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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 20 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 20 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 20 年 3 月期決算短信の概要】 

   決算期：平成 20年 3 月期 （自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 20 年 3 月 31 日） 

   公表日: 平成 20 年 5月 15 日並びに平成 20年 7 月 9日（訂正） 
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平成 20 年３月期  決算短信 
 

 

１．平成 20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

 (1) 連結経営成績  

（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   ％

20 年３月期 

19 年３月期 

719  △19.3 

892    － 

△444   － 

△566   － 

△487   － 

△691   － 

△1,285   － 

△1,660    － 

 

 
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 ％ ％ ％

20 年３月期 

19 年３月期 

△6,169  41 

△7,979  97 

－ 

－ 

△125.3 

△66.6 

△23.0 

△15.9 

△61.8 

△63.5 

（参考） 持分法投資損益 20 年３月期△423 百万円 19 年３月期△98 百万円 

 

 

（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   ％

20 年３月期 

19 年３月期 

719  △15.6 

852    － 

△444   － 

△586   － 

△487   － 

△712   － 

△1,002   － 

△1,097    － 

 

 
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 ％ ％ ％

20 年３月期 

19 年３月期 

△4,815  27 

△5,274  01 

－ 

－ 

△113.4 

△56.9 

△25.3 

△18.7 

△61.8 

△68.8 

（参考） 持分法投資損益 20 年３月期△1百万円 19 年３月期△98 百万円 

 

 (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 

20 年３月期 

19 年３月期 

1,265 

2,521 

378 

1,677 

29.9 

66.0 

1,815 72 

8,000 09 

（参考） 自己資本 20 年３月期 385 百万円  19 年３月期 1,666 百万円 

 

 

（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 

20 年３月期 

19 年３月期 

1,265 

2,521 

378 

1,495 

30.0 

61.8 

1,815 72 

7,125 50 

（参考） 自己資本 20 年３月期 385 百万円  19 年３月期 1,384 百万円 
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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
20 年３月期 

19 年３月期 

△98 

205 

△66 

532 

△665 

△700 

163 

993 

 

 

（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
20 年３月期 

19 年３月期 

△131 

△162 

△33 

900 

△665 

△700 

163 

993 

 

 
 
(参考) 個別業績の概要 
１． 平成 20 年３月期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 20 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     ％

20 年３月期 
19 年３月期 

735   20.5 
926    － 

△410   － 
△473      － 

△462   － 
△553      － 

△1,290  － 
△1,723    － 

         

 
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

20 年３月期 
19 年３月期 

△6,197   16
△8,285   68

－ 
－ 

 
 
（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     ％

20 年３月期 
19 年３月期 

735   20.5 
886    － 

△410   － 
△493      － 

△462   － 
△524      － 

△1,108  － 
△1,038    － 

         

 
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

20 年３月期 
19 年３月期 

△5,323   13
△4,992   13

－ 
－ 
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(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 

20 年３月期 
19 年３月期 

1,265 
2,521 

378 
1,677 

29.9 
66.0 

1,815  72 
8,000  09 

（参考） 自己資本 20 年３月期 377 百万円 19 年３月期 1,665 百万円 
 
 
(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 

20 年３月期 
19 年３月期 

1,265 
2,401 

378 
1,495 

29.9 
61.8 

1,815  72 
7,125  50 

（参考） 自己資本 20 年３月期 378 百万円 19 年３月期 1,483 百万円 
 

 

 

 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（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ますが、

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311百万円（前期比34.6％減）、営業損失は299百万円（前期比損失が47.4％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、信託案件の新規組成が予定通り行えなかったことや兼業

事業の売上高減少により719百万円（前期比19.3％減）と、前期に比べて減少しました。売上原価は利

益率の高い信託事業の比重が高まったことや出資損失負担金の計上が減少したことにより457百万円

（前期比37.3％減）となり、販売費及び一般管理費が706百万円（前期比2.9％減）となったことから、

営業損失444百万円（前期比損失が21.4％減少）、経常損失487百万円（前期比損失が29.4％減少）と

なりました。また、持分法適用関連会社の債務保証に係る持分法投資損失をはじめとする特別損失864

百万円を計上したことにより、当期純損失は1,285百万円（前期比損失が22.6％減少）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18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)   

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 事業部門別 

金額（百万円） 構成比（%） 金額（百万円） 構成比（%）

信託事業 412 46.2 408 56.8 

兼業事業 475 53.3 311 43.2 

その他の事業 4 0.5 － － 

合 計 892 100.0 719 100.0 

＜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ますが、

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311百万円（前期比28.6％減）、営業損失は299百万円（前期比損失が47.4％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、信託案件の新規組成が予定通り行えなかったことや兼業

事業の売上高減少により719百万円（前期比15.6％減）と、前期に比べて減少しました。売上原価は利

益率の高い信託事業の比重が高まったことや出資損失負担金の計上が減少したことにより457百万円

（前期比37.3％減）となり、販売費及び一般管理費が706百万円（前期比2.9％減）となったことから、

営業損失444百万円（前期比損失が21.4％減少）、経常損失487百万円（前期比損失が29.4％減少）と

なりました。また、持分法適用関連会社の債務保証に係る持分法投資損失をはじめとする特別損失582

百万円を計上したことにより、当期純損失は1,002百万円（前期比損失が22.6％減少）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18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)   

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 事業部門別 

金額（百万円） 構成比（%） 金額（百万円） 構成比（%）

信託事業 412 48.4 408 56.8 

兼業事業 435 51.1 311 43.2 

その他の事業 4 0.5 － － 

合 計 852 100.0 719 100.0 

＜省略＞ 

 

 (2) 財政状態に関する分析 

① 資産及び負債並びに純資産の状況 

（訂正前） 

当連結会計年度末の総資産は、前期末比 1,737 百万円減の 1,256 百万円となりました。当連結会計年度

における資産及び負債並びに純資産の増減とそれらの要因は、次のとおりであります。 

流動資産については、主として現金及び預金が 830 百万円、営業投資有価証券が 222 百万円、短期貸付

金が 313 百万円それぞれ減少し、貸倒引当金が 163 百万円それぞれ増加したことにより、1,614 百万円減

少しております。 

固定資産については有形固定資産が 24 百万円増加し、無形固定資産が 20 百万円、投資その他の資産

が 122 百万円それぞれ減少したことにより 118 百万円減少しております。繰延資産については 4 百万円

減少しております。 

流動負債については、主として買掛金が 37 百万円増加し、短期借入金が 380 百万円、１年内返済予定

長期借入金が 300 百万円減少したことにより、597 百万円減少しております。 

固定負債については、持分法適用に伴う負債が 31 百万円、債務保証損失引当金が 140 百万円それぞれ

増加したことにより、171 百万円増加しております。 

純資産については資本金及び資本剰余金については 4 百万円増加し、利益剰余金は当期純損失が発生

したため、1,285 百万円減少しております。 
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（訂正後） 

当連結会計年度末の総資産は、前期末比 1,617 百万円減の 1,116 百万円となりました。当連結会計年度

における資産及び負債並びに純資産の増減とそれらの要因は、次のとおりであります。 

流動資産については、主として現金及び預金が 830 百万円、営業投資有価証券が 222 百万円、短期貸付

金が 347 百万円それぞれ減少し、貸倒引当金が 10 百万円それぞれ増加したことにより、1,494 百万円減

少しております。 

固定資産については有形固定資産が 24 百万円増加し、無形固定資産が 20 百万円、投資その他の資産

が 123 百万円それぞれ減少したことにより 118 百万円減少しております。繰延資産については 4 百万円

減少しております。 

流動負債については、主として買掛金が 37 百万円増加し、短期借入金が 380 百万円、１年内返済予定

長期借入金が 300 百万円減少したことにより、619 百万円減少しております。 

固定負債については、持分法適用に伴う負債が 31 百万円増加しております。 

純資産については資本金及び資本剰余金については 4 百万円増加し、利益剰余金は当期純損失が発生

したため、1,002 百万円減少しております。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 163 百万円となり、前連結会

計年度と比較して 830 百万円の減少となりました。 

当連結会計年度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 98 百万円（前年同期は 205 百万円の獲得）となっております。こ

れは主に、持分法投資損失 424 百万円の発生及び営業投資有価証券 222 百万円の減少がプラスに作用

した一方で、税金等調整前当期純損失 1,311 百万円がマイナスに作用したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は 66 百万円（前年同期は 532 万円の獲得）となっております。これ

は主に貸付の回収による収入 659 百万円があった一方で、貸付による支出 754 百万円があったためで

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は 665 百万円（前年同期は 700 百万円の使用）となっております。

これは、短期借入金 380 百万円の減少及び長期借入金の返済 300 百万円があったためです。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期

自己資本比率（％） － 17.7 58.4 55.7 30.7 

時価ベースの自己

資本比率（％） 
－ 211.7 323.3 181.0 239.1 

キャッシュ・フロ

ー対有利子負債比

率（％） 
－ － － 374.8 － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ 
ﾚｼｵ（倍） 

－ － － 9.4 － 

＜省略＞ 

（注５）平成 16 年３月期以降平成 18 年３月期まで、及び平成 20 年３月期は営業キャッシュ・フローがマ

イナスであったため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レ

シオは記載しておりません。 
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（訂正後） 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 163 百万円となり、前連結会

計年度と比較して 830 百万円の減少となりました。 

当連結会計年度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 131 百万円（前年同期は 162 百万円の使用）となっております。

これは主に、持分法投資損失 424 百万円の発生及び営業投資有価証券 222 百万円の減少がプラスに作

用した一方で、税金等調整前当期純損失 1,029 百万円がマイナスに作用したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は 33 百万円（前年同期は 900 万円の獲得）となっております。これ

は主に貸付の回収による収入 659 百万円があった一方で、貸付による支出 721 百万円があったためで

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は 665 百万円（前年同期は 700 百万円の使用）となっております。

これは、短期借入金 380 百万円の減少及び長期借入金の返済 300 百万円があったためです。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期

自己資本比率（％） － 8.9 50.7 50.6 34.6 

時価ベースの自己

資本比率（％） 
－ 234.3 376.4 198.2 269.0 

キャッシュ・フロ

ー対有利子負債比

率（％） 
－ － － － － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ 
ﾚｼｵ（倍） 

－ － － － － 

＜省略＞ 

（注５）平成 16 年３月期以降平成 20 年３月期まで、及び平成 20 年３月期は営業キャッシュ・フローがマ

イナスであったため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レ

シオは記載しておりません。 
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 (4) 事業等のリスク 

＜省略＞ 

（訂正前） 

⑦ 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 615,568 千円、前連結会計年度 566,568 千円、当連結会計年度

444,777 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。当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の増加、匿名組合等の出

資に係る損失・評価損の取込、及び貸付金等に係る貸倒引当金の計上により生じたものであります。 

   ＜省略＞ 

 

（訂正後） 

⑦ 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 744,317 千円、前連結会計年度 586,568 千円、当連結会計年度

444,777 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。当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の増加、匿名組合等の出

資に係る損失・評価損の取込、及び貸付金等に係る貸倒引当金の計上により生じたものであります。 

   ＜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19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20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  1,113,596 283,524  

2.売掛金   86,777 40,659  

3.信託未収収益   15,769 17,164  

4.営業投資有価証券 ※1  391,104 168,771  

5.たな卸資産   32,625 18,780  

6.短期貸付金   1,165,220 851,290  

7.その他   71,703 45,886  

 貸倒引当金  △235,485 △399,041  

 流動資産合計   2,641,311 88.2 1,027,037 81.7 △1,614,274

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  300 33 300 33  

(2)工具器具備品  13,259 49,286   

減価償却累計額  6,218 7,041 18,157 31,129  

有形固定資産合計   7,074 0.2 31,162 2.5 24,087

2.無形固定資産     

(1)ソフトウェア 41,741 21,669   

(2)その他 1,682 1,530   

無形固定資産合計  43,423 1.5 23,200 1.9 △20,223

3.投資その他の資産     

(1)投資有価証券 ※1,2 143,497 45,432   

(2)出資金 61,998 36,411   

(3)その他 99,253 114,303   

 貸倒引当金 △7,542 △21,197   

 投資その他の資産合計  297,206 9.9 174,950 13.9 △122,256

 固定資産合計  347,705 11.6 229,313 18.3 △118,391

Ⅲ 繰延資産    

1.新株発行費  4,706 －  

繰延資産合計  4,706 0.2 － － △4,706

 資産合計  2,993,723 100.0 1,256,350 100.0 △1,737,373
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20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   27,606 65,165  

2. 短期借入金 ※3  470,000 90,000  

3. 
１年以内返済予定 

長期借入金 
  300,000 －  

4. 未払法人税等   5,650 5,652  

5. 未払金   － 70,724  

6. 組合出資預り金   9,691 8,168  

7. その他   41,915 17,558  

 流動負債合計   854,863 28.6 257,270 20.5 △597,592

Ⅱ 固定負債     

1. 
持分法適用に伴う 

負債 
  88,235 120,000  

2. 債務保証損失引当金   － 140,000  

 固定負債合計   88,235 2.9 260,000 20.7 171,764

 負債合計   943,099 31.5 517,270 41.2 △425,828

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

1. 資本金   2,277,607 76.1 2,280,032 181.5 2,425

2. 資本剰余金   2,189,207 73.1 2,191,632 174.4 2,425

3. 利益剰余金   △2,797,954 △93.4 △4,082,995 △325.0 △1,285,040

4. 自己株式   △2,038 △0.1 △2,038 △0.1 －

 株主資本合計   1,666,822 55.7 386,631 30.8 △1,280,190

Ⅱ 評価・換算差額等     

 
その他有価証券評価

差額金 
  △473 △1,340  

 
評価・換算差額等 

合計 
  △473 △0.0 △1,340 △0.1 △867

Ⅲ 新株予約権   12,500 0.4 － － △12,500

Ⅳ 少数株主持分   371,774 12.4 353,788 28.1 △17,986

 純資産合計   2,050,624 68.5 739,079 58.8 △1,311,545

 負債純資産合計   2,993,723 100.0 1,256,350 100.0 △1,737,373
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（訂正後） 

 
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20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  1,113,596 283,524  

2. 売掛金   86,777 40,659  

3. 信託未収収益   15,769 17,164  

4. 営業投資有価証券 ※1  391,104 168,771  

5. たな卸資産   32,625 18,780  

6. 短期貸付金   797,720 450,790  

7. その他   71,703 45,886  

 貸倒引当金  △127,985 △138,541  

 流動資産合計   2,381,311 87.1 887,037 79.5 △1,494,274

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  300 33 300 33  

 (2)工具器具備品  13,259 49,286   

 減価償却累計額  6,218 7,041 18,157 31,129  

 有形固定資産合計   7,074 0.2 31,162 2.8 24,088

2. 無形固定資産     

 (1)ソフトウェア 41,741 21,669   

 (2)その他 1,682 1,530   

 無形固定資産合計  43,423 1.6 23,200 2.0 △20,223

3. 投資その他の資産     

 (1)投資有価証券 ※1,2 143,497 45,432   

 (2)出資金 61,998 36,411   

 (3)その他 99,253 114,303   

 貸倒引当金 △7,542 △21,197   

 投資その他の資産合計  297,206 10.9 174,950 15.7 △122,256

 固定資産合計  347,705 12.7 229,313 20.5 △118,392

Ⅲ 繰延資産    

1. 新株発行費  4,706 －  

 繰延資産合計  4,706 0.2 － － △4,706

 資産合計  2,733,723 100.0 1,116,350 100.0 △1,617,373
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20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   27,606 65,165  

2. 短期借入金 ※3  470,000 90,000  

3. 
１年以内返済予定 

長期借入金 
  300,000 －  

4. 未払法人税等   5,650 5,652  

5. 未払金   － 70,724  

6. 組合出資預り金   9,691 8,168  

7. その他   63,965 17,558  

 流動負債合計   876,913 32.1 257,270 23.0 △619,643

Ⅱ 固定負債     

1. 
持分法適用に伴う 

負債 
  88,235 120,000  

 （削除）   － （削除）  

 固定負債合計   88,235 3.2 120,000 10.8 31,765

 負債合計   965,149 35.3 377,280 33.8 △587,869

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

1. 資本金   2,277,607 83.3 2,280,032 204.2 2,425

2. 資本剰余金   2,189,207 80.1 2,191,632 196.3 2,425

3. 利益剰余金   △3,080,004 △112.7 △4,082,995 △365.7 △1,002,991

4. 自己株式   △2,038 △0.1 △2,038 △0.2 －

 株主資本合計   1,384,772 50.6 386,631 34.6 △998,141

Ⅱ 評価・換算差額等     

 
その他有価証券評価

差額金 
  △473 △1,340  

 
評価・換算差額等 

合計 
  △473 △0.0 △1,340 △0.1 △867

Ⅲ 新株予約権   12,500 0.5 － － △12,500

Ⅳ 少数株主持分   371,774 13.6 353,788 31.7 △17,986

 純資産合計   1,768,574 64.7 739,079 66.2 △1,029,495

 負債純資産合計   2,733,723 100.0 1,116,350 100.0 △1,617,373
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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18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日) 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高   892,169 100.0 719,491 100.0 △172,678

Ⅱ 売上原価 ※1  731,190 82.0 457,968 63.7 △273,222

 売上総利益   160,978 18.0 261,522 36.3 100,543

Ⅲ 
販売費及び一般 

管理費 
※2  727,546 81.5 706,299 98.1 △21,247

 営業損失   566,568 △63.5 444,777 △61.8 121,791

Ⅳ 営業外収益     

1. 受取利息  12,037 9,576   

2. 買取債権回収益  4,948 －   

3. 匿名組合損益分配額  － 10,066   

4. 雑収入  2,895 19,882 2.2 2,479 22,122 3.1 2,240

Ⅴ 営業外費用     

1. 支払利息  22,948 11,025   

2. 持分法投資損失  98,938 1,834   

3. 新株発行費償却  4,706 4,706   

4. 社債発行費償却  4,103 －   

5. 匿名組合損益分配額  12,176 －   

7.支払手数料  ー 46,850   

8.雑損失  1,534 144,408 16.2 824 65,241 9.1 △79,166

 経常損失   691,094 △77.5 487,896 △67.8 203,198

Ⅵ 特別利益     

1. 貸倒引当金戻入益  4,805 9,929   

2. 新株予約権戻入益  － 12,500   

3.出資金償還益  － 15,000   

4.固定資産売却益  － 4,805 0.5 3,816 41,246 5.7 36,441

Ⅶ 特別損失     

1. 投資有価証券評価損  211,542 95,100   

2. 出資金評価損  15,000 －   

3. たな卸資産評価損  83,188 22,080   

4. 貸倒引当金繰入額  207,500 184,150   

5. 減損損失 ※3 483,349 －   

6.
債務保証損失引当金

繰入額 
 － 140,000   

7.持分法投資損失  － 1,000,580 112.1 423,164 864,495 120.1 △136,084

 
税金等調整前当期 

純損失 
  1,686,869 △189.1 1,311,145 △182.2 375,723

 
法人税、住民税及び 

事業税 
 1,130 950   

 法人税等調整額  － 1,130 0.1 － 950 0.1 △180

 少数株主損失   27,698 3.1 27,086 3.7 △612

 当期純損失   1,660,300 △186.1 1,285,009 △178.6 375,291
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（訂正後） 

 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日) 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高   852,169 100.0 719,491 100.0 △132,678

Ⅱ 売上原価 ※1  731,190 85.8 457,968 63.7 △273,222

 売上総利益   120,978 14.2 261,522 36.3 140,544

Ⅲ 
販売費及び一般 

管理費 
※2  707,546 83.0 706,299 98.1 △1,247

 営業損失   586,568 △68.8 444,777 △61.8 △141,791

Ⅳ 営業外収益     

1. 受取利息  12,037 9,576   

2. 買取債権回収益  4,948 －   

3. 匿名組合損益分配額  － 10,066   

4. 雑収入  2,895 19,882 2.3 2,479 22,122 3.1 2,240

Ⅴ 営業外費用     

1. 支払利息  22,948 11,025   

2. 持分法投資損失  98,938 1,834   

3. 新株発行費償却  4,706 4,706   

4. 社債発行費償却  4,103 －   

5. 匿名組合損益分配額  12,176 －   

7.支払手数料  ー 46,850   

8.その他  2,534 145,408 17.1 824 65,241 9.1 △80,167

 経常損失   712,094 △83.6 487,896 △67.8 △224,198

Ⅵ 特別利益     

1. 貸倒引当金戻入益  4,805 9,929   

2. 新株予約権戻入益  － 12,500   

3.出資金償還益  － 15,000   

4.固定資産売却益  － 3,816   △38,592

5.循環取引利益  54,833 59,838 7.0 － 41,246 5.7 

Ⅶ 特別損失     

1. 投資有価証券評価損  131,542 95,100   

2. 出資金評価損  15,000 －   

3. たな卸資産評価損  83,188 22,080   

4. 貸倒引当金繰入額  100,000 31,150   

5. 減損損失 ※3 141,683 －   

 6.持分法投資損失  － 423,164   90,831

 7.循環取引損失  － 471,414 55.3 10,950 582,445 80.9 

 
税金等調整前当期 

純損失 
  1,123,870 △131.9 1,029,095 △143.0 △94,775

 
法人税、住民税及び 

事業税 
 1,130 950   

 法人税等調整額  － 1,130 0.1 － 950 0.1 △180

 少数株主損失   27,698 3.2 27,086 3.7 △612

 当期純損失   1,097,301 △128.8 1,002,959 △139.4 △94,342

      



- 15 - 

 

(3）【連結株主資本等変動計算書】 

（訂正前） 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日）         

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 － △1,600,300

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） 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日）         

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 2,891,822

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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(訂正前) 

当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）   

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 19 年３月 31 日残高 

（千円） 2,277,607 2,189,207 △2,797,954 △2,038 1,666,822

連結会計年度中の変動額   

連結除外による減少  △31  △31

新株の発行 2,425 2,425  4,850

当期純利益  △1,285,009  △1,285,009

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） 
2,425 2,425 △1,285,040 － △1,280,190

平成 20 年３月 31 日残高 

（千円） 2,280,032 2,191,632 △4,082,995 △2,038 386,631

    

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 19 年３月 31 日残高 

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

連結会計年度中の変動額   

連結除外による減少   △31

新株の発行   4,850

当期純利益   △1,285,009

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

△867 △867 △12,500 △17,986 △31,354

連結会計年度中の変動額

合計 （千円） 
△867 △867 △12,500 △17,986 △1,311,545

平成 20 年３月 31 日残高 

（千円） △1,340 △1,340 － 353,788 739,079
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(訂正後) 

当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）   

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 19 年３月 31 日残高 

（千円） 2,277,607 2,189,207 △3,080,004 △2,038 1,384,772

連結会計年度中の変動額   

連結除外による減少  △31  △31

新株の発行 2,425 2,425  4,850

当期純利益  △1,002,959  △1,002,959

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） 
2,425 2,425 △1,002,990 － △998,140

平成 20 年３月 31 日残高 

（千円） 2,280,032 2,191,632 △4,082,995 △2,038 386,631

    

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 19 年３月 31 日残高 

（千円） △473 △473 12,500 371,774 1,768,574

連結会計年度中の変動額   

連結除外による減少   △31

新株の発行   4,850

当期純利益   △1,002,959

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

△867 △867 △12,500 △17,986 △31,354

連結会計年度中の変動額

合計 （千円） 
△867 △867 △12,500 △17,986 △1,029,495

平成 20 年３月 31 日残高 

（千円） △1,340 △1,340 － 353,788 739,079
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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18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)  

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20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  △1,686,869 △1,311,145 375,723 

減価償却費  92,232 21,908 △70,323 

持分法投資損失  98,938 424,998 326,059 

貸倒引当金の増加額  202,694 177,212 △25,482 

債務保証損失引当金の増

加額 

 
－ 140,000 140,000 

受取利息  △12,037 △9,576 2,460 

支払利息  22,948 11,025 △11,922 

組合損益分配額  12,176 △10,066 △22,243 

投資有価証券評価損  211,542 95,100 △116,442 

出資金評価損  15,000 － △15,000 

減損損失  483,349 － △483,349 

売上債権の減少額  725,805 46,117 △679,687 

信託未収収益の増加額  △15,769 △1,395 14,374 

たな卸資産の減少額  204,269 13,844 △190,424 

営業投資有価証券の減少

額 

 
222,077 222,333 255 

仕入債務の増減額（減少

は△） 

 
△276,876 37,559 314,435 

組合出資預り金の減少額  △41,956 △1,522 40,433 

新株予約権戻入益  － △12,500 △12,500 

出資金償還益  － △15,000 △15,000 

固定資産売却益  － △3,816 △3,816 

その他  △40,247 75,504 115,752 

小計  217,279 △99,418 △316,697 

利息及び配当金の受取額  10,986 13,052 2,065 

利息の支払額  △21,858 △11,025 10,832 

法人税等の支払額  △949 △948 1 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 

 
205,458 △98,339 △303,798 
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 前連結会計年度 
 (自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)  

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20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） 

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 

 
△8,012 △40,356 △32,344 

固定資産の売却による
収入 

 
－ 30,000 30,000 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 
△23,900 △11,599 12,300 

貸付けによる支出  △775,500 △754,670 20,830 

貸付金の回収による収
入 

 
1,350,267 659,161 △691,106 

投資有価証券の取得及
び出資による支出 

 
△81,608 － 81,608 

投資有価証券及び出資
金回収による収入 

 
90,720 50,915 △39,805 

保証金の差入による支
出 

 
△20,687 － 20,687 

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  2,924 － △2,924 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
532,962 △66,550 △599,512 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
   

短期借入金の純減少額  △680,000 △380,000 300,000 

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 

 
△25,685 △300,000 △274,315 

株式の発行による収入  1,892 4,850 2,957 

少数株主からの払込に
よる収入 

 
－ 10,000 10,000 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
△700,792 △665,150 35,642 

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△） 

 
37,628 △830,040 △867,668 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 
955,968 993,596 37,628 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及
び現金同等物の減少額 

 
－ △31 △31 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
期末残高     

※1 993,596 163,524 △830,071 
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(訂正後) 

 
 前連結会計年度 

 (自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)  

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20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  △1,123,870 △1,029,095 94,775 

減価償却費  42,232 21,908 △20,324 

持分法投資損失  98,938 424,998 326,059 

貸倒引当金の増加額  95,194 24,212 △70,982 

（削除）  （削除） （削除） （削除） 

受取利息  △12,037 △9,576 2,460 

支払利息  22,948 11,025 △11,922 

組合損益分配額  12,176 － △12,176 

投資有価証券評価損  201,692 95,100 △45,692 

出資金評価損  15,000 － △15,000 

減損損失  141,683 － △141,683 

売上債権の減少額  410,805 46,117 △364,688 

信託未収収益の増加額  △15,769 △1,395 14,374 

たな卸資産の減少額  204,269 13,844 △190,424 

営業投資有価証券の減少

額 

 
222,077 222,333 255 

仕入債務の増減額（減少

は△） 

 
△276,876 37,559 314,435 

組合出資預り金の減少額  △41,956 △1,522 40,433 

新株予約権戻入益  － △12,500 △12,500 

出資金償還益  － △15,000 △15,000 

固定資産売却益  － △3,816 △3,816 

その他  △146,730 53,454 129,218 

小計  △150,220 △132,418 17,802 

利息及び配当金の受取額  10,986 13,052 2,065 

利息の支払額  △21,858 △11,025 10,832 

法人税等の支払額  △949 △948 1 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 

 
△162,041 △131,339 30,702 
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 前連結会計年度 
 (自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)  

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20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） 

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 

 
△8,012 △40,356 △32,344 

固定資産の売却による
収入 

 
－ 30,000 30,000 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 
△23,900 △11,599 12,300 

貸付けによる支出  △775,500 △721,670 53,830 

貸付金の回収による収
入 

 
1,717,767 659,161 △1,058,606 

投資有価証券の取得及
び出資による支出 

 
△81,608 － 81,608 

投資有価証券及び出資
金回収による収入 

 
90,720 50,915 △39,805 

保証金の差入による支
出 

 
△20,687 － 20,687 

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  2,924 － △2,924 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
900,462 △33,550 △934,012 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
   

短期借入金の純減少額  △680,000 △380,000 300,000 

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 

 
△25,685 △300,000 △274,315 

株式の発行による収入  1,892 4,850 2,957 

少数株主からの払込に
よる収入 

 
－ 10,000 10,000 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 
△700,792 △665,150 35,642 

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△） 

 
37,628 △830,040 △867,668 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 
955,968 993,596 37,628 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及
び現金同等物の減少額 

 
－ △31 △31 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
期末残高     

※1 993,596 163,524 △830,071 
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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18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20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＞ 

当社グループは、前々連結会計年度 615,568 千円、前

連結会計年度 566,568 千円、当連結会計年度 444,777 千

円と大幅な営業損失を計上しております。また、営業キ

ャッシュ・フローも 98,339 千円のマイナスとなり、手元

流動性が悪化しております。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18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20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。また、営業キ

ャッシュ・フローも 162,041 千円のマイナスとなり、手

許流動性が悪化しております。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、前々連結会計年度 744,317 千円、前

連結会計年度 586,568 千円、当連結会計年度 444,777 千

円と大幅な営業損失を計上しております。また、営業キ

ャッシュ・フローも 131,339 千円のマイナスとなり、手

元流動性が悪化しております。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 

（訂正前） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  債権の貸倒れに備えて、一般債権に

ついては貸倒実績率により計上してお

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

 債権の貸倒れに備えて、一般債権に

ついては貸倒実績率により計上してお

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

  ② 債務保証損失引当金 

 

 

 

＜省略＞ 

―――――― 

 

 

＜省略＞ 

保証債務に係る損失に備えるため、

保証先の財政状態等を勘案して、損失

負担見込額を計上しております。 

＜省略＞ 

 

（訂正後） 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えて、一般債権に

ついては貸倒実績率により計上してお

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

 債権の貸倒れに備えて、一般債権に

ついては貸倒実績率により計上してお

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基

準 

―――――― （削除） 

 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜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18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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）  

＜省略＞ 

 

 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18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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）  

＜省略＞ 

 

 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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（連結損益計算書関係） 

（訂正前） 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20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234,916千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83,160千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 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
     

※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 183,843千円

従業員給与手当 194,456千円

役員報酬 63,424千円

賃借料 64,851千円

減価償却費 21,659千円
         

※３．減損損失 ※３．   ――――― 

当連結会計年度において、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。 

 

 

場所 用途 種類 

本社(東京都港区） 自社利用 ソフトウェア

ユビキャスト匿名
組合事業（東京都
新宿区） 

自社利用 ソフトウェア

  

 

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。 
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（訂正後） 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20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234,916千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83,160千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 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 65,850千円
     

※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 183,843千円

従業員給与手当 194,456千円

役員報酬 63,424千円

賃借料 64,851千円

減価償却費 21,659千円
         

※３．減損損失 ※３．       ―――――― 

当連結会計年度において、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。 

 

 

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） 

  

   

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。 

 

 
 

※３．   ――――― 
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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 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 1,050 31,912

＜省略＞ 

（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 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

(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 1,283,993 154,744 1,438,737

営業利益又は営業損失（△） 167,854 △589,532 △10,146 △431,824 (154,744) △586,568

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

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 20,643 117,098 － 137,741 3,941 141,683

  資本的支出 17,019 13,803 － 30,822 1,050 31,912

＜省略＞ 
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  当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

（訂正前） 

 
信託事業 
（千円） 

兼業事業 
（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 408,336 311,154 719,491 － 719,491 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

    －     －     －     －     － 

計 408,336 311,154 719,491     － 714,491 

営業費用 359,178 610,746 969,924 194,343 1,164,268 

営業利益又は営業損失（△） 49,157 △299,591 △250,433 （194,343） △444,777 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
     

  資産 73,856 932,052 1,005,908 250,441 1,256,350 

  減価償却費 7,455 9,889 17,345 4,563 21,908 

  資本的支出 12,187 14,932 27,119 24,836 51,956 

＜省略＞ 

 

（訂正後） 

 
信託事業 
（千円） 

兼業事業 
（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 408,336 311,154 719,491 － 719,491 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

    －     －     －     －     － 

計 408,336 311,154 719,491     － 719,491 

営業費用 359,178 610,746 969,924 194,343 1,164,268 

営業利益又は営業損失（△） 49,157 △299,591 △250,433 （194,343） △444,777 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
     

  資産 73,856 792,052 865,908 250,441 1,116,350 

  減価償却費 7,455 9,889 17,345 4,563 21,908 

  資本的支出 12,187 14,932 27,119 24,836 51,956 

＜省略＞ 
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（関連当事者との取引） 

＜省略＞ 

（１株当たり情報） 

（訂正前） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）  

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 
      

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

       

       

１株当たり純資産額 1,848円60銭

１株当たり当期純損失金額 6,169円41銭

        
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）  

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 
      

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

       

       

１株当たり純資産額 1,848円60銭

１株当たり当期純損失金額 4,815円27銭

        
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため記載し

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

(訂正前) 

 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）  

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当期純損失（千円） 1,660,300 1,285,009 

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） 1,660,300 1,285,009 

期中平均株式数 208,058.48株 208,287.08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18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）  

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 2,050,624 739,079 

純資産の部の合計金額から控除する

金額 （千円） 
       384,274 353,788 

（うち新株予約権） （12,500） （－） 

（うち少数株主持分） （371,774） （353,788） 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
1,666,349 385,291 

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 208,423株 
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(訂正後) 

 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）  

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当期純損失（千円） 1,097,301 1,002,959 

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） 1,097,301 1,002,959 

期中平均株式数 208,058.48株 208,287.08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18年４月１日 

  至 平成19年３月31日）  

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 1,768,574 739,079 

純資産の部の合計金額から控除する

金額 （千円） 
       384,274 353,788 

（うち新株予約権） （12,500） （－） 

（うち少数株主持分） （371,774） （353,788） 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
1,384,300 385,291 

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 208,423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19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20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  526,194 157,367  

2.売掛金   86,777 40,659  

3.信託未収収益   15,769 17,164  

4.営業投資有価証券 ※3  804,055 664,786  

5.商品   6,196 －  

6.仕掛品   26,429 54  

7.製品   － 18,726  

8.短期貸付金 ※3  1,005,220 891,335  

9.前払費用   31,504 7,089  

10.その他   21,536 27,218  

 貸倒引当金   △323,720 △790,441  

 流動資産合計   2,199,962 87.2 1,033,960 81.7 △1,166,001

Ⅱ 固定資産     

1.有形固定資産     

(1)建物  333 333   

  減価償却累計額  300 33 300 33  

(2)工具器具備品  8,929 49,286   

  減価償却累計額  4,321 4,607 18,157 31,129  

有形固定資産合計   4,641 0.2 31,162 2.5 26,521

2.無形固定資産     

(1)商標権   1,031 880  

(2)ソフトウェア   13,499 21,669  

(3)電話加入権   650 650  

無形固定資産合計   15,182 0.6 23,200 1.8 8,017

3.投資その他の資産   44,597  

 (1)投資有価証券 ※1  140,827 2,500  

 (2)関係会社株式   2,500 170  

 
(3)その他関係会社有

価証券 
  170 36,411  

 (4)出資金   61,998 830  

 (5)長期前払費用   1,081 20,000  

 (6)役員長期貸付金   20,000 10,420  

 (7)従業員長期貸付金   10,420 18,038  

 (8)長期貸付金   － 59,872  

 (9)敷金保証金   59,872 5,142  

 (10)その他投資   7,879 △21,197  

 貸倒引当金   △7,542 44,597  

 投資その他の資産合計   297,206 11.8 176,785 14.0 △120,421

 固定資産合計   317,030 12.6 231,147 18.3 △85,882

Ⅲ 繰延資産     

1.新株発行費   4,706 － － 

繰延資産合計   4,706 0.2 － － △4,706

 資産合計   2,521,699 100.0 1,265,108 100.0 △1,256,590
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20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   27,606 65,165  

2. 短期借入金 
※

1,2,3
 470,000 456,000  

3. １年以内返済予定 

長期借入金 
  300,000 －  

4. 未払金   13,679 69,937  

5. 未払法人税等   5,650 5,652  

6. 預り金   9,768 12,782  

7. 組合出資預り金   9,691 8,168  

8. その他   7,560 8,964  

 流動負債合計   843,956 33.5 626,671 49.5 △217,284

Ⅱ 固定負債     

1. 債務保証損失引当金   － 260,000  

 固定負債合計   － － 260,000 20.6 260,000

 負債合計   843,956 33.5 886,671 70.1 42,715

      

 (純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

1. 資本金   2,277,607 90.3 2,280,032 180.2 2,425

2. 資本剰余金     

 (1)資本準備金  2,189,207 2,191,632   

 資本剰余金合計   2,189,207 86.8 2,191,632 173.2 2,425

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 △4,089,849   

  利益剰余金合計   △2,799,060 △111.0 △4,089,849 △323.3 △1,290,788

4. 自己株式   △2,038 △0.1 △2,038 △0.1 －

 株主資本合計   1,665,716 66.0 379,777 30.0 △1,285,938

Ⅱ 評価・換算差額等     

1. その他有価証券評価

差額金 
  △473 △1,340  

 評価・換算差額等合計   △473 △0.0 △1,340 △0.1 △867

Ⅲ 新株予約権   12,500 0.5 － － △12,500

 純資産合計   1,677,743 66.5 378,436 29.9 △1,299,306

 負債純資産合計   2,521,699 100.0 1,265,108 100.0 △1,256,590
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（訂正後） 

 
前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20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  526,194 157,367   

2.売掛金   86,777 40,659   

3.信託未収収益   15,769 17,164   

4.営業投資有価証券 ※3  804,055 664,786   

5.商品   6,196 －   

6.仕掛品   26,429 54   

7.製品   － 18,726   

8.短期貸付金 ※3  677,720 530,835   

9.前払費用   31,504 7,089   

10.その他   21,536 27,218   

 貸倒引当金   △116,220 △492,941   

 流動資産合計   2,079,962 86.6 1,033,960 81.7 △1,046,002

Ⅱ 固定資産     

1.有形固定資産     

(1)建物  333 333   

  減価償却累計額  300 33 300 33  

(2)工具器具備品  8,929 49,286   

  減価償却累計額  4,321 4,607 18,156 31,129  

有形固定資産合計   4,641 0.2 31,162 2.5 26,521

2.無形固定資産     

(1)商標権   1,031 880   

(2)ソフトウェア   13,499 21,669   

(3)電話加入権   650 650   

無形固定資産合計   15,182 0.6 23,200 1.8 8,017

3.投資その他の資産     

 (1)投資有価証券 ※1  140,827 44,597   

 (2)関係会社株式   2,500 2,500   

 
(3)その他関係会社有

価証券 
  170 170   

 (4)出資金   61,998 36,411   

 (5)長期前払費用   1,081 830   

 (6)役員長期貸付金   20,000 20,000   

 (7)従業員長期貸付金   10,420 10,420   

 (8)長期貸付金   － 18,038   

 (9)敷金保証金   59,872 59,872   

 (10)その他投資   7,879 5,142   

 貸倒引当金   △7,542 △21,197   

 投資その他の資産合計   297,206 12.4 176,785 14.0 △120,421

 固定資産合計   317,030 13.2 231,147 18.3 △85,882

Ⅲ 繰延資産     

1.新株発行費   4,706 － － 

繰延資産合計   4,706 0.2 － － △4,706

 資産合計   2,401,699 100.0 1,265,108 100.0 △1,136,591
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20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   27,606 65,165  

2. 短期借入金 
※

1,2,3
 470,000 456,000  

3. １年以内返済予定 

長期借入金 
  300,000 －  

4. 未払金   13,679 69,937  

5. 未払法人税等   5,650 5,652  

6. 預り金   71,818 52,782  

7. 組合出資預り金   9,691 8,168  

8. その他   7,560 8,964  

 流動負債合計   906,006 37.7 666,671 52.7 △239,335

Ⅱ 固定負債     

1. 債務保証損失引当金   － 220,000  

 固定負債合計   － － 220,000 17.4 220,000

 負債合計   906,006 37.7 886,671 70.1 19,335

      

 (純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

1. 資本金   2,277,607 94.8 2,280,032 180.2 2,425

2. 資本剰余金     

 (1)資本準備金  2,189,207 2,191,632   

 資本剰余金合計   2,189,207 91.2 2,191,632 173.2 2,425

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 △4,089,849   

  利益剰余金合計   △2,981,110 △124.1 △4,089,849 △323.3 △1,108,739

4. 自己株式   △2,038 △0.1 △2,038 △0.1 －

 株主資本合計   1,483,666 61.8 379,777 30.0 △1,103,883

Ⅱ 評価・換算差額等     

1. その他有価証券評価

差額金 
  △473 △1,340  

 評価・換算差額等合計   △473 △0.0 △1,340 △0.1 △867

Ⅲ 新株予約権   12,500 0.5 － － △12,500

 純資産合計   1,495,693 62.3 378,436 29.9 △1,117,257

 負債純資産合計   2,401,699 100.0 1,265,108 100.0 △1,136,591
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(2）【損益計算書】 

 （訂正前） 

 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高   926,570 100.0 735,928 100.0 △190,642

Ⅱ 売上原価   753,421 81.3 447,074 60.7 △306,347

 売上総利益   173,149 18.7 288,854 39.3 115,705

Ⅲ 
販売費及び一般 

管理費 ※1  646,527 69.8 699,655 95.1 53,128

 営業損失   473,377 △51.1 410,801 △55.8 62,576

Ⅳ 営業外収益     

1.受取利息 ※4 12,384 9,576   

2.買取債権回収益  4,948 －   

3.組合損益分配額  － 10,066   

4.雑収入  1,785 19,118 2.1 2,453 22,097 3.0 2,979

Ⅴ 営業外費用     

1.支払利息 ※4 27,158 21,985   

2.新株発行費償却  4,706 4,706   

3.社債発行費償却  4,103 －   

4.支払手数料  － 46,850   

5.匿名組合損益分配額  62,126 －   

6.雑損失  1,520 99,615 10.8 526 74,069 10.1 △25,546

 経常損失   553,875 △59.8 462,772 △62.9 91,102

Ⅵ 特別利益     

1.貸倒引当金戻入益  4,805 9,929   

2.新株予約権戻入益  － 12,500   

3.出資金償還益  － 4,805 0.5 15,000 37,429 5.1 32,624

Ⅶ 特別損失     

1.投資有価証券評価損 ※3 633,458 95,100   

2.出資金評価損  15,000 －   

3.たな卸資産評価損  83,188 22,080   

4.減損損失 ※2 115,482 －   

5.貸倒引当金繰入額  322,755 487,314   

6.
債務保証損失引当金

繰入額  － 1,173,885 126.7 260,000 864,495 117.5 309,390

 税引前当期純損失   1,722,955 △186.0 1,289,838 △175.3 433,116

 
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   1,723,905 △186.1 1,290,788 △175.4 433,116
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（訂正後） 

 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％) 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高   886,570 100.0 735,928 100.0 △150,642

Ⅱ 売上原価   753,421 85.0 447,074 60.7 △306,347

 売上総利益   133,149 15.0 288,854 39.3 155,705

Ⅲ 
販売費及び一般 

管理費 ※1  626,527 70.7 699,655 95.1 73,128

 営業損失   493,377 △55.7 410,801 △55.8 △82,576

Ⅳ 営業外収益     

1.受取利息 ※4 12,384 9,576   

2.買取債権回収益  5,057 －   

3.組合損益分配額  － 10,066   

4.雑収入  1,676 19,118 2.2 2,453 22,097 3.0 2,979

Ⅴ 営業外費用     

1.支払利息 ※4 27,158 21,985   

2.新株発行費償却  4,706 4,706   

3.社債発行費償却  4,103 －   

4.支払手数料  － 46,850   

5.匿名組合損益分配額  12,176 －   

6.雑損失  2,520 50,665 5.7 526 74,069 10.1 23,404

 経常損失   524,925 △59.2 462,772 △62.9 △62,153

Ⅵ 特別利益     

1.貸倒引当金戻入益  4,805 8,929   

2.新株予約権戻入益  － 12,500   

3.出資金償還益  － 9.0 15,000   △43,409

4.循環取引利益  4,833 9,688 1.1 － 36,429 5.0 

Ⅶ 特別損失     

1.投資有価証券評価損 ※3 189,541 95,100   

2.出資金評価損  15,000 －   

3.たな卸資産評価損  83,188 22,080   

4.減損損失 ※2 119,482 －   

5.貸倒引当金繰入額  115,255 333,314   

6.
債務保証損失引当金

繰入額  － 220,000   88,827

7.循環取引損失  － 522,468 58.9 10,950 681,445 92.6 

 税引前当期純損失   1,037,705 △117.0 1,107,788 △150.5 70,083

 
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   1,038,655 △117.1 1,108,738 △150.7 70,083
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③【株主資本等変動計算書】 
前事業年度（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 2,512,929

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 － △1,029,263

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 2,532,596

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 △1,036,903

平成19年３月31日 残高（千円） △473 △473 12,500 1,495,693
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当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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

事業年度中の変動額    

新株の発行 2,425 2,425 2,425   4,850

当期純利益  △1,290,788 △1,290,788  △1,290,788

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） 2,425 2,425 2,425 △1,290,788 △1,290,788 － △1,285,938

平成20年３月31日 残高（千円） 2,280,032 2,191,632 2,191,632 △4,089,849 △4,089,849 △2,038 379,777
        

 

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19年３月31日 残高（千円） △473 △473 12,500 1,677,743

事業年度中の変動額  

新株の発行  4,850

当期純利益  △1,290,788

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額) 

△867 △867 △12,500 △13,367

事業年度中の変動額合計（千円） △867 △867 △12,500 △1,299,306

平成20年３月31日 残高（千円） △1,340 △1,340 － 378,436
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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

事業年度中の変動額    

新株の発行 2,425 2,425 2,425   4,850

当期純利益  △1,108,738 △1,108,738  △1,108,738

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） 2,425 2,425 2,425 △1,108,738 △1,108,738 － △1,103,889

平成20年３月31日 残高（千円） 2,280,032 2,191,632 2,191,632 △4,089,849 △4,089,849 △2,038 379,777
        

 

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19年３月31日 残高（千円） △473 △473 12,500 1,495,693

事業年度中の変動額  

新株の発行  4,850

当期純利益  △1,108,738

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額) 

△867 △867 △12,500 △13,367

事業年度中の変動額合計（千円） △867 △867 △12,500 △1,117,256

平成20年３月31日 残高（千円） △1,340 △1,340 － 378,436
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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18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

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＞ 

当社は、前々事業年度 504,350 千円、前事業年度

473,377 千円、当事業年度 410,801 千円と大幅な営業損

失を計上しており、また手元流動性も悪化しております。 

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） 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

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＞ 

当社は、前々事業年度 655,350 千円、前事業年度

493,377 千円、当事業年度 410,801 千円と大幅な営業損

失を計上しており、また手元流動性も悪化しております。 

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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会計処理方法の変更 

（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20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18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20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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 (4）注記事項 

（損益計算書関係） 

（訂正前） 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)   

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

※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 
    
 

（省略） 
 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 77.6％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は 22.4％

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 63,424千円

給与手当 194,456 

雑給 30,946 

法定福利費 28,030 

業務委託費 16,709 

旅費交通費 12,830 

支払手数料 183,821 

賃借料 64,851 

減価償却費 17,167 

租税公課 29,427 
     
（省略） 

※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

           

※３．投資有価証券評価損の内訳 
       

投資有価証券評価損 95,100千円

           

※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

    

※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。 
       

支払利息 11,310千円

    

 



- 46 - 

 

（訂正後） 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)   

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

※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 
    
 

＜省略＞ 
 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 77.6％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は 22.4％

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 63,424千円

給与手当 194,456 

雑給 30,946 

法定福利費 28,030 

業務委託費 16,709 

旅費交通費 12,830 

支払手数料 183,821 

賃借料 64,851 

減価償却費 17,167 

租税公課 29,427 
     
＜省略＞ 

※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

           

※３．投資有価証券評価損の内訳 
       

投資有価証券評価損 95,100千円

           

※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

    

※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。 
       

支払利息 11,310千円

    

 



- 47 - 

 

（１株当たり情報） 
（訂正前） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 8,000円09銭 

１株当たり当期純損失金額 8,285円68銭 

  

  

１株当たり純資産額 1,815円72銭 

１株当たり当期純損失金額 6,197円16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、潜在株式は存在するものの当期純損失であるため

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、潜在株式は存在するものの当期純損失であるため

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。 
 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

1株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 1,723,905 1,290,788 

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） 1,723,905 1,290,788 

期中平均株式数 208,058.48株 208,287.08株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況、１ 株式の状況、(2) 

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況、１ 株式の状況、(2) 

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 1,677,743 378,436 

純資産の部の合計金額から控除する金

額（千円） 
12,500 － 

（うち新株予約権） （12,500） （  －） 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
1,665,243 378,436 

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 208,423株 
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（訂正後） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 7,125円50銭 

１株当たり当期純損失金額 4,992円13銭 

  

  

１株当たり純資産額 1,815円72銭 

１株当たり当期純損失金額 5,323円13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、潜在株式は存在するものの当期純損失であるため

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、潜在株式は存在するものの当期純損失であるため

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。 
 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

1株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円）   1,038,655 1,108,738 

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）  1,038,655 1,108,738 

期中平均株式数 208,058.48株 208,287.08株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況、１ 株式の状況、(2) 

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況、１ 株式の状況、(2) 

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 1,495,693 378,436 

純資産の部の合計金額から控除する金

額（千円） 
12,500 － 

（うち新株予約権） （12,500） （  －） 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
1,483,193 378,436 

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 208,423株 
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【引当金明細表】 
（訂正前） 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用）
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 331,263 491,270 228 10,666 811,639 

債務保証損失引当金 － 260,000 － － 260,000 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるもの及び債権の回収に伴う戻入益

であります。 

 
（訂正後） 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用）
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 123,763 338,270 228 10,666 451,139 

債務保証損失引当金 － 220,000 － － 220,000 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるもの及び債権の回収に伴う戻入益

であります。 

 
（２）【主な資産及び負債の内容】 
⑤短期貸付金 
 （訂正前） 

相手先 金額（千円） 

株式会社九天社 391,400 

ダイナウェアソリューションズ株式会社 275,000 

株式会社グローバル・エー・エンタテイメント 100,000 

株式会社ジャパン・デジタル・メディア 85,500 

テクノバン株式会社 25,000 

その他 14,435 

合計 891,335 

 
（訂正後） 

相手先 金額（千円） 

株式会社九天社 391,400 

株式会社グローバル・エー・エンタテイメント 100,000 

テクノバン株式会社 25,000 

その他 14,435 

合計 530,835 

 

 


