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（訂正）「平成 21 年 3 月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 
 当社は、平成21年5月15日付にて「平成21年3月期決算短信」を発表いたしましたが、記載事項に訂正すべき事項
がございましたので、下記のとおり訂正いたします。（下線は訂正部分を示します。） 
 
訂正箇所 
１．４ページ 

【訂正前】 

未記載 
【訂正後】 
（5） 継続企業の前提に関する重要事象等 
当社グループは、前連結会計年度に883,387千円、当連結会計年度においても業績の改善には至っておらず、1,010,448千円の営

業損失を計上いたしました。 
  この結果、当連結会計年度におきまして2,056,746千円の債務超過になっております。 
  また、財政状態の状況といたしまして、平成18年３月31日に発行いたしました転換社債型新株予約権付社債3,000,000千円の平

成 20 年９月 30 日繰上償還請求を受領しました。社債権者との協議の結果、準消費貸借契約に切替、順次返済をおこなうべく契約

締結いたしました。しかしながら、金融情勢・経済情勢の激変により返済計画の再見直しの必要が生じており、債権者との再協議を

行っております。 
  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おります。 
  連結財務諸表提出会社である当社は、当該事象を解消すべく、当連結会計年度におきましては以下の項目を実施しました。 
① メディカルソリューション事業の拡大のための人員配置の実施。 
② 不採算事業の譲渡。 
③ 事務所の統合による費用圧縮。 
④ 投資事業の展開。 
⑤ 資金調達先の模索。 
⑥ 事業提携先の模索。 
⑦ 固定資産の売却。 
⑧ 経営体制の見直し。 
⑨ 事業の見直し。 
 また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。 
① メディカルソリューション事業の販売代理店政策展開による規模と収益の拡大推進。 
② 子会社メディア情報開発株式会社との事業シナジー追求による事業規模の拡大推進。 
③ 組織編成の見直しによる経営効率の改善。 
④ 相乗効果が期待できる企業との事業提携の模索。 
⑤ 事業シナジーの希薄な子会社及び事業の譲渡ならびに保有資産の売却による返済原資の確保。 
⑥ 人員構成の見直し。 
⑦ 固定費圧縮。 
⑧ 経営陣の見直し。 
⑨ 資本増強のための資金調達の具体化。 
⑩債権者との返済条件の緩和の合意 

 上記施策により営業収益の改善に努めてまいりますとともに、資産の効率的活用による借入金の圧縮による財務体質の安定を図

っていく所存であります。しかしながら、これら対応策に関しては経済環境の改善、人材の確保、関係当事者との合意が得られるこ



とを前提として計画しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  
  連結財務諸表は継続企業を前提としており、継続企業の前提に関する不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。 
 
２．１４ページ 
【訂正前】 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社グループは、前連結会計年度に780,837千円、当連結会計年

度において、883,387千円の営業損失を計上いたしました。また、

営業キャッシュ・フローは平成13年3月期以降マイナスの状態が

継続しており、当期純損失は、今後の事業展開を修正したことによ

る、事業投下資金の回収についての保守的会計処理により貸倒引当

金を設定したこと等に伴い1,782,392千円を計上いたしました。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おり

ます。 
連結財務諸表提出会社である当社は、当該事象を解消すべく、当連

結会計年度におきましては以下の項目を実施しました。 
①メディカルソリューション事業の拡大を推進。 
②Doing放送の縮小および再構築。 
③事業の再構築のための資産の見直し。 
また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。 
① メディカルソリューション事業への人材集中による収益拡大の

追及。 
② 企業再生事業の確立と、高収益が見込める投資等、資本市場で

の事業展開の推進による事業規模の拡大。 
③ 組織編成の見直しによる経営効率の改善。 
一方、財務的には当連結会計年度に実施しました関係会社株式売却

等によって獲得した資金もありますが、上記施策のより営業キャッ

シュ・フローの黒字定着に努めてまいります。 
 また、貸倒引当金計上いたしました資金の回収に努めるととも

に、資産の効率的活用による財務体質の安定化を図っていく所存で

あります。 
連結財務諸表は継続企業を前提としており、このような重要な疑義

の存在を連結財務諸表に反映しておりません。 

 当社グループは、前連結会計年度に883,387千円、当連結会

計年度においても業績の改善には至っておらず、1,010,448 千

円の営業損失を計上いたしました。 
  この結果、当連結会計年度におきまして2,056,746千円の債務

超過になっております。 
  また、財政状態の状況といたしまして、平成 18 年３月 31 日

に発行いたしました転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 千

円の平成20年９月30日繰上償還請求を受領しました。社債権

者との協議の結果、準消費貸借契約に切替、順次返済をおこな

うべく契約締結いたしました。しかしながら、金融情勢・経済

情勢の激変により返済計画の再見直しの必要が生じており、債

権者との再協議を行っております。 
  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

ております。 
  連結財務諸表提出会社である当社は、当該事象を解消すべく、

当連結会計年度におきましては以下の項目を実施しました。 
① メディカルソリューション事業の拡大のための人員配置の

実施。 
② 不採算事業の譲渡。 
③ 事務所の統合による費用圧縮。 
④ 投資事業の展開。 
⑤ 資金調達先の模索。 
⑥ 事業提携先の模索。 
⑦ 固定資産の売却。 
⑧ 経営体制の見直し。 
⑨ 事業の見直し。 
 また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。 
① メディカルソリューション事業の販売代理店政策展開によ

る規模と収益の拡大推進。 
② 子会社メディア情報開発株式会社との事業シナジー追求に

よる事業規模の拡大推進。 
③ 組織編成の見直しによる経営効率の改善。 
④ 相乗効果が期待できる企業との事業提携の模索。 
⑤ 事業シナジーの希薄な子会社及び事業の譲渡ならびに保有

資産の売却による返済原資の確保。 
⑥ 人員構成の見直し。 
⑦ 固定費圧縮。 
⑧ 経営陣の見直し。 
⑨ 資本増強のための資金調達の具体化。 
（未記載） 
  上記施策により営業収益の改善に努めてまいりますとともに、

資産の効率的活用による借入金の圧縮による財務体質の安定を

図っていく所存であります。（未記載） 
  連結財務諸表は継続企業を前提としており、このような重要な

疑義の存在を連結財務諸表に反映しておりません。 



 

【訂正後】 

継続企業の前提に関する注記 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社グループは、前連結会計年度に780,837千円、当連結会計年

度において、883,387 千円の営業損失を計上いたしました。また、

営業キャッシュ・フローは平成 13 年3 月期以降マイナスの状態が

継続しており、当期純損失は、今後の事業展開を修正したことによ

る、事業投下資金の回収についての保守的会計処理により貸倒引当

金を設定したこと等に伴い1,782,392千円を計上いたしました。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おり

ます。 
連結財務諸表提出会社である当社は、当該事象を解消すべく、当連

結会計年度におきましては以下の項目を実施しました。 
①メディカルソリューション事業の拡大を推進。 
②Doing放送の縮小および再構築。 
③事業の再構築のための資産の見直し。 
また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。 
① メディカルソリューション事業への人材集中による収益拡大の

追及。 
② 企業再生事業の確立と、高収益が見込める投資等、資本市場での

事業展開の推進による事業規模の拡大。 
③ 組織編成の見直しによる経営効率の改善。 
一方、財務的には当連結会計年度に実施しました関係会社株式売却

等によって獲得した資金もありますが、上記施策のより営業キャッ

シュ・フローの黒字定着に努めてまいります。 
 また、貸倒引当金計上いたしました資金の回収に努めるととも

に、資産の効率的活用による財務体質の安定化を図っていく所存で

あります。 
連結財務諸表は継続企業を前提としており、このような重要な疑義

の存在を連結財務諸表に反映しておりません。 

 当社グループは、前連結会計年度に883,387千円、当連結

会計年度においても業績の改善には至っておらず、1,010,448
千円の営業損失を計上いたしました。 
  この結果、当連結会計年度におきまして 2,056,746 千円の債

務超過になっております。 
  また、財政状態の状況といたしまして、平成18年３月31日

に発行いたしました転換社債型新株予約権付社債3,000,000千
円の平成20年９月30日繰上償還請求を受領しました。社債権

者との協議の結果、準消費貸借契約に切替、順次返済をおこな

うべく契約締結いたしました。しかしながら、金融情勢・経済

情勢の激変により返済計画の再見直しの必要が生じており、債

権者との再協議を行っております。 
  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

しております。 
  連結財務諸表提出会社である当社は、当該事象を解消すべく、

当連結会計年度におきましては以下の項目を実施しました。 
① メディカルソリューション事業の拡大のための人員配置の

実施。 
② 不採算事業の譲渡。 
③ 事務所の統合による費用圧縮。 
④ 投資事業の展開。 
⑤ 資金調達先の模索。 
⑥ 事業提携先の模索。 
⑦ 固定資産の売却。 
⑧ 経営体制の見直し。 
⑨ 事業の見直し。 
 また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。 
① メディカルソリューション事業の販売代理店政策展開によ

る規模と収益の拡大推進。 
② 子会社メディア情報開発株式会社との事業シナジー追求に

よる事業規模の拡大推進。 
③ 組織編成の見直しによる経営効率の改善。 
④ 相乗効果が期待できる企業との事業提携の模索。 
⑤ 事業シナジーの希薄な子会社及び事業の譲渡ならびに保有

資産の売却による返済原資の確保。 
⑥ 人員構成の見直し。 
⑦ 固定費圧縮。 
⑧ 経営陣の見直し。 
⑨ 資本増強のための資金調達の具体化。 
⑩債権者との返済条件の緩和の合意 
上記施策により営業収益の改善に努めてまいりますととも

に、資産の効率的活用による借入金の圧縮による財務体質の安

定を図っていく所存であります。しかしながら、これら対応策

に関しては経済環境の改善、人材の確保、関係当事者との合意

が得られることを前提として計画しており、現時点では継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  
    連結財務諸表は継続企業を前提としており、継続企業の前提

に関する不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりませ

ん。 

 
 
 

 



３．４６ページ 
【訂正前】 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社は売上高の著しい減少により、営業損失755,933千円を計

上し継続的な営業損失となっております。また、今後の事業展開

を修正したことによる棚卸資産の評価損計上、事業投下資金の回

収についての保守的処理等による貸倒引当金の計上等の結果、当

期純損失1,557,712千円を計上いたしました。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おります。 
 当社は、当該事象を解消すべく、当事業年度におきましては以

下の項目を実施しました。 
①販売費および一般管理費の削減。 
②事業の再構築のための資産の見直し。 
また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。 
①経営効率の改善による費用の削減 
②資金の効果的活用による収益の獲得 
一方、財務的には当事業年度に実施しました関係会社株式売却等

によって獲得した資金もありますが、上記施策の実行によりキャ

ッシュ・フローの黒字定着に努めてまいります。 
 また、貸倒引当金計上いたしました資金の回収に努めるととも

に、資産の効率的活用による財務体質の安定化を図っていく所存

であります。 
計算書類は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の存在を計算書類には反映しておりません。 

 当社は売上高の著しい減少により、営業損失 481,549千円を計

上し継続的な営業損失となっております。また、今後の事業展開

を修正したことによる棚卸資産の評価損計上、事業投下資金の回

収についての保守的処理等による貸倒引当金の計上等の結果、当

期純損失2,400,090千円を計上いたしました。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おります。 
 当社は、当該事象を解消すべく、当事業年度におきましては以

下の項目を実施しました。 
①販売費および一般管理費の削減。 
②資金の効率的活用を目指した投資事業の展開事業。 
また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。 
①固定費圧縮による販売費および一般管理費の一層の削減。 
②資本増強の模索。 
（未記載） 
 また、貸倒引当金計上いたしました資金の回収に努めるととも

に、資産の効率的活用による財務体質の安定化を図っていく所存

であります。（未記載） 
計算書類は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の存在を計算書類には反映しておりません。 
  

【訂正後】 

継続企業の前提に関する注記 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社は売上高の著しい減少により、営業損失755,933千円を計

上し継続的な営業損失となっております。また、今後の事業展開

を修正したことによる棚卸資産の評価損計上、事業投下資金の回

収についての保守的処理等による貸倒引当金の計上等の結果、当

期純損失1,557,712千円を計上いたしました。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おります。 
 当社は、当該事象を解消すべく、当事業年度におきましては以

下の項目を実施しました。 
①販売費および一般管理費の削減。 
②事業の再構築のための資産の見直し。 
また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。 
①経営効率の改善による費用の削減 
②資金の効果的活用による収益の獲得 
一方、財務的には当事業年度に実施しました関係会社株式売却等

によって獲得した資金もありますが、上記施策の実行によりキャ

ッシュ・フローの黒字定着に努めてまいります。 
 また、貸倒引当金計上いたしました資金の回収に努めるととも

に、資産の効率的活用による財務体質の安定化を図っていく所存

であります。 
計算書類は継続企業を前提として作成されており、このような重

要な疑義の存在を計算書類には反映しておりません。 

 当社は売上高の著しい減少により、営業損失 481,549千円を計

上し継続的な営業損失となっております。また、今後の事業展開

を修正したことによる棚卸資産の評価損計上、事業投下資金の回

収についての保守的処理等による貸倒引当金の計上等の結果、当

期純損失2,400,090千円を計上いたしました。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おります。 
 当社は、当該事象を解消すべく、当事業年度におきましては以

下の項目を実施しました。 
①販売費および一般管理費の削減。 
②資金の効率的活用を目指した投資事業の展開事業。 
また、今後の対策として以下の項目を行ってまいります。 
①固定費圧縮による販売費および一般管理費の一層の削減。 
②資本増強の模索。 
③債権者との返済条件の緩和の合意 
 また、貸倒引当金計上いたしました資金の回収に努めるととも

に、資産の効率的活用による財務体質の安定化を図っていく所存

であります。しかしながら、これら対応策に関しては関係当事者

との合意が得られることを前提として計画しており、現時点では

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  
 計算書類は継続企業を前提として作成されており、継続企業の

前提に関する不確実性の影響を計算書類には反映しておりませ

ん。 



以  上 


