
- 1 - 

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 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 19 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 19 年 3 月期中間決算短信の概要】 

   決算期：平成 19 年 3 月期中間決算短信（連結） （自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 9

月 30 日） 

   公表日: 平成 18 年 11 月 24 日並びに平成 19 年 5 月 25 日（訂正） 
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平成 19 年３月期  中間決算短信（連結） 

 
１． 18 年９月中間期の業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(1)  連結経営成績  
（訂正前）               （百万円未満切り捨て） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

   326  △12.4 
       372   45.2 

△485   － 
△527   － 

△504    － 
△456    － 

18 年３月期       1,526 △615      △716 
 
 

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

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

△1,214    － 
△456    － 

  △5,840  48 
△5,135  10 

－ 
－ 

18 年３月期 △677 △3,652  00 － 
＜省略＞ 

 

（訂正後）               （百万円未満切り捨て） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

286   △2.1 
       292   14.1 

△525   － 
△568   － 

△546 － 
△499 － 

18 年３月期       1,136 △744      △852 
 
 

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

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

△935    － 
△499    － 

  △4,496  08 
△5,619  32 

－ 
－ 

18 年３月期 △1,023 △5,519   94 － 
＜省略＞ 
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(2)  連結財政状態 
（訂正前） 

                            （百万円未満切り捨て） 
 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

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

3,496 
3,402 

2,511 
1,934 

62.4 
56.9 

10,104    86 
20,710  94 

18 年３月期 5,681 3,317 58.4 15,947  26 
(注)期末発行済株式数(連結) 18 年９月中間期 208,023 株  17 年９月中間期 93,421 株  18 年３月期 208,023 株 

 
（訂正後） 

                            （百万円未満切り捨て） 
 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

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

3,133 
2,903 

1,945 
1,393 

50.6 
49.8 

7,386    33 
14,909  98 

18 年３月期 4,880 2,472 50.7 11,883  93 
(注)期末発行済株式数(連結) 18 年９月中間期 208,023 株  17 年９月中間期 93,421 株  18 年３月期 208,023 株 

 
 
(3)  連結キャッシュ･フローの状況 

（訂正前） 
                    （百万円未満切り捨て） 

 
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９月中間期 
17 年９月中間期 

26 
△424 

268 
  △158 

△632 
 △131 

619 
448 

18 年３月期  △382 △2,471 1,946 955 
 

（訂正後） 
                    （百万円未満切り捨て） 

 
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９月中間期 
17 年９月中間期 

△100 
△424 

396 
  △158 

△632 
 △131 

619 
448 

18 年３月期  △657 △2,197 1,946 955 
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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＞ 
当中間連結会計期間の売上高につきましては、326 百万円（前年同期比 12.4%減）と、前年同期

に比べて減少しました。主として信託事業及びその他の事業の売上が予想を下回ったため、当初

予想数字には届きませんでした。売上原価は出資損失負担金の計上などにより 397 百万円(前年同

期比 29.2%減)となり、また信託事業の推進等に伴い販管費が 414 百万円（前年同期比 22.6％増）

となったことなどにより、営業損失は 485 百万円（前年同期比 7.9％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。 

＜省略＞ 
 

（訂正後） 
＜省略＞ 
当中間連結会計期間の売上高につきましては、286 百万円（前年同期比 2.1％減）と、前年同期

に比べて減少しましたが、主として信託事業及びその他の事業の売上が予想を下回ったため、当

初予想数字には届きませんでした。売上原価は出資損失負担金の計上などにより 397 百万円（前

年同期比 29.2％減）となり、信託事業の推進等に伴い販管費及び一般管理費が 414 百万円（前年

同期比 38.6％増）となったことなどにより、営業損失は 525 百万円（前年同期比 7.5％減）、経常

損失は 546 百万円（前年同期比 9.4％増）、となりました。特別損失 400 百万円を計上したことに

より、中間純損失は 935 百万円（前年同期比 13.3％増）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。 

＜省略＞ 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

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）  

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

信託事業 90,014 27.5 223,691 14.7 

兼業事業 234,583 71.8 1,281,082 83.9 

その他の事業 2,172 0.7 21,707 1.4 

合 計 326,769 100.0 1,526,481 100.0 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

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）  

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

信託事業 90,014 31.4 223,691 19.7 

兼業事業 194,583 67.8 891,082 78.4 

その他の事業 2,172 0.8 21,707 1.9 

合 計 286,769 100.0 1,136,481 100.0 
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 (2) 財政状態 

（訂正前） 

＜省略＞ 

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果、獲得した資金は 26 百万円となっております。これは主に、税引前中間純損失

が 1,224 百万円あり、仕入債務が 256 百万円減少した一方で、非資金項目である減損損失 461

百万円及び投資有価証券評価損 183 百万円、売上債権の回収による増加 563 百万円、営業投資

有価証券の減少 208 百万円等があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、獲得した資金は 268 百万円となっております。これは主に、貸付による支出

338 百万円があった一方で、貸付の回収による収入 629 百万円等があったためであります。 

＜省略＞ 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成19年３月期 

中 間 期 末 中 間 期 末 中 間 

自己資本比率 19.4％ 17.7％ 56.9％ 58.4％ 60.1％ 

時価ベースの

自己資本比率 
134.2％ 211.7％ 326.8％ 323.3％ 207.4％ 

債務償還年数 － － － － 15.8 年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯ

ｼﾞ･ﾚｼｵ 
－ － － － 2.1 

＜省略＞ 
   

（訂正後） 

＜省略＞ 

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果、使用した資金は 100 百万円（前年同期は 424 百万円の使用）となっておりま

す。これは主に、税金等調整前中間純損失が 944 百万円あり、仕入債務が 256 百万円減少した

一方で、非資金項目である減損損失 119 百万円及び投資有価証券評価損 153 百万円、売上債権

の回収による増加419百万円、営業投資有価証券の減少208百万円等があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、獲得した資金は 268 百万円となっております。これは主に、貸付による支出

338 百万円があった一方で、貸付の回収による収入 629 百万円等があったためであります。 

＜省略＞ 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成19年３月期 

中 間 期 末 中 間 期 末 中 間 

自己資本比率 17.3％ 6.2％ 48.0％ 50.7％ 49.0％ 

時価ベースの

自己資本比率 
137.6％ 241.3％ 383.0％ 376.4％ 231.4％ 

債務償還年数 － － － － 15.8 年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯ

ｼﾞ･ﾚｼｵ 
－ － － － 2.1 

＜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、前々連結会計年度 529 百万円、前連結会計年度 615 百万円、当中間連結会計

期間 485 百万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） 

  ＜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、前々連結会計年度 984 百万円、前連結会計年度 744 百万円、当中間連結会計

期間 525 百万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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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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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  448,506 739,068  1,075,968

２．受取手形及び売掛
金 

  134,127 248,965  850,180

３．信託未収収益   － 12,844  －

４．営業投資有価証券   1,065,127 404,680  613,181

５．たな卸資産   280,229 125,667  236,895

６．短期貸付金   － 1,385,220  1,672,920

７．その他   152,321 139,700  105,647

貸倒引当金   △1,890 △2,712  △4,069

流動資産合計   2,078,421 61.1 3,053,435 87.3  4,550,724 80.1

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１ 1,762 6,720 3,372

２．無形固定資産  
  

(1)ソフトウェア  172,490 48,331 537,781 

(2)その他  1,630 174,120 1,758 50,089 1,833 539,615

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  950,248 172,903 369,361 

(2)出資金  92,295 97,100 94,807 

(3)その他  107,311 115,707 119,718 

貸倒引当金  △9,243 1,140,610 △8,742 376,969 △9,243 574,643

固定資産合計   1,316,494 38.7 433,779 12.4  1,117,631 19.7

Ⅲ 繰延資産   7,658 0.2 9,112 0.3  13,517 0.2

資産合計   3,402,574 100.0 3,496,327 100.0  5,681,873 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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 

  89,524 48,119  312,482

２．短期借入金 ※３  812,500 540,000  1,150,000

３．1年以内返済予定の
長期借入金 

  33,200 －  25,300

４．未払法人税等   3,550 5,245  9,248

５．組合出資預り金   90,670 39,600  51,647

６．その他   29,592 49,249  96,323

流動負債合計   1,059,037 31.1 682,214 19.5  1,645,002 29.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   308,700 302,825  300,000

２．社債   100,000 －  －

３．新株予約権   － －  20,000

固定負債合計   408,700 12.0 302,825 8.7  320,000 5.6

負債合計   1,467,737 43.1 985,039 28.2  1,965,002 34.6
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

(平成18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

（％）

（少数株主持分）    

少数株主持分   － － － －  399,473 7.0

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,471,692 43.3 － －  2,272,911 40.0

Ⅱ 資本剰余金   1,383,292 40.6 － －  2,184,511 38.4

Ⅲ 利益剰余金   △917,189 △26.9 － －  △1,137,653 △20.0

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
  △1,016 △0.0 － －  △333 △0.0

Ⅴ 自己株式   △1,943 △0.1 － －  △2,038 △0.0

資本合計   1,934,836 56.9 － －  3,317,397 58.4

負債、少数株主持

分及び資本合計 
  3,402,574 100.0 － －  5,681,873 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   － － 2,272,911 65.0  － －

２．資本剰余金   － － 2,184,511 62.5  － －

３．利益剰余金   － － △2,352,608 △67.3  － －

 ４．自己株式   － － △2,038 △0.1  － －

  株主資本合計   － － 2,102,775 60.1  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券評

価差額金 
  － － △732 △0.0  － －

  評価・換算差額等合

計 
  － － △732 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,000 0.6  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 389,244 11.1  － －

純資産合計   － － 2,511,288 71.8  － －

負債純資産合計   － － 3,496,327 100.0  － －
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（訂正後） 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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  448,506 739,068  1,075,968

２．受取手形及び売掛
金 

  134,127 78,340  535,180

３．信託未収収益   － 12,844  －

４．営業投資有価証券   1,065,127 404,680  613,181

５．たな卸資産   280,229 125,667  236,895

６．短期貸付金   － 1,292,720  1,672,920

７．その他   152,321 139,701  105,647

貸倒引当金   △1,890 △102,712  △4,069

流動資産合計   2,078,421 71.6 2,690,310 85.9  4,235,724 86.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１ 1,762 6,720 3,372

２．無形固定資産  
  

(1)ソフトウェア  172,490 48,331 146,115 

(2)その他  1,630 174,120 1,758 50,089 1,833 147,949

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  451,498 172,903 274,211 

(2)出資金  92,295 97,100 94,807 

(3)その他  107,311 115,707 119,718 

貸倒引当金  △9,243 641,861 △8,742 376,969 △9,243 479,493

固定資産合計   817,745 28.1 433,779 13,8  630,815 12.9

Ⅲ 繰延資産   7,658 0.3 9,112 0.3  13,517 0.3

資産合計   2,903,824 100.0 3,133,202 100.0  4,880,057 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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 

  89,524 48,119  312,482

２．短期借入金 ※３  812,500 540,000  1,150,000

３．1年以内返済予定の
長期借入金 

  33,200 －  25,300

４．未払法人税等   3,550 5,245  9,248

５．組合出資預り金   90,670 39,600  51,647

６．その他   72,644 176,474  114,473

流動負債合計   1,102,088 37.9 809,439 25.8  1,663,152 34.1

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   308,700 302,825  300,000

２．社債   100,000 －  －

３．新株予約権   － －  20,000

４．その他   － 75,033  25,083

固定負債合計   408,700 14.1 377,858 12.1  345,083 7.1

負債合計   1,510,788 52.0 1,187,297 37.9  2,008,235 41.1
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

(平成18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

（％）

（少数株主持分）    

少数株主持分   － － － －  399,473 8.2

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,471,692 50.7 － －  2,272,911 46.6

Ⅱ 資本剰余金   1,383,292 47.6 － －  2,184,511 44.8

Ⅲ 利益剰余金   △1,458,989 △50.2 － －  △1,982,702 △40.6

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
  △1,016 △0.0 － －  △333 △0.0

Ⅴ 自己株式   △1,943 △0.1 － －  △2,038 △0.0

資本合計   1,393,036 48.0 － －  2,472,348 50.7

負債、少数株主持

分及び資本合計 
  2,903,824 100.0 － －  4,880,057 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   － － 2,272,911 72.5  － －

２．資本剰余金   － － 2,184,511 69.7  － －

３．利益剰余金   － － △2,917,991 △93.1  － －

 ４．自己株式   － － △2,038 △0.0  － －

  株主資本合計   － － 1,537,393 49.1  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券評

価差額金 
  － － △732 △0.0  － －

  評価・換算差額等合

計 
  － － △732 △0.0  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,000 0.6  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 389,244 12.4  － －

純資産合計   － － 1,945,905 62.1  － －

負債純資産合計   － － 3,133,202 100.0  － －
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   372,779 100.0 326,769 100.0  1,526,481 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  562,324 150.8 397,849 121.8  1,484,650 97.3

売上総利益又は総
損失（損失は△） 

  △189,544 △50.8 △71,079 △21.8  41,830 2.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※２  338,018 △90.7 414,607
126.8

 657,399 43.0

営業損失   527,563 △141.5 485,687 △148.6  615,568 △40.3

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,706 2,700 4,889 

２．匿名組合損益分配
額 

 90,312 3,928 － 

３．買取債権回収益  － 1,108 1,987 

４．その他  370 92,388 24.8 661 8,399 2.6 1,239 8,115 0.5

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  12,140 13,882 27,770 

２．持分法投資損失  5,402 7,710 4,365 

３．新株発行費償却  1,503 2,353 7,713 

４．社債発行費償却  2,051 2,051 4,103 

５．匿名組合損益分配
額 

 － － 32,855 

６．投資有価証券評価
損 

 － － 5,956 

７．その他  50 21,147 5.7 961 26,959 8.3 25,840 108,604 7.1

経常損失   456,322 △122.4 504,247 △154.3  716,057 △46.9

Ⅵ 特別利益    

1．持分変動利益  － － － 12,274 

2.貸倒引当金戻入益  － － － 1,858 1,858 0.6 － 12,274 0.8

Ⅶ 特別損失    

１． 投資有価証券評価
損 

 － 183,772 － 

２．たな卸資産評価損  － 77,308 － 

３．減損損失 ※３ － － － 461,149 722,229 221.0 － － －

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  456,322 △122.4 1,224,618 △374.7  703,782 △46.1

法人税、住民税及び
事業税 

 565 565 1,130 

法人税等調整額  － 565 0.2 － 565 0.2 － 1,130 0.1

少数株主損失   300 0.1 10,229 3.1  27,862 1.8

中間（当期）純損失   456,586 △122.5 1,214,954 △371.8  677,050 △44.4
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（訂正後） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   292,779 100.0 286,769 100.0  1,136,481 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  562,324 192.1 397,849 138.7  1,262,399 111.1

売上総利益又は総
損失（損失は△） 

  △269,545 △92.1 △111,079 △38.7  △125,918 △11.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※２  299,018 102.1 414,607 144.6  618,399 54.4

営業損失   568,563 △194.2 525,687 △183.3  744,317 △65.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,705 2,700 4,889 

２．匿名組合損益分配
額 

 90,312 3,928 － 

３．買取債権回収益  － 1,108 1,987 

４．その他  1,369 93,387 31.9 661 8,399 2.9 1,239 8,115 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  12,140 13,882 27,770 

２．持分法投資損失  5,402 7,710 4,365 

３．新株発行費償却  1,503 2,353 7,713 

４．社債発行費償却  2,051 2,051 4,103 

５．匿名組合損益分配
額 

 － － 32,855 

６．投資有価証券評価
損 

 － － 5,956 

７．その他  3,100 24,196 8.3 2,961 28,959 10.1 33,390 116,154 10.2

経常損失   499,371 △170.6 546,247 △190.5  852,356 △75.0

Ⅵ 特別利益    

1．持分変動利益  － － － 12,274 

2. 貸倒引当金戻入  － － － 1,858 1,858 0.7 － 12,274 1.1

Ⅶ 特別損失    

１．有価証券評価損  － 103,772  

２．たな卸資産評価損  － 77,308 － 

３．減損損失 ※３ － 119,483 － 

４．貸倒引当金繰入  － 100,000  

５．貸倒損失  － － － － 400,563 139.7 210,000 210,000 18,5

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  499,371 △170.6 944,952 △329.5  1,050,081 △92.4

法人税、住民税及び
事業税 

 565 565 1,130 

法人税等調整額  － 565 0.2 － 565 0.2 － 1,130 0.1

少数株主損失   300 0.1 10,229 3.6  27,862 2.5

中間（当期）純損失   499,636 △170.7 935,288 △326.1  1,023,349 △90.0
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(4) 【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  547,291  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 
6,001 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 
 830,000 880,000 

３．新株予約権行使による新株発行  － 836,001 750,854 1,637,219

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高  1,383,292  2,184,511

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △460,603  △460,603

Ⅱ 利益剰余金減少高   

１．中間(当期)純損失  456,586 456,586 677,050 677,050

Ⅲ 利益剰余金中間期末（期末）残高  △917,189  △1,137,653
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（訂正後）

  
前中間連結会計期間 

（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  547,291  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 
6,001 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 
 830,000 880,000 

３．新株予約権行使による新株発行  － 836,001 750,854 1,637,219

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高  1,383,292  2,184,511

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △959,353  △959,353

Ⅱ 利益剰余金減少高   

１．中間(当期)純損失  499,636 499,636 1,023,349 1,079,924

Ⅲ 利益剰余金中間期末（期末）残高  △1,458,989  △1,982,702
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【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 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

中間連結会計期間中の変動

額 
 

中間純利益(千円) － － △1,214,954 － △1,214,954

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額（純

額）(千円) 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
－ － △1,214,954 － △1,214,954

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円）
2,272,911 2,184,511 △2,352,608 △2,038 2,102,775

 

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

中間連結会計期間中の変動

額 
  

中間純利益(千円) － － － － △1,214,954

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）(千円) 

△399 △399 － △10,229 △10,628

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
△399 △399 － △10,229 △1,225,582

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円） 
△732 △732 20,000 389,244 2,511,288
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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

中間連結会計期間中の変動

額 
 

中間純利益(千円) － － △935,288 － △935,288

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額（純

額）(千円) 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
－ － △935,288 － △935,288

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円）
2,272,911 2,184,511 △2,917,991 △2,038 1,537,393

 

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

中間連結会計期間中の変動

額 
  

中間純利益(千円) － － － － △935,288

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）(千円) 

△399 △399 － △10,229 △10,628

中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
△399 △399 － △10,229 △945,916

平成 18 年９月 30 日 残高 

（千円） 
△732 △732 20,000 389,244 1,945,905
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(5) 【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17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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） 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 

 △456,322 △1,224,618 △703,782 

減価償却費  26,876 83,242 162,274 

持分法投資損失  5,402 7,710 4,365 

貸倒引当金の増加額  1,890 △1,858 4,069 

受取利息  △1,706 △2,700 △4,889 

支払利息  12,140 13,882 27,770 

繰延資産償却  3,554 4,405 － 

組合損益分配額  － △3,928 35,640 

投資有価証券評価損  － 183,772 5,956 

持分変動利益  － － △12,274 

減損損失  － 461,149 － 

売上債権の増減額  206,287 563,973 △509,765 

信託未収収益の増加
額 

 － △12,844 － 

たな卸資産の減少額  54,711 111,227 150,546 

営業投資有価証券の
増減額（増加は△）

 △191,459 208,501 189,441 

長期前払費用の減少
額 

 3,458 858 － 

仕入債務の増減額
（減少は△） 

 △46,290 △256,363 176,668 

組合出資預り金の減
小額 

 △27,707 △12,046 △66,730 

その他（減少は△）  △1,834 △86,189 180,759 

小計  △411,000 38,171 △359,949 

利息及び配当金の受
取額 

 578 1,408 5,032 

利息の支払額  △13,659 △12,388 △27,439 

法人税等の支払額  － △565 △595 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △424,081 26,626 △382,951 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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） 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 

 △1,355 △5,072 △3,527 

無形固定資産の取得
による支出 

 △270 △23,900 △500,601 

出資金による支出  △20,000 △8,108 － 

出資金回収による収
入 

 2,670 5,814 － 

貸付による支出  △59,500 △338,500 △1,746,987 

貸付金回収による収
入 

 22,140 629,100 72,140 

投資有価証券の取得
による支出 

 △145,950 △71,000 △226,950 

投資有価証券の分配
による収入 

 68,306 79,504 79,023 

保証金の差入による
支出 

 △25,000 － △25,000 

その他  － 1,109 312 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △158,959 268,949 △2,471,589 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入れによる純
増減額 

 △125,000 △610,000 212,500 

長期借入れによる収
入 

 － 3,000 － 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △16,600 △25,475 △33,200 

株式の発行による収
入 

 12,002 － 1,514,439 

少数株主からの払込
による収入 

 － － 275,000 

自己株式取得による
支出 

 △1,907 

その他  － 

－ 
 
 

－ 

△2,002   
 
 

△19,911 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △131,505 △632,475 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（減少は△） 

 △714,543 △336,899 △907,715 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,163,049 955,968 1,163,049 

Ⅶ 新規連結による現金及
び現金同等物増加額 

 － － 700,633 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 448,506 619,068 955,968 
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（訂正後） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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） 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 

 △499,371 △944,952 △1,050,081 

減価償却費  26,876 33,242 55,190 

持分法投資損失  5,402 7,710 4,365 

貸倒損失  － － 210,000 

貸倒引当金の増加額  1,890 98,142 4,069 

受取利息  △1,706 △2,700 △4,889 

支払利息  12,140 13,882 27,770 

支払手数料  － － 25,790 

繰延資産償却  3,554 4,405 － 

組合損益分配額  － △53,878 9,890 

投資有価証券評価損  － 103,772 31,706 

持分変動利益  － － △12,274 

減損損失  － 119,483 － 

売上債権の増減額  206,287 456,840 △194,765 

信託未収収益の増加
額 

 － △12,844 － 

たな卸資産の減少額  54,711 111,227 150,546 

営業投資有価証券の
増減額（増加は△）

 △191,459 208,501 189,441 

長期前払費用の減少
額 

 3,458 858 － 

仕入債務の増減額
（減少は△） 

 △46,290 △256,363 176,668 

組合出資預り金の減
小額 

 △27,707 △12,046 △66,730 

その他（減少は△）  41,216 △35,643 △190,796 

小計  △411,000 △89,128 △634,099 

利息及び配当金の受
取額 

 578 1,408 5,032 

利息の支払額  △13,659 △12,388 △27,439 

法人税等の支払額  － △565 △595 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △424,081 △100,673 △657,101 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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） 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 

 △1,355 △5,072 △3,527 

無形固定資産の取得
による支出 

 △270 △23,900 △1,851 

出資金による支出  △20,000 △8,108 － 

出資金回収による収
入 

 2,670 5,814 － 

貸付による支出  △59,500 △298,500 △1,956,987 

貸付金回収による収
入 

 22,140 681,600 72,140 

投資有価証券の取得
による支出 

 △145,950 △12,000 △205,950 

投資有価証券の分配
による収入 

 68,306 55,304 43,423 

保証金の差入による
支出 

 △25,000 － △25,000 

その他  － 1,109 312 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △158,959 396,249 △2,197,439 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入れによる純
増減額 

 △125,000 △610,000 212,500 

長期借入れによる収
入 

 － 3,000 － 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △16,600 △25,475 △33,200 

株式の発行による収
入 

 12,002 － 1,514,439 

手数料の支出  － － △25,790 

少数株主からの払込
による収入 

 － － 275,000 

新株予約権発行によ
る収入 

 － － 5,879 

自己株式取得による
支出 

 △1,907 

その他  － 

－ 
 
 

－ 

△2,002   
 
 

－ 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △131,505 △632,475 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（減少は△） 

 △714,543 △336,899 △907,715 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,163,049 955,968 1,163,049 

Ⅶ 新規連結による現金及
び現金同等物増加額 

 － － 700,633 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 448,506 619,068 955,968 
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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) 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

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、当中間連結会計期間

485,687 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＞ 

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。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) 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

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、当中間連結会計期間

525,687 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＞ 

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。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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中間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） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

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) 

＜省略＞ ＜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） 

＜省略＞ 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,102,043 千円であります。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

 

───── 

 

（訂正後） 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

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) 

＜省略＞ ＜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） 

＜省略＞ 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、1,536,661 千円であります。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

 

───── 
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（中間連結損益計算書関係） 
（訂正前） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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） 

※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 

36,532千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

116,636千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

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。 

※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。 

※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 94,198千円

従業員給与手当 81,580千円

役員報酬  39,400 千円

貸倒引当金繰入額 1,890 千円
  

  
支払手数料 55,667千円

従業員給与手当 88,854千円

役員報酬 36,450千円

貸倒引当金繰入額 692千円

広告宣伝費 68,929千円

減価償却費 57,360千円
  

  
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
  

＜省略＞ 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 

 
（訂正後） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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） 

※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 

36,532千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

116,636千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

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。 

※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。 

※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 55,198千円

従業員給与手当 81,580千円

役員報酬  39,400 千円

貸倒引当金繰入額 1,890 千円
  

  
支払手数料 55,667千円

従業員給与手当 88,854千円

役員報酬 36,450千円

貸倒引当金繰入額 692千円

広告宣伝費 68,929千円

減価償却費 57,360千円
  

  
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
  

＜省略＞ 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 
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（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 
＜省略＞ 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 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） 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 90,014 234,583 2,172 326,769 － 326,769

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － －

計 90,014 234,583 2,172 326,769 － 326,769

営業費用 112,843 615,768 9,361 737,972 74,483 812,455

営業利益又は営業損失（△） △22,829 △381,185 △7,189 △411,203 (74,483) △485,687

＜省略＞ 

 

（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） 

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 90,014 194,583 2,172 286,769 － 286,769

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － －

計 90,014 194,583 2,172 286,769 － 286,769

営業費用 112,843 615,768 9,361 737,972 74,483 812,455

営業利益又は営業損失（△） △22,829 △421,185 △7,189 △451,203 (74,483) △525,687

＜省略＞ 
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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） 

（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） 

 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

＜省略＞ 
 
（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） 

 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 (168,553) 1,880,798

営業利益又は営業損失（△） △722,593 91,925 △20,953 △651,620 168,553   △744,317

＜省略＞ 
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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） 

 

１株当たり純資産額 20,710円94銭

１株当たり中間純損
失金額 

5,135円10銭

  

 

１株当たり純資産額 10,104円86銭

１株当たり中間純損
失金額 

 5,840円48銭

  

 

１株当たり純資産額 15,947円26銭

１株当たり当期純損
失金額 

3,652円00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。 

 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。 

 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、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期連結会

計期間における１株当たり情報につ

いては、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 10,355円47銭

１株当たり中間純損
失金額 

 2,567円55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。 

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。 

  
（注）１株当たり中間（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)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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)

中間（当期）純損失（千円） 456,586 1,214,954 677,050 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純
損失（千円） 

456,586 1,214,954 677,050 

期中平均株式数 88,914株 208,023株 185,391.50株 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

＜省略＞ 

 

 

＜省略＞ 

 

 

 

＜省略＞ 
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（訂正後） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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） 

 

１株当たり純資産額 14,909円98銭

１株当たり中間純損
失金額 

5,619円32銭

  

 

１株当たり純資産額 7,386円33銭

１株当たり中間純損
失金額 

 4,496円08銭

  

 

１株当たり純資産額 11,883円93銭

１株当たり当期純損
失金額 

5,519円94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。 

 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。 

 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、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期連結会

計期間における１株当たり情報につ

いては、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 7,454円99銭

１株当たり中間純損
失金額 

 2,809円66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。 

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。 

  
（注）１株当たり中間（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)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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)

中間（当期）純損失（千円） 499,636 935,288 1,023,349 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純
損失（千円） 

499,636 935,288 1,023,349 

期中平均株式数 88,914株 208,023株 185,391.50株 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

＜省略＞ 

 

 

＜省略＞ 

 

 

 

＜省略＞ 
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

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） 

＜省略＞ 

 

２．平成 17 年９月５日開催の当社取締

役の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。 

＜省略＞ 

 

(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なわれたと

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なわれたと仮定し

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 

5,338 円 

41 銭 

1 株当たり

中間純損失

金額 

2,959 円 

   18 銭 

 

1 株当たり

純資産額 

10,355 円 

47 銭 

1 株当たり

中間純損失

金額 

2,567 円 

  55 銭 

 

1 株当たり

純資産額 

4,683 円 

20 銭 

1 株当たり

当期純損失

金額 

3,833 円 

21 銭 

  

 

───── 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

───── 
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（訂正後） 

 

 

 
 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

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） 

＜省略＞ 

 

２．平成 17 年９月５日開催の当社取締

役の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。 

＜省略＞ 

 

(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なわれたと

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なわれたと仮定し

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

中間純損失

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

中間純損失

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

当期純損失

金額 

7,091 円 

42 銭 

  

 

───── 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

───── 


