具備品  5,874 8,929   

  減価償却累計額  2,550 3,323 4,321 4,607  1,283

有形固定資産合計  3,372 0.1 4,641 0.2 1,268

2．無形固定資産    

(1)商標権  1,183 1,031  △151

(2)ソフトウェア  146,114 13,499  △132,614

(3)電話加入権  650 650  －

無形固定資産合計  147,948 3.2 15,182 0.6 △132,766
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 前事業年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

対前年比 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％）
金額（千円） 構成比

（％） 
増減 

（千円） 

3．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  334,063 140,827  △193,236

(2)関係会社株式  58,000 2,500  △55,500

(3)その他関係会社有
価証券 

 3,594 170  △24,424

(4)出資金  94,807 61,998  △32,809

(5)長期前払費用  974 1,081  107

(6)役員長期貸付金  20,000 20,000  －

(7)従業員長期貸付金  7,500 10,420  2,920

(8)関係会社長期貸付金  41,067 －  △41,067

(9)敷金保証金  40,191 59,872  19,680

(10)その他投資  9,984 7,879  △2,105

  貸倒引当金  △9,243 △7,542  1,701

投資その他の資産合計  600,940 13.2 297,206 12.4 △303,734

固定資産合計  752,261 16.5 317,030 13.2 △435,231

Ⅲ 繰延資産    

1．新株発行費  9,413 4,706  △4,706

2．社債発行費  4,103 －  △4,103

 繰延資産合計  13,517 0.3 4,706 0.2 △8,810

資産合計  4,555,702 100.0 2,401,699 100.0 △2,154,003
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  前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 
当事業年度 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％）
金額（千円） 構成比

（％）
増減 

（千円） 
（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  312,482 27,606  △284,876

２．短期借入金 ※３ 1,150,000 470,000  △680,000

３．１年以内返済予定
長期借入金 

 25,300 300,000  274,700

４．未払金  45,057 13,679  △31,378

５．未払法人税等  9,068 5,650  △3,418

６．預り金  75,330 71,818  △3,512

７．組合出資預り金  51,647 9,691  △41,956

８．その他  29,135 7,560  △21,575

流動負債合計  1,698,023 37.2 906,006 37.7 △792,017

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  300,000 －  △300,000

２．新株予約権  20,000 －  △20,000

３．その他固定負債  25,083 －  △25,083

固定負債合計  345,083 7.6 － － △345,083

負債合計  2,043,106 44.8 906,006 37.7 △1,137,100
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  前事業年度 
（平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 
（平成 19 年３月 31 日） 

対前年
比 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％）
金額（千円） 構成比

（％）
増減 

（千円）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 2,272,911 49.9 － － －

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  2,184,511 －  

資本剰余金合計  2,184,511 47.9 － － －

Ⅲ 利益剰余金   

当期未処理損失  1,942,455 －  

利益剰余金合計  △1,942,455 △42.6 － － －

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

 △333 △0.0 － － －

Ⅴ 自己株式 ※５ △2,038 △0.0 － － －

資本合計  2,512,595 55.2 － － －

負債資本合計  4,555,702 100.0 － － －

   
（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － － 2,277,607 94.8 －

２．資本剰余金   

(1)資本準備金  － 2,189,207  

   資本剰余金合計  － － 2,189,207 91.2 －

３．利益剰余金   

(1)その他利益剰余金   

 繰越利益剰余金  － △2,981,110  

   利益剰余金合計  － － △2,981,110△124.1 －

４．自己株式  － － △2,038 △0.1 －

株主資本合計  － － 1,483,666 61.8 －

Ⅱ 評価・換算差額等   

２． その他有価証券 
評価差額金 

 － △473 －

評価・換算差額等合計  － － △473 0.0 －

Ⅲ 新株予約権  － － 12,500 0.5 －

純資産合計  － － 1,495,693 62.3 －

負債純資産合計  － － 2,401,699 100.0 －
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(2) 【損益計算書】 
(訂正前) 

  前事業年度 
（自 平成 17 年４月１日 
 至 平成 18 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 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  1,498,265 100.0 926,570 100.0 △571,694

Ⅱ 売上原価  1,376,494 91.9 753,421 81.3 △623,072

  売上総利益  121,770 8.1 173,149 18.7 51,378

Ⅲ  販売費及び一般 

管理費 
※１ 626,121 41.8 646,527 69.8 20,405

 営業損失  504,350 △33.7 473,377 △51.1 △30,972

Ⅳ 営業外収益    

1．受取利息 ※４ 5,304 12,384   

2．買取債権回収益  1,987 4,948   

3．雑収入  715 8,006 0.6 1,785 19,118 2.1 11,111

Ⅴ 営業外費用    

1．支払利息  27,509 27,158   

2．新株発行費償却  7,713 4,706   

3．社債発行費償却  4,103 4,103   

4．支払手数料  25,790 －   

5．匿名組合損益分配額  84,855 62,126   

6．投資有価証券評価損  5,956 －   

7．雑損失  50 155,977 10.4 1,520 99,615 10.8 △56,362

 経常損失  652,321 △43.5 553,875 △59.8 △98,446

Ⅵ 特別利益    

  貸倒引当金戻入  － － 4,805 4,805 0.5 4,805

Ⅶ 特別損失    

  投資有価証券評価損 ※３ － 633,458   

  出資金評価損  15,000   

  たな卸資産評価損  － 83,188   

  減損損失 ※２ － 119,482   

  貸倒引当金繰入額  － － － 322,755 1,173,885 126.7 1,173,885

  税引前当期純損失  652,321 △43.5 1,722,955 △186.0 1,070,633

  法人税、住民税及 
び事業税 

 950 950   

  法人税等調整額  － 950 0.1 － 950 0.1 －

  当期純損失  653,271 △43.6 1,723,905 △186.1 1,070,633

  前期繰越損失  421,883 －  －

 当期未処理損失  1,075,155 －  －
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(訂正後) 
  前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 
 至 平成 18 年３月 31 日）

当事業年度 
（自 平成 18 年４月１日 
 至 平成 19 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  1,108,265 100.0 886,570 100.0 △221,695

Ⅱ 売上原価  1,176,494 106.2 753,421 85.0 △423,073

  売上総利益  △68,229 △6.2 133,149 15.0 △453,972

Ⅲ  販売費及び一般 

管理費 
※１ 587,121 52.9 626,527 70.7 39,406

 営業損失  655,350 △59.1 493,377 △55.7 △161,973

Ⅳ 営業外収益    

1．受取利息 ※４ 5,304 12,384   

2．買取債権回収益  1,987 5,057   

3．雑収入  715 8,006 0.7 1,676 19,118 2.2 11,111

Ⅴ 営業外費用    

1．支払利息  27,509 27,158   

2．新株発行費償却  7,713 4,706   

3．社債発行費償却  4,103 4,103   

4．支払手数料  25,790 －   

5．匿名組合損益分配額  59,105 12,176   

6．投資有価証券評価損  5,956 －   

7．雑損失  7,600 137,777 12.4 2,520 50,665 5.7 △87,112

 経常損失  785,121 △70.8 524,925 △59.2 △260,190

Ⅵ 特別利益    

  貸倒引当金戻入  － － 4,805   

  循環取引利益  － 4,883 9,688 1.1 9,688

Ⅶ 特別損失    

  投資有価証券評価損 ※３ － 189,541   

  出資金評価損  15,000   

  たな卸資産評価損  － 83,188   

  減損損失 ※２ － 119,482   

  循環取引損失  235,750   

  貸倒引当金繰入額  － 235,750 △21.3 115,255 522,468 58.9 286,718

  税引前当期純損失  1,020,871 △92.1 1,037,705 △117.0 16,834

  法人税、住民税及 
び事業税 

 950 950   

  法人税等調整額  － 950 0.0 － 950 0.1 －

  当期純損失  1,021,821 △92.1 1,038,655 △117.2 16,834
  前期繰越損失  920,633 －  －

 当期未処理損失  1,942,455 －  －
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(3) 損失処理計算書及び株主資本等変動計算書 
   損失処理計算書 

    (訂正前) 

  第 11 回 
株主総会承認日 

（平成 18 年６月 22 日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失   1,075,155

Ⅱ 次期繰越損失   1,075,155

    

 
(訂正後) 

  第 11 回 
株主総会承認日 

（平成 18 年６月 22 日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失   1,942,455

Ⅱ 次期繰越損失   1,942,455
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株主資本等変動計算書 
当事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 
(訂正前) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰

余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 繰越利益剰余

金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高 

     （千円） 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

事業年度中の変動額    

新株の発行 4,696 4,696 4,696   9,392

当期純利益  △1,723,905 △1,723,905  △1,723,905

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額) 
   

事業年度中の変動額合計 

           （千円） 
4,696 4,696 4,696 △1,723,905 △1,723,905 － △1,714,512

平成 19 年３月 31 日残高 

     （千円） 
2,277,607 2,189,207 2,189,207 △2,799,060 △2,799,060 △2,038 1,665,716

 
 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（千円） 
△333 △333 20,000 3,399,895

事業年度中の変動額  

新株の発行  9,392

当期純利益  △1,723,905

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)  
△140 △140 △7,500 △7,640

事業年度中の変動額合計 

    （千円） 
△140 △140 △7,500 △1,722,152

平成 19 年３月 31 日残高 

（千円） 
△473 △473 12,500 1,677,743
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(訂正後) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 繰越利益剰

余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高 

     （千円） 
2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,942,455 △1,942,455 △2,038 2,512,928

事業年度中の変動額    

新株の発行 4,696 4,696 4,696   9,392

当期純利益  △1,038,655 △1,038,655  △1,038,655

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額) 
   

事業年度中の変動額合計 

           （千円） 
4,696 4,696 4,696 △1,038,655 △1,038,655 － △1,029,262

平成 19 年３月 31 日残高 

     （千円） 
2,277,607 2,189,207 2,189,207 △2,981,110 △2,981,110 △2,038 1,483,666

 
 

評価・換算差額等 
 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（千円） 
△333 △333 20,000 2,532,595

事業年度中の変動額  

新株の発行  9,392

当期純利益  △1,038,655

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)  
△140 △140 △7,500 △7,640

事業年度中の変動額合計 

    （千円） 
△140 △140 △7,500 △1,036,902

平成 19 年３月 31 日残高 

（千円） 
△473 △473 12,500 1,495,693
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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) 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当社は、前事業年度 504,166 千円、当事業年度

504,350 千円と大幅な営業損失を計上しておりま

す。 

 
<省略> 

 

当社は、前々事業年度 504,166 千円、前事業年

度 504,350 千円、当事業年度 473,377 千円と大幅

な営業損失を計上しております。 

 
<省略> 

 

  
(訂正後) 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当社は、前事業年度 959,166 千円、当事業年度

655,350 千円と大幅な営業損失を計上しておりま

す。 

 
<省略> 

 

当社は、前々事業年度 959,166 千円、前事業年

度 655,350 千円、当事業年度 493,377 千円と大幅

な営業損失を計上しております。 

 
<省略> 
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会計処理方法の変更 

(訂正前) 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会

平成 17 年 12 月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

1,665,243 千円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。 

 
 

 (訂正後) 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会

平成 17 年 12 月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、

1,483,193 千円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

（訂正前） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１．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。   

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

  授権株式数    普通株式   488,000株 

  発行済株式総数  普通株式 208,041.28株 

※１．担保資産                 

同左 

 

 

※２．      ―――――― 

 

 

 ※３. 当社においては、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行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事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。

※３. 当社においては、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行２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事業年度

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 
 

 
当座貸越限度額  200,000千円

借入実行残高 170,000千円

差引額 30,000千円
  

※４．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たものの他に次のものがあります。 

  

流動資産 売掛金 111,631千円

 短期貸付金 48,000千円

 営業投資有価証券  746,894千円

 
※４．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たものの他に次のものがあります。 

  

流動資産 営業投資有価証券 706,031千円

※５．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 18.28

株であります。 

 

※５．      ――――― 
  

６．資本の欠損の額は 1,077,193 千円であります。 ６．      ――――― 

７．       ―――――― 

 

７．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラムの権利に対す

る債務について保証を行っております。 

株式会社メビウス 57,168千円 
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（訂正後） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１．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。   

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

  授権株式数    普通株式   488,000株 

  発行済株式総数  普通株式 208,041.28株 

※１．担保資産                 

同左 

 

 

※２．      ―――――― 

 

 

 ※３. 当社においては、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行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事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。

※３. 当社においては、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行２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事業年度

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 
 

 
当座貸越限度額  200,000千円

借入実行残高 170,000千円

差引額 30,000千円
  

※４．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たものの他に次のものがあります。 

  

流動資産 売掛金 111,631千円

 短期貸付金 48,000千円

 営業投資有価証券  746,894千円

 
※４．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たものの他に次のものがあります。 

  

流動資産 営業投資有価証券 706,031千円

※５．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 18.28

株であります。 

 

※５．      ――――― 
  

６．資本の欠損の額は 1,942,455 千円であります。 ６．      ――――― 

７．       ―――――― 

 

７．偶発債務（保証債務） 

下記の取引先の特定プログラムの権利に対す

る債務について保証を行っております。 

株式会社メビウス 57,168千円 
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（損益計算書関係） 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 54.5％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は 45.5％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 66,100千円

給与手当 157,068 

出向者給与負担額 2,793 

雑給 17,103 

法定福利費 22,518 

業務委託費 20,758 

旅費交通費 17,353 

支払手数料 180,997 

賃借料 30,383 

減価償却費 1,190 

貸倒引当金繰入額 4,069 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 68.8％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は 31.2％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 69,450千円

給与手当 168,158 

雑給 27,897 

法定福利費 25,296 

業務委託費 16,151 

旅費交通費 15,205 

支払手数料 121,104 

賃借料 34,269 

減価償却費 4,954 

広告宣伝費 83,685 

※２．     ―――――― 
 

※２．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について減損

損失を計上しました。 

当社は事業用資産について、当社全体を一つの資産グ

ループとしてグルーピングを行い、遊休資産について

は、個々の資産ごとにグルーピングを行っております。

その結果、今後の利用見込みが低下したため遊休とな

ったソフトウェアについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額119,482千円を減損損失として特

別損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により

測定しており、売却や転用が困難であることから備忘価額

としております。 

 場所 用途 種類 

本社(東京都 

港区） 
遊休資産 ソフトウェア 

※３．     ―――――― ※３．投資有価証券評価損の内訳 

 投資有価証券評価損      128,117千円 

 関係会社株式評価損       58,000千円 

 その他関係会社有価証券評価損 447,341千円 

 

※４．     ―――――― ※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり

含まれております。 

    受取利息  2,459千円 

 



 

   
 

50

（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 54.5％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は 45.5％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 66,100千円

給与手当 157,068 

出向者給与負担額 2,793 

雑給 17,103 

法定福利費 22,518 

業務委託費 20,758 

旅費交通費 17,353 

支払手数料 141,997 

賃借料 30,383 

減価償却費 1,190 

貸倒引当金繰入額 4,069 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 68.8％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は 31.2％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 69,450千円

給与手当 168,158 

雑給 27,897 

法定福利費 25,296 

業務委託費 16,151 

旅費交通費 15,205 

支払手数料 101,104 

賃借料 34,269 

減価償却費 4,954 

広告宣伝費 83,685 

※２．     ―――――― 
 

※２．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について減損

損失を計上しました。 

当社は事業用資産について、当社全体を一つの資産グ

ループとしてグルーピングを行い、遊休資産について

は、個々の資産ごとにグルーピングを行っております。

その結果、今後の利用見込みが低下したため遊休とな

ったソフトウェアについて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額119,482千円を減損損失として特

別損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により

測定しており、売却や転用が困難であることから備忘価額

としております。 

 場所 用途 種類 

本社(東京都 

港区） 
遊休資産 ソフトウェア 

※３．     ―――――― ※３．投資有価証券評価損の内訳 

 投資有価証券評価損      128,117千円 

 関係会社株式評価損       58,000千円 

 その他関係会社有価証券評価損  73,574千円 

 

※４．     ―――――― ※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり

含まれております。 

    受取利息  2,459千円 

 

 


