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平成 21 年７月３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   小田村 芳忠 

（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 21 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

 当社は平成 21 年５月 20 日に発表いたしました「平成 21 年３月期決算短信」において、記載内容の

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。 

 

                        記 

 

 １．訂正を行う平成 21 年 3 月期決算短信の概要 

   決算期：平成 21 年３月期決算短信（自 平成 20 年４月 1日 至 平成 21 年３月 31 日） 

   公表日: 平成 21 年５月 20 日並びに平成 21 年６月１日（訂正）及び平成 21 年６月 10 日（訂正） 

  訂正箇所には下線を付しております。 

 

 ２．訂正の理由 

  平成 21 年６月 12 日付「平成 21年３月期計算書類等に係る監査の状況に関するお知らせ」にて開

示いたしましたとおり、会計監査人の期中における交代及び不適切な取引に伴う過年度決算修正の

影響により、平成 21 年３月期の財務諸表の作成に時間を要しました。 

  それに伴い「平成 21年３月期 決算短信」は、一時会計監査人の監査が未了のまま開示いたしま

したが、平成 21 年６月 29 日までに、全ての監査が終了し、 終的な決算数字が固まりました。そ

こで、それらの数字を基に、平成 21 年５月 20 日に開示いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」

の記載事項につきまして訂正するものであります。 

以上 
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平成 21 年３月期  決算短信 
 

（訂正前） 
１．平成 21 年３月期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 (1) 連結経営成績  

                             （％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   ％

21 年３月期 

20 年３月期 

487  △32.3 

719  △15.6 

△613   － 

△444   － 

△860   － 

△487   － 

△907   － 

△1,002    － 

 

 
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 ％ ％ ％

21 年３月期 

20 年３月期 

△3,047  24 

△4,815  27 

－ 

－ 

△420.1 

△113.4 

△100.0 

△25.3 

△126.1 

△61.8 

（参考） 持分法投資損益 21 年３月期△０百万円 20 年３月期△１百万円 

 

 (2) 連結財政状態 

 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 

21 年３月期 

20 年３月期 

605 

1,116 

193 

739 

7.7 

34.6 

96 07 

1,848 60 

（参考） 自己資本 21 年３月期 46 百万円  20 年３月期 385 百万円 

＜省略＞ 

 

（訂正後） 
１．平成 21 年３月期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 (1) 連結経営成績  

                             （％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   ％

21 年３月期 

20 年３月期 

491  △31.7 

719  △15.6 

△653   － 

△444   － 

△880   － 

△487   － 

△936   － 

△1,002    － 

 

 
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 ％ ％ ％

21 年３月期 

20 年３月期 

△3,146  77 

△4,815  27 

－ 

－ 

△465.9 

△113.4 

△103.6 

△25.3 

△133.1 

△61.8 

（参考） 持分法投資損益 21 年３月期△０百万円 20 年３月期△１百万円 

 (2) 連結財政状態 

 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 

21 年３月期 

20 年３月期 

584 

1,116 

154 

739 

2.9 

34.6 

34 86 

1,848 60 

（参考） 自己資本 21 年３月期 17 百万円  20 年３月期 385 百万円 

＜省略＞ 
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（訂正前） 
（参考) 個別業績の概要 
１． 平成 21 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 

                                （％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     ％

21 年３月期 
20 年３月期 

532   △26.0 
735    20.5 

△534   － 
△410      － 

△796   － 
△462      － 

△899  － 
△1,108    － 

         

 
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

21 年３月期 
20 年３月期 

△1,181   02
△5,323   13

－ 
－ 

 
(2) 個別財政状態 

 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 

21 年３月期 
20 年３月期 

585 
1,265 

47 
378 

8.2 
29.9 

98  56 
1,815  72 

（参考） 自己資本 21 年３月期 47 百万円 20 年３月期 378 百万円 
 
 

（訂正後） 
(1) 個別経営成績 
                                        （％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     ％

21 年３月期 
20 年３月期 

541   △26.4 
735    20.5 

△564   － 
△410      － 

△807   － 
△462      － 

△929  － 
△1,108    － 

         

 
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

21 年３月期 
20 年３月期 

△3,122   88
△5,323   13

－ 
－ 

 
(2) 個別財政状態 

 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 

21 年３月期 
20 年３月期 

573 
1,265 

17 
378 

3.0 
29.9 

35  40 
1,815  72 

（参考） 自己資本 21 年３月期 17 百万円 20 年３月期 378 百万円 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（訂正前） 

 ＜省略＞ 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 487 百万円（前年同期比 32.3％減）、営業損失 613 百万円（前年

同期比損失が 38.1％増）、経常損失 860 百万円（前年同期比損失が 76.5％増）、当期純損失 907 百万円（前年同

期比損失が 9.5％減）となりました。 

 信託事業におきましては、投資環境が一段と厳しさを増す中、新規案件を立ち上げるのが難しい状況にあるこ

とから、売上の中心は既存案件の管理報酬となっており、売上高は 285 百万円、営業利益は 96 百万円となりまし

た。 

 兼業事業におきましては、コンテンツアグリゲーション部門とセールスサポート部門の売上は比較的堅調に推

移いたしましたが、他の部門の売上が伸び悩んだことと、中小企業向けコンテンツ投資ファンド等における損失

の取り込みにより、売上高は 201 百万円、営業損失は 490 百万円となりました。 

  ＜省略＞ 

  

（訂正後） 

 ＜省略＞ 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 491 百万円（前年同期比 31.7％減）、営業損失 653 百万円（前年

同期比損失が 46.8％増）、経常損失 880 百万円（前年同期比損失が 80.5％増）、当期純損失 936 百万円（前年同

期比損失が 3.9％減）となりました。 

 信託事業におきましては、投資環境が一段と厳しさを増す中、新規案件を立ち上げるのが難しい状況にあるこ

とから、売上の中心は既存案件の管理報酬となっており、売上高は 294 百万円、営業利益は 90 百万円となりまし

た。 

 兼業事業におきましては、コンテンツアグリゲーション部門とセールスサポート部門の売上は比較的堅調に推

移いたしましたが、他の部門の売上が伸び悩んだことと、中小企業向けコンテンツ投資ファンド等における損失

の取り込みにより、売上高は 196 百万円、営業損失は 490 百万円となりました。 

 ＜省略＞ 

 

(2) 財政状態に関する分析 

  （訂正前） 

①資産、負債及び純資産の状況 

       当連結会計年度末の資産につきましては、605 百万円となり、前連結会計年度末比 511 百万円の減少とな 

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。 

     資産の部では、流動資産が 435 百万円になり、前連結会計年度末比 451 百万円の減少となりました。これ

は主に貸倒引当金 331 百万円の減少がプラスに作用した一方で、現金及び預金 89 百万円、営業投資有価証券

488 百万円、短期貸付金 392 百万円の減少がマイナスに作用したことによるものであります。 
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  固定資産は 169 百万円になり、前連結会計年度末比 61 百万円の減少となりました。これは有形固定資産が

５百万円、無形固定資産が５百万円、投資その他の資産が 50 百万円それぞれ減少したことによるものであり

ます。 

     負債合計は 411 百万円になり、前連結会計年度末比 475 百万円の減少となりました。これは主に預り金が

110 百万円、未払い金が 69 百万円それぞれ増加した一方で、買掛金が 59 百万円、短期借入金が 379 百万円、  

債務保証損失引当金が 220 百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

    純資産合計は 193 百万円になり、前連結会計年度末比 545 百万円の減少となりました。これは主に資本金

及び資本剰余金が 567 百万円増加した一方で、少数株主持分が 206 百万円減少し、当期純損失 907 百万円を

計上したためであります。 

②キャッシュ・フローの状況  

    当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 67 百万円となり、前連結会計

年度末と比較して 95 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 518 百万円（前年同期は 131 百万円の使用）となっております。これは主

に貸倒引当金 272 百万円及び預り金 150 百万円の増加があった一方で、税金等調整前当期純損失 960 百万円

を計上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、獲得した資金は 24 百万円（前年同期は 33 万円の使用）となっております。これは主に貸

付金による支出 230 百万円があった一方で、貸付金の回収による収入 242 百万円があったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、獲得した資金は 399 百万円（前年同期は 665 百万円の使用）となっております。これは

主に株式の発行による収入 561 百万円及び短期借入金 174 百万円の増加があった一方で、短期借入金の返済

187 百万円及び子会社の清算による支出 151 百万円があったためであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成 21 年３月期

自己資本比率（％） 8.9 50.7 50.6 34.6 7.7 

時価ベースの自己

資本比率（％） 
234.3 376.4 198.2 269.0 143.4 

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＞ 

 

(4) 事業等のリスク 

  ＜省略＞ 

  ⑧運用型 

   当社は、個別業績における平成 21 年３月期末の純資産額が 47 百万円となり、運用型信託会社の免許基



- 6 - 

 

準である 低純資産額（100 百万円）を割り込みました。これは、信託業法第 44 条第１項第１号に該当し、

速やかに財務の健全性を確保しなければ、免許の取消や業務停止の処分を受ける可能性があります。 

  ＜省略＞ 

 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

    当社グループは、前連結会計年度までの４連結会計年度に引き続き、当連結会計年度においても 613 百

万円の営業損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローも前連結会計年度に引き

続き、当連結会計年度も 518 百万円のマイナスとなりました。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います。 

   ＜省略＞ 

 

（訂正後） 

①資産、負債及び純資産の状況 

       当連結会計年度末の資産につきましては、584 百万円となり、前連結会計年度末比 531 百万円の減少とな 

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。 

       資産の部では、流動資産が 420 百万円になり、前連結会計年度末比 467 百万円の減少となりました。こ

れは主に貸倒引当金 44 百万円の減少がプラスに作用した一方で、現金及び預金 215 百万円、営業投資有価

証券７百万円、短期貸付金 312 百万円の減少がマイナスに作用したことによるものであります。 

   固定資産は 164 百万円になり、前連結会計年度末比 61 百万円の減少となりました。これは有形固定資産

が５百万円、無形固定資産が５百万円、投資その他の資産が 53 百万円それぞれ減少したことによるもので

あります。 

      負債合計は 430 百万円になり、前連結会計年度末比 52 百万円の増大となりました。これは主に預り金が

164 百万円、未払い金が 81 百万円それぞれ増加した一方で、買掛金が 59 百万円、短期借入金が 13 百万円、

それぞれ減少したことによるものであります。 

     純資産合計は 154 百万円になり、前連結会計年度末比 584 百万円の減少となりました。これは主に資本

金及び資本剰余金が 369 百万円増加した一方で、少数株主持分が 216 百万円減少し、当期純損失 936 百万

円を計上したためであります。 

②キャッシュ・フローの状況  

     当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 67 百万円となり、前連結会

計年度末と比較して 95 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 518 百万円（前年同期は 131 百万円の使用）となっております。これ

は主に貸倒引当金 266 百万円及び預り金 151 百万円の増加があった一方で、税金等調整前当期純損失 1,000

百万円を計上したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  



- 7 - 

 

      投資活動の結果、獲得した資金は 24 百万円（前年同期は 33 万円の使用）となっております。これは主

に貸付金による支出 230 百万円があった一方で、貸付金の回収による収入 242 百万円があったためであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、獲得した資金は 399 百万円（前年同期は 665 百万円の使用）となっております。これ

は主に株式の発行による収入 561 百万円及び短期借入金 13 百万円の増加があった一方で、子会社の清算に

よる支 出 151 百万円があったためであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成 21 年３月期

自己資本比率（％） 8.9 50.7 50.6 34.6 2.9 

時価ベースの自己

資本比率（％） 
234.3 376.4 198.2 269.0 148.4 

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＞ 

(4) 事業等のリスク 

  ＜省略＞ 

  ⑧運用型 

   当社は、個別業績における平成 21 年３月期末の純資産額が 17 百万円となり、運用型信託会社の免許基

準である 低純資産額（100 百万円）を割り込みました。これは、信託業法第 44 条第１項第１号に該当し、

速やかに財務の健全性を確保しなければ、免許の取消や業務停止の処分を受ける可能性があります。 

   ＜省略＞ 

 

 (5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

    当社グループは、前連結会計年度までの４連結会計年度に引き続き、当連結会計年度においても 636 百

万円の営業損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローも前連結会計年度に引き

続き、当連結会計年度も 518 百万円のマイナスとなりました。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います。 

   ＜省略＞ 
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２．企業集団の状況 

  （訂正前） 

   ＜省略＞ 

   関係会社の状況 

名称 住所 
資本金 

（百万円）

主要な事業の内

容 

議決権の

所有又は

被所有の

割合（％） 

関係内容 

（親会社） 
GORGEOUSE GRACE 
INVESTMENTS LTD（ゴ

ージャス・グレース・イン

ベストメンツ・リミテッド）

英領バージ

ン諸島トー

トラ 
1 米ドル 投資業 51.2  

（連結子会社） 
TMF3 投資事業有限責任組

合中小企業コンテンツ制作

支援ファンド（TMF3）（注

1）（注 2） 

東京都港区 
当初出資

総額 500 
コンテンツ制作

企画への投融資
50.0 

無限責任組

合員 

（持分法適用関連会社） 
MPLC ジャパン株式会社 

東京都港区 2.5 

映像作品を非劇

場施設で上映す

るためのライセ

ンス供与 

50.0  

   ＜省略＞ 

 

（訂正後） 

   関係会社の状況 

名称 住所 
資本金 

（百万円）

主要な事業の内

容 

議決権の

所有又は

被所有の

割合（％） 

関係内容 

（親会社） 
GORGEOUS GRACE 
INVESTMENTS LTD（ゴ

ージャス・グレース・イン

ベストメンツ・リミテッド）

英領バージ

ン諸島トー

トラ 
1 米ドル 投資業 51.1 親会社 

（連結子会社） 
TMF3 投資事業有限責任組

合中小企業コンテンツ制作

支援ファンド（TMF3）（注

1）（注 2） 

東京都港区 
当初出資

総額 500 
コンテンツ制作

企画への投融資
50.0 

無限責任組

合員 

（持分法適用関連会社） 
MPLC ジャパン株式会社 

東京都港区 2.5 

映像作品を非劇

場施設で上映す

るためのライセ

ンス供与 

50.0 
３名の役員

兼任 

  ＜省略＞ 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（訂正前） 

                                （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 283,524   67,996

売掛金 40,659  8,664

信託未収収益 17,164  54,167

営業投資有価証券 168,771  176,007

たな卸資産 18,780  7,021

短期貸付金 450,790  138,015

その他 45,886  82,421

 貸倒引当金 △138,541  △98,584

流動資産合計 887,037  435,709

固定資産  

有形固定資産  

 建物及び構築物 333  333

  減価償却累計額 △300  △300

  建物及び構築物（純額） 33  33

 工具、器具及び備品 49,286  50,089

  減価償却累計額 △18,157  △32,793

  工具、器具及び備品（純額） 31,129  17,296

 車両運搬具及び工具器具備品  8,133

  減価償却累計額  0

有形固定資産合計 31,162  25,462

無形固定資産  

ソフトウエア 21,669  16,553

その他 1,530  1,379

無形固定資産合計 23,200  17,932

   投資その他の資産  

投資有価証券 45,432  487

出資金 36,411  33,000

長期貸付金  216,101

その他 114,303  718,825

貸倒引当金 △21,197  △842,370

投資その他の資産合計 174,950  126,045

固定資産合計 229,313  169,440

資産合計 1,116,350  605,150
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（単位：千円） 

 

 

 
前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部  

流動負債  

買掛金 65,165  5,681

短期借入金 90,000  76,217

未払法人税等 5,652  6,836

未払金 70,724  139,879

組合出資預り金 8,168  8,168

その他 17,558  174,410

流動負債合計 257,270  411,194

固定負債  

持分法適用に伴う負債 120,000  

固定負債合計 120,000  

負債合計 377,270  411,194

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,280,032  2,563,585

資本剰余金 2,191,632  2,475,185

利益剰余金 △4,082,995  △4,990,204

自己株式 △2,038  △2,007

株主資本合計 386,631  46,559

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △1,340   

評価・換算差額等合計 △1,340  －

少数株主持分 353,788  147,395

純資産合計 739,079  193,955

負債純資産合計 1,116,350  605,150
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（訂正後） 

                                （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 283,524   67,996

売掛金 40,659  8,664

信託未収収益 17,164  63,695

営業投資有価証券 168,771  161,110

たな卸資産 18,780  5,263

短期貸付金 450,790  138,015

１年以内回収予定長期役員貸付金 －  20,000

その他 45,886  49,424

 貸倒引当金 △138,541  △94,165

流動資産合計 887,037  420,006

固定資産  

有形固定資産  

 建物及び構築物 333  333

  減価償却累計額 △300  △300

  建物及び構築物（純額） 33  33

 工具、器具及び備品 49,286  50,089

  減価償却累計額 △18,157  △32,793

  工具、器具及び備品（純額） 31,129  17,296

 車両運搬具 －  8,119

  減価償却累計額 －  △282

  車両運搬具（純額） －  7,837

有形固定資産合計 31,162  25,166

無形固定資産  

ソフトウエア 21,669  16,553

その他 1,530  1,379

無形固定資産合計 23,200  17,932

   投資その他の資産  

投資有価証券 45,432  436

出資金 36,411  33,000

長期貸付金 －  216,101

敷金及び保証金 －  60,111

破産更生債権等  －  521,702

その他 114,303  22,519

貸倒引当金 △21,197  △732,409

投資その他の資産合計 174,950  121,463

固定資産合計 229,313  164,563

資産合計 1,116,350  584,569
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（単位：千円） 

 

 
前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

負債の部  

流動負債  

買掛金 65,165  5,681

短期借入金 90,000  76,217

未払法人税等 5,652  7,266

未払金 70,724  152,390

預り金 －  164,570

組合出資預り金 8,168  8,168

その他 17,558  15,952

流動負債合計 257,270  430,249

固定負債  

持分法適用に伴う負債 120,000  －

固定負債合計 120,000  －

負債合計 377,270  430,249

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,280,032  2,563,585

資本剰余金 2,191,632  2,475,185

利益剰余金 △4,082,995  △5,019,867

自己株式 △2,038  △2,007

株主資本合計 386,631  16,896

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,340  －

評価・換算差額等合計 △1,340  －

少数株主持分 353,788  137,423

純資産合計 739,079  154,319

負債純資産合計 1,116,350  584,569



- 13 - 

 

（２）連結損益計算書 

（訂正前） 

                                （単位：千円） 

 

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）

売上高 719,491  487,061

売上原価 457,968  355,705

売上総利益 261,522   131,356

販売費及び一般管理費 706,299  745,303

営業損失（△） △444,777  △613,947

営業外収益  

受取利息 9,576  8,964

匿名組合損益分配額 10,066  8,801

雑収入 2,479  3,182

営業外収益合計 22,122  20,948

営業外費用  

支払利息 11,025  5,439

株式交付費  2,829

 持分法投資損失 1,834  

 新株発行費償却 4,706  

 支払手数料 46,850  53,123

 雑損失 824  1,605

 投資有価証券売却損  18,100

 持分法による投資損失  177

 貸倒引当金繰入額  186,673

 営業外費用合計 65,241  267,948

経常損失（△） △487,896  △860,947

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,929  1,600

新株予約権戻入益 12,530  

出資金償還益 15,000  

 固定資産売却益 3,816  

特別利益合計 41,246  1,600

特別損失  

投資有価証券評価損 95,100  6,525

投資有価証券売却損  1,775

たな卸資産評価損 22,080  

貸倒引当金繰入額 31,150  

債務保証損失引当金繰入額 0  

持分法投資損失 423,164  

匿名組合財産補填損失  88,445

和解金  4,361

循環取引損失 10,950  

特別損失合計 582,445  101,108
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（単位：千円） 

 
前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

税金等調整前当期純損失（△） △1,029,095  △960,456

法人税、住民税及び事業税 950  950

法人税等合計 950  950

少数株主損失（△） △27,086  △54,197

当期純損失（△） △1,002,959  △907,209
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（訂正後） 

                                 （単位：千円） 

 

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）

売上高 719,491  491,015

売上原価 457,968  367,156

売上総利益 261,522   123,859

販売費及び一般管理費 706,299  777,162

営業損失（△） △444,777  △653,302

営業外収益  

受取利息 9,576  8,966

匿名組合損益分配額 10,066  8,801

雑収入 2,479  3,236

営業外収益合計 22,122  21,004

営業外費用  

支払利息 11,025  5,592

株式交付費 －  2,929

 持分法投資損失 1,834  228

 新株発行費償却 4,706  －

 支払手数料 46,850  53,123

 雑損失 824  1,606

 貸倒引当金繰入額 －  185,073

 営業外費用合計 65,241  248,554

経常損失（△） △487,896  △880,852

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,929  －

新株予約権戻入益 12,530  －

出資金償還益 15,000  －

 固定資産売却益 3,816  －

特別利益合計 41,246  －

特別損失  

投資有価証券評価損 95,100  6,525

投資有価証券売却損 －  19,875

たな卸資産評価損 22,080  －

貸倒引当金繰入額 31,150  －

持分法投資損失 423,164  －

匿名組合財産補填損失 －  88,445

和解金 －  4,361

循環取引損失 10,950  －

特別損失合計 582,445  119,208



- 16 - 

 

（単位：千円） 

 

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）

税金等調整前当期純損失（△） △1,029,095  △1,000,060

法人税、住民税及び事業税 950  950

法人税等合計 950  950

少数株主損失（△） △27,086  △64,169

当期純損失（△） △1,002,959  △936,841
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

                                （単位：千円） 

 

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）

株主資本  

資本金  

前期末残高 2,277,607   2,280,032

当期変動額  

新株の発行 2,425  283,553

当期変動額合計 2,425  283,553

当期末残高 2,280,032  2,563,585

資本剰余金  

前期末残高 2,189,207  2,191,632

当期変動額  

新株の発行 2,425  283,553

当期変動額合計 2,425  283,553

当期末残高 2,191,632  2,475,185

 利益剰余金  

前期末残高 △3,080,004  △4,082,995

当期変動額  

連結除外による減少 △31  －

当期純損失（△） △1,002,959  △907,209

当期変動額合計 △1,002,990  △907,209

当期末残高 △4,082,995  △4,990,204

 自己株式  

前期末残高 △2,038  △2,038

当期変動額  

自己株式の消却 －  31

当期変動額合計 －  31

当期末残高 △2,038  △2,007

株主資本合計  

前期末残高 1,384,772  386,631

当期変動額  

連結除外による減少 △31  －

新株の発行 4,850  567,106

当期純損失（△） △1,002,959  △907,209

自己株式の消却 －  31

当期変動額合計 △998,140  △340,072

当期末残高 386,631  46,559
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                                    （単位：千円） 

 

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）

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 △473   △1,340

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867  1,340

当期変動額合計 △867  1,340

当期末残高 △1,340  

評価・換算差額等合計  

前期末残高 △473  △1,340

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867  1,340

当期変動額合計 △867  1,340

当期末残高 △1,340  －

新株予約権  

前期末残高 12,500  －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,500  0

当期変動額合計 △12,500  

当期末残高 －  －

少数株主持分  

前期末残高 371,774  353,788

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,986  △206,392

当期変動額合計 △17,986  △206,392

当期末残高 353,788  147,395

純資産合計  

前期末残高 1,768,514  739,079

当期変動額  

連結除外による減少 △31  －

新株の発行 4,850  567,106

当期純損失（△） △1,002,959  △907,209

自己株式の消却 －  31

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,354  △205,052

当期変動額合計 △1,029,495  △545,124

当期末残高 739,079  193,955
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（訂正後） 

                                 （単位：千円） 

 

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）

株主資本  

資本金  

前期末残高 2,277,607   2,280,032

当期変動額  

新株の発行 2,425  283,553

当期変動額合計 2,425  283,553

当期末残高 2,280,032  2,563,585

資本剰余金  

前期末残高 2,189,207  2,191,632

当期変動額  

新株の発行 2,425  283,553

当期変動額合計 2,425  283,553

当期末残高 2,191,632  2,475,185

 利益剰余金  

前期末残高 △3,080,004  △4,082,995

当期変動額  

連結除外による減少 △31  －

自己株式の消却 －  △31

当期純損失（△） △1,002,959  △936,841

当期変動額合計 △1,002,990  △936,872

当期末残高 △4,082,995  △5,019,867

 自己株式  

前期末残高 △2,038  △2,038

当期変動額  

自己株式の消却 －  31

当期変動額合計 －  31

当期末残高 △2,038  △2,007

株主資本合計  

前期末残高 1,384,772  386,631

当期変動額  

連結除外による減少 △31  －

新株の発行 4,850  567,106

当期純損失（△） △1,002,959  △936,841

当期変動額合計 △998,140  △369,735

当期末残高 386,631  16,896
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                                       （単位：千円） 

 

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）

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 △473   △1,340

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867  1,340

当期変動額合計 △867  1,340

当期末残高 △1,340  －

評価・換算差額等合計  

前期末残高 △473  △1,340

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867  1,340

当期変動額合計 △867  1,340

当期末残高 △1,340  －

新株予約権  

前期末残高 12,500  －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,500  －

当期変動額合計 △12,500  －

当期末残高 －  －

少数株主持分  

前期末残高 371,774  353,788

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,986  △216,365

当期変動額合計 △17,986  △216,365

当期末残高 353,788  137,423

純資産合計  

前期末残高 1,768,514  739,079

当期変動額  

連結除外による減少 △31  －

新株の発行 4,850  567,106

当期純損失（△） △1,002,959  △936,841

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,354  △215,025

当期変動額合計 △1,029,495  △584,760

当期末残高 739,079  154,319
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

                                       （単位：千円） 

 

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）

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（△） △1,029,095  △960,456

 減価償却費 21,908   21,430

 持分法投資損失 424,998  177

新株予約権戻入益 △12,500  

出資金償還益 △15,000  

固定資産売却損益（△は益） △3,816  

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,212  272,314

受取利息 △9,576  △8,964

支払利息 11,025  5,439

投資有価証券評価損益（△は益） 95,100  6,525

投資有価証券売却損  19,875

売上債権の増減額（△は増加） 46,117  21,730

信託未収収益の増加額 △1,395  △37,002

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,844  11,759

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 222,333  △7,235

仕入債務の増減額（△は減少） 37,559  △59,483

組合出資預り金の減少額 △1,522  

預り金の増減額  150,837

その他 53,454  52,626

小計 △132,418  △510,426

利息及び配当金の受取額 13,052  6,812

利息の支払額 △11,025  △4,873

法人税等の支払額 △948  △10,347

営業活動によるキャッシュ・フロー △131,339  △518,835

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 △40,356  △4,004

固定資産の売却による収入 30,000  

無形固定資産の取得による支出 △11,599  △480

投資有価証券の売却による収入  14,374

貸付による支出 △721,670  △230,460

貸付金の回収による収入 659,161  242,671

投資有価証券及び出資金回収による収入 50,915  688

 その他  1,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,550  24,204
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                                    （単位：千円） 

 

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）

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △380,000  △13,782

長期借入金の返済による支出 △300,000   

株式の発行による収入 4,850  561,677

新株予約権の発行による収入 －  11,760

少数株主からの払込みによる収入 10,000  

新株予約権買取による支出 －  △9,160

子会社清算による支出 －  △151,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △665,150  399,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △830,040  △95,528

現金及び現金同等物の期首残高 993,596  163,524

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △31  

現金及び現金同等物の期末残高 163,524  67,996
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（訂正後） 

                                （単位：千円） 

 

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）

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（△） △1,029,095  △1,000,060

 減価償却費 21,908   21,669

 株式交付費 －  2,929

 出資金評価損 －  1,357

 持分法投資損失 424,998  228

新株予約権戻入益 △12,500  －

出資金償還益 △15,000  －

固定資産売却損益（△は益） △3,816  －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,212  266,335

受取利息 △9,576  △8,966

支払利息 11,025  5,592

匿名組合損益分配額 －  △10,066

投資有価証券評価損益（△は益） 95,100  6,525

投資有価証券売却損 －  19,875

売上債権の増減額（△は増加） 46,117  21,730

信託未収収益の増加額 △1,395  △46,530

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,844  13,517

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 222,333  △7,660

仕入債務の増減額（△は減少） 37,559  △59,483

組合出資預り金の減少額 △1,522  －

預り金の増減額 －  151,787

その他 53,454  85,111

小計 △132,418  △510,719

利息及び配当金の受取額 13,052  6,814

利息の支払額 △11,025  △5,027

法人税等の支払額 △948  △9,917

営業活動によるキャッシュ・フロー △131,339  △518,849

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 △40,356  △3,990

固定資産の売却による収入 30,000  －

無形固定資産の取得による支出 △11,599  △480

投資有価証券の売却による収入  14,374

貸付による支出 △721,670  △230,460

貸付金の回収による収入 659,161  242,671

投資有価証券及び出資金の回収による収入 50,915  688

 その他  1,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,550  24,218
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                                    （単位：千円） 

 

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）

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △380,000  △13,782

長期借入金の返済による支出 △300,000   －

株式の発行による収入 4,850  561,677

新株予約権の発行による収入 －  11,760

少数株主からの払込みによる収入 10,000  －

新株予約権買取による支出 －  △9,160

子会社清算による支出 －  △151,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △665,150  399,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △830,040  △95,528

現金及び現金同等物の期首残高 993,596  163,524

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △31  －

現金及び現金同等物の期末残高 163,524  67,996
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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、前連結会計年度までの４連結会計年

度に引き続き、当連結会計年度においても 613,947 千円

の営業損失を計上しております。また、営業活動による

キャッシュ・フローも前連結会計年度に引き続き、当連

結会計年度も 518,835 千円のマイナスとなりました。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

在しています。 

＜省略＞ 
 

（訂正後） 

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、前連結会計年度までの４連結会計年

度に引き続き、当連結会計年度においても 636,326 千円

の営業損失を計上しております。また、営業活動による

キャッシュ・フローも前連結会計年度に引き続き、当連

結会計年度も 518,849 千円のマイナスとなりました。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) 

１．連結の範囲に関する事項 ＜省略＞ 

（2）主要な非連結子会社の名称 

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事

業 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社８社は、いずれも小規模

会社等であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

＜省略＞ 

（2）主要な非連結子会社の名称 

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事業

 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社７社は、いずれも小規模

会社等であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 
２．持分法の適用に関する事項 

 

（1）持分法を適用した非連結子会社の数

４社 

 持分法を適用した関連会社の数 

  ４社 

 主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合 

事業 

・・株式会社九天社 

・・MPLC ジャパン株式会社 

・・有限会社エスイープロジェクト 

有限会社エスイープロジェクト及び他

１組合は、従来、持分法の範囲に含めて

おりませんでしたが、当連結会計年度よ

り、当社との間で資金取引が発生したこ

とに伴う影響力の増大を考慮し、これら

を持分法の適用の範囲に含めました。 

(1）持分法を適用した非連結子会社の数

  ４社 

 持分法を適用した関連会社の数 

  ３社 

 主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合 

事業 

・MPLC ジャパン株式会社 

・有限会社エスイープロジェクト 

 

 ＜省略＞ 

(3）持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社４社は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないためであります。 

 

＜省略＞ 

(3）持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社１社は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性

がないためであります。 

 

３．連結子会社の決算日等に関

する事項 

＜省略＞ ＜省略＞ 

４．会計基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 

① 有価証券 

＜省略＞ 

 ② たな卸資産 

  仕掛品・製品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

① 有価証券 

＜省略＞ 

② たな卸資産 

  仕掛品・製品 

同左 
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項目 

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) 

（2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 

① 有形固定資産 

       ＜省略＞ 

 ② 無形固定資産 

       ＜省略＞ 

① 有形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

        同左 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

（5）重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

      ＜省略＞ 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

      ＜省略＞ 

③ ヘッジ方針 

      ＜省略＞ 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

       ＜省略＞ 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

（6）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

＜省略＞ ＜省略＞ 

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 ＜省略＞ ＜省略＞ 

６. のれん及び負ののれん消却

に関する事項 

――――― ――――― 

７．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 
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（訂正後） 

項目 

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) 

１.連結の範囲に関する事項 ＜省略＞ 

（2）主要な非連結子会社の名称 

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事

業 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社８社は、いずれも小規模

会社等であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

＜省略＞ 

（2）主要な非連結子会社の名称 

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事業

 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社４社は、いずれも小規模

会社等であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためでありま

す。 

２．持分法の適用に関する事項 

 

（1）持分法を適用した非連結子会社の数

４社 

 持分法を適用した関連会社の数 

  ４社 

 主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事

業 

 ・株式会社九天社 

 ・MPLC ジャパン株式会社 

 ・有限会社エスイープロジェクト 

有限会社エスイープロジェクト及び

他１組合は、従来、持分法の範囲に含め

ておりませんでしたが、当連結会計年度

より、当社との間で資金取引が発生した

ことに伴う影響力の増大を考慮し、これ

らを持分法の適用の範囲に含めました。

（1）持分法を適用した非連結子会社の数

  １社 

 持分法を適用した関連会社の数 

  １社 

 主要な会社等の名称 

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事

業 

・MPLC ジャパン株式会社 

 ＜省略＞ 

(3）持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社４社は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないためであります。 

＜省略＞ 

(3）持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社３社は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないためであります。 

３．連結子会社の決算日等に 

 関する事項 

＜省略＞ 

 

＜省略＞ 
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項目 

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) 

４．会計基準に関する事項   

（1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 

① 有価証券 

＜省略＞ 

 ② たな卸資産 

  仕掛品・製品 

 個別法による原価法を採用しており

ます。 

 

① 有価証券 

＜省略＞ 

② たな卸資産 

  仕掛品・製品 

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

（2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 

① 有形固定資産 

       ＜省略＞ 

 ② 無形固定資産 

       ＜省略＞ 

 

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

        同左 

 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

（5）重要なヘッジ会計の方法 

 

① ヘッジ会計の方法 

      ＜省略＞ 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

      ＜省略＞ 

③ ヘッジ方針 

      ＜省略＞ 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

       ＜省略＞ 

①     ――――― 

 

①     ――――― 

 

②     ――――― 

 

③     ――――― 

 

（6）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 

＜省略＞ 

 

＜省略＞ 

 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。

同左 
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表示方法の変更 

（訂正前） 

前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

 「未払金」は、前連結会計年度末は、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。 

 なお、前連結会計年度末の「未払金」の金額は 13,679

千円であります。 

 

――――― 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

 「未払金」は、前連結会計年度末は、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。 

 なお、前連結会計年度末の「未払金」の金額は 13,679

千円であります。 

 

 

 

 

 

 

（連結貸借対照表） 

 「敷金及び保証金」は、前連結会計年度末は、流動資産

の投資その他の資産「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度末において資産の総額の 100 分の５

を超えたため区分掲記しました。  

 なお、前連結会計年度末の「敷金及び保証金」の金額は

59,872 千円であります。 

 「破産更生債権等」は、前連結会計年度末は、流動資産

の投資その他の資産「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度末において資産の総額の 100 分の５

を超えたため区分掲記しました。  

 なお、前連結会計年度末の「破産更生債権等」の金額は

ありません。 

 「預り金」は、前連結会計年度末は、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度末に

おいて資産の総額の 100 分の５を超えたため区分掲記し

ました。  

 なお、前連結会計年度末の「預り金」の金額は 12,782

千円であります。 
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21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）     53,681 千円 

  投資有価証券（株式）          665 千円 

  投資有価証券（その他）         170 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）     38,217 千円 

  投資有価証券（株式）          487 千円 

  投資有価証券（その他）         －千円 

 
＜省略＞ 

 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21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）     53,681 千円 

  投資有価証券（株式）          665 千円 

  投資有価証券（その他）         170 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）     38,217 千円 

  投資有価証券（株式）          487 千円 

           

 
＜省略＞ 

 

※ ４．たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

   製品                5,263 千円 
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（損益計算書関連） 

（訂正前） 

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) 

※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．販売管理費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

   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 

    

＜省略＞ 

  

※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 128,025 千円含まれております。 

※２．販売管理費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

   支払手数料          160,660 千円 

   従業員給与手当        195,434 千円 

   役員報酬            37,794 千円 

   賃借料             63,321 千円 

   減価償却費           21,430 千円 

    

＜省略＞ 

 

 

（訂正後） 

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) 

※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．販売管理費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

   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 

    

 

 

＜省略＞ 

  

※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 116,713 千円含まれております。 

※２．販売管理費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

   支払手数料          167,956 千円 

   従業員給与手当        195,434 千円 

   役員報酬            49,045 千円 

   賃借料             63,321 千円 

   広告宣伝費           33,761 千円 

   減価償却費           21,669 千円 

   貸倒引当金繰入額        88,123 千円 

    

＜省略＞ 
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（セグメント情報） 

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） 

（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 285,905 201,156 487,061 － 487,061 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

    －     －     －     －     － 

計 285,905 201,156 487,061 － 487,061 

営業費用 189,417 691,706 881,124 219,884 1,101,008 

営業利益又は営業損失（△） 96,487 △490,550 △394,063 （219,884） △613,947 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
     

  資産 116,877 361,341 478,219 126,930 605,150 

  減価償却費 8,061 6,919 14,980 6,449 21,430 

  資本的支出 1,166 1,717 2,883 1,601 40,484 

＜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 294,979 196,036 491,015 － 491,015 

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

    －     －     －     －     － 

計 294,979 196,036 491,015 － 491,015 

営業費用 204,445 686,252 890,697 253,620 1,144,317 

営業利益又は営業損失（△） 90,534 △490,216 △399,682 （253,620） △653,302 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
     

  資産 116,101 335,685 451,787 132,782 584,569 

  減価償却費 8,068 7,039 15,108 6,561 21,669 

  資本的支出 646 951 1,597 887 2,484 

＜省略＞
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（訂正前） 

（関連当事者との取引） 

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） 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合 

(％) 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

金銭の貸付 
(注）1 

－ 
役員長期
貸付金

20,000
取締役 

金銭の借入 
（注）2 

22,000 
短期  

借入金
22,000

役員 土井宏文 － － 
当社取締役
知的財産権
投資協議会
事務局長 

（被所有）
直接0.21%

－ － 
知的財産権
投資協議会
からの金銭

の借入 
（注）2 

12,000 
短期  

借入金
12,000

（注）１．金銭の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済期間は５年、利率 3.0％としておりま

す。 
   ２．金銭の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。 
 
（訂正後） 
（関連当事者情報） 

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） 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合 

(％) 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

金銭の貸付 
(注）1 

－ 

1年以内返
済予定長
期役員貸
付金 

20,000
取締役 

金銭の借入 
（注）2 

22,000 
短期  

借入金
22,000

役員 土井宏文 － － 

当社取締役
知的財産権
投資協議会
事務局長 

（被所有）
直接0.21%

－ － 
知的財産権
投資協議会
からの金銭

の借入 
（注）2 

12,000 
短期  

借入金
12,000

役員 平田 充 ― ― 代表取締役 ― ― ― 金銭の仮払 13,690 仮払金 13,690

（注）１．金銭の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済期間は５年、利率 3.0％としておりま

す。 
   ２．金銭の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。 
   ３．取締役会の承認を得ていない金員の費消の一部であり、内容については調査中であります。 
 

(2）子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の 

名称 
所在地 

資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合 

(％) 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

非連結 
子会社 

有限会社エ
スイープロ
ジェクト 

 東京都 
港区 

3,000 
著作権等 
への投資

（所有） 
間接 100

－ － 
金銭の借入 

(注）1 
87,300 

短期  
借入金

2,800

非連結 
子会社 

音楽著作権
管理組ソフ
トウェアフ
ァンド  

東京都
港区 

33,000 
ソフトウエ
ア開発への
投資 

9.09 － 
業 務 執
行 組 合
員 

金銭の借入 
(注）1 

10,000 
短期  

借入金
10,000

非連結 
子会社 

有限会社ケ
イジェイプ
ロジェクト 

東京都 
 港区 

3,000 
著作権等
への投資

（所有） 
間接 100

－ － 
金銭の借入 

(注）1 
4,500 

短期  
借入金

4,500

（注）１．有限会社エスイープロジェクト及び有限会社ケイジェイプロジェクトは、当社が 100％出資している
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社団法人デジタルコンテンツエージェンシーの子会社であります。 
   ２．金銭の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。 
 

（１株当たり情報） 

（訂正前） 

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) 

  １株当たり純資産額      1,848 円 60 銭 

  １株当たり当期純損失額    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。 

１株当たり純資産額        96 円 07 銭 

  １株当たり当期純損失額    3,047 円 24 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。 

 

（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。 

（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) 

当期純損失（千円） 1,002,959 907,209 

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） 1,002,959 907,209 

期中平均株式数 208,287.08 株 297,715 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 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 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) 

純資産の合計額（千円） 739,079 193,955 

純資産の部の合計金額から控除す

る金額（千円） 

353,788 147,395 

（うち新株予約権） （－） （－） 

（うち少数株主持分） （353,788） （147,395） 

普通株式に係る期末の純資産額 385,291 46,559 

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 

            208,423 株             484,652 株 
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（訂正後） 

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) 

  １株当たり純資産額      1,848 円 60 銭 

  １株当たり当期純損失額    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。 

１株当たり純資産額        34 円 86 銭 

  １株当たり当期純損失額    3,146 円 77 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。 

 

（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。 

（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) 

当期純損失（千円） 1,002,959 936,841 

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） 1,002,959 936,841 

期中平均株式数 208,287.08 株 297,715 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 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 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) 

純資産の合計額（千円） 739,079 154,319 

純資産の部の合計金額から控除す

る金額（千円） 

353,788 137,423 

（うち新株予約権） （－） （－） 

（うち少数株主持分） （353,788） （134,723） 

普通株式に係る期末の純資産額 385,291 16,896 

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 

            208,423 株             484,652 株 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（訂正前） 

                                （単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 157,367   59,018

売掛金 40,659  24,414

信託未収収益 17,164  54,167

営業投資有価証券 664,786  208,477

製品 18,726  7,021

短期貸付金 530,835  0

仕掛品 54  0

前払費用 7,089  765

未収収益  2,957

未収入金  7,676

その他 27,218  63,833

 貸倒引当金 △429,941  △12,513

流動資産合計 1,033,960  415,819

固定資産  

有形固定資産  

 建物 333  333

  減価償却累計額 △300  △300

  建物（純額） 33  33

 車両運搬具  8,133

  減価償却累計額  0

  車両運搬具（純額）  8,133

 工具、器具及び備品 49,286  50,089

  減価償却累計額 △18,157  △32,793

  工具、器具及び備品（純額） 31,129  17,296

有形固定資産合計 31,162  25,462

無形固定資産  

 商標権 880  728

ソフトウエア 21,669  16,553

電話加入権 650  650

無形固定資産合計 23,200  17,932

   投資その他の資産  

投資有価証券 44,597  487

関係会社株式 2,500  

その他の関係会社有価証券 170  

出資金 36,411  33,000

長期前払費用 830  0
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

役員長期貸付金 20,000  20,000

従業員長期貸付金 10,420  2,920

長期貸付金 18,038  216,101

敷金及び保証金 59,872  60,111

長期前払費用 830  0

その他投資 5,142  635,794

貸倒引当金 △21,197  △842,370

投資その他の資産合計 176,785  126,045

固定資産合計 231,147  169,440

資産合計 1,265,108  585,260

負債の部  

流動負債  

買掛金 65,165  5,681

短期借入金 456,000  206,001

未払金 69,937  139,515

未払費用  6,489

未払法人税等 5,652  6,836

預り金 52,782  163,620

組合出資預り金 8,168  8,168

その他 8,964  1,086

流動負債合計 666,671  537,400

固定負債  

債務保証損失引当金 220,000  

固定負債合計 220,000  0

負債合計 886,671  537,400

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,280,032  2,563,585

資本剰余金  

 資本準備金 2,191,632  2,475,185

 資本剰余金合計 2,191,632  2,475,185

利益剰余金  

 その他利益剰余金  

  繰越利益剰余金 △4,089,849  △4,988,905

 利益剰余金合計 △4,089,849  △4,988,905

自己株式 △2,038  △2,007

株主資本合計 379,777  47,859

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △1,340   －

評価・換算差額等合計 △1,340  

純資産合計 378,436  47,859

負債純資産合計 1,265,108  585,260
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（訂正後） 

                                （単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 157,367   59,018

売掛金 40,659  24,414

信託未収収益 17,164  63,695

営業投資有価証券 664,786  199,491

仕掛品 54  －

製品 18,726  5,263

短期貸付金 530,835  －

１年以内回収予定役員長期貸付金 －  20,000

前払費用 7,089  620

未収収益 －  2,957

未収入金 －  288

仮払金 －  23,390

未収還付消費税 －  9,587

その他 27,218  5,392

 貸倒引当金 △429,941  △5,125

流動資産合計 1,033,960  408,995

固定資産  

有形固定資産  

 建物 333  333

  減価償却累計額 △300  △300

  建物（純額） 33  33

 車両運搬具 －  8,119

  減価償却累計額 －  △282

  車両運搬具（純額） －  7,837

 工具、器具及び備品 49,286  50,089

  減価償却累計額 △18,157  △32,793

  工具、器具及び備品（純額） 31,129  17,296

有形固定資産合計 31,162  25,166

無形固定資産  

 商標権 880  728

ソフトウエア 21,669  16,553

電話加入権 650  650

無形固定資産合計 23,200  17,932

   投資その他の資産  

投資有価証券 44,597  －

関係会社株式 2,500  487

その他の関係会社有価証券 170  －

出資金 36,411  33,000

長期前払費用 830  587

役員長期貸付金 20,000  －
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（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成 20 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 21 年３月 31 日） 

従業員長期貸付金 10,420  2,920

長期貸付金 18,038  216,101

敷金及び保証金 59,872  60,111

供託金 －  15,470

破産更生債権等 －  521,702

その他投資 5,142  3,542

貸倒引当金 △21,197  △732,409

投資その他の資産合計 176,785  121,515

固定資産合計 231,147  164,614

資産合計 1,265,108  573,610

負債の部  

流動負債  

買掛金 65,165  5,681

短期借入金 456,000  206,001

未払金 69,937  152,027

未払費用 －  11,652

未払法人税等 5,652  6,836

預り金 52,782  164,570

組合出資預り金 8,168  8,168

その他 8,964  1,516

流動負債合計 666,671  556,455

固定負債  

債務保証損失引当金 220,000  －

固定負債合計 220,000  －

負債合計 886,671  556,455

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,280,032  2,563,585

資本剰余金  

 資本準備金 2,191,632  2,475,185

 資本剰余金合計 2,191,632  2,475,185

利益剰余金  

 その他利益剰余金  

  繰越利益剰余金 △4,089,842  △5,019,610

 利益剰余金合計 △4,089,842  △5,019,610

自己株式 △2,038  △2,007

株主資本合計 379,777  17,154

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △1,340   －

評価・換算差額等合計 △1,340  －

純資産合計 738,436  17,154

負債純資産合計 1,265,108  573,610
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（２）損益計算書 

（訂正前） 

                                （単位：千円） 

 

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） 

売上高 735,928  532,323

売上原価 447,074  408,055

売上総利益 288,854   124,268

販売費及び一般管理費 699,655  658,471

営業損失（△） △410,801  △534,203

営業外収益  

受取利息 9,576  5,002

匿名組合損益分配額 10,066  3,159

雑収入 2,453  3,182

営業外収益合計 22,097  11,344

営業外費用  

支払利息 21,985  11,459

 新株発行費償却 4,706  

株式交付費  2,829

 支払手数料 46,850  53,123

 有価証券売却損  18,100

 貸倒引当金繰入額  186,673

 雑損失 526  1,540

 営業外費用合計 74,069  273,726

経常損失（△） △462,772  △796,585

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,929  1,600

新株予約権戻入益 12,500  

出資金償還益 15,000  

特別利益合計 36,429  1,600

特別損失  

投資有価証券評価損 106,050  8,537

たな卸資産評価損 22,080  

貸倒引当金繰入額 333,314  

債務保証損失引当金繰入額 220,000  

投資有価証券売却損  1,775

匿名組合財産補填損失  88,445

和解金  4,361

特別損失合計 681,445  103,120

税引前当期純損失（△） △1,107,788  △898,105

法人税、住民税及び事業税 950  950

法人税等合計 950  950

当期純損失（△） △1,108,738  △899,055
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（訂正後） 

                                （単位：千円） 

 

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） 

売上高 735,928  541,397

売上原価 447,074  418,715

売上総利益 288,854   122,682

販売費及び一般管理費 699,655  687,360

営業損失（△） △410,801  △564,678

営業外収益  

受取利息 9,576  5,004

匿名組合損益分配額 10,066  3,159

還付消費税等 －  1,208

雑収入 2,453  2,028

営業外収益合計 22,097  11,400

営業外費用  

支払利息 21,985  11,612

 新株発行費償却 4,706  －

株式交付費 －  2,929

 支払手数料 46,850  53,123

 貸倒引当金繰入額 －  185,073

 雑損失 526  1,541

 営業外費用合計 74,069  254,280

経常損失（△） △462,772  △807,558

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,929  －

新株予約権戻入益 12,500  －

出資金償還益 15,000  －

特別利益合計 36,429  －

特別損失  

投資有価証券評価損 95,100  8,537

たな卸資産評価損 22,080  －

貸倒引当金繰入額 333,314  －

債務保証損失引当金繰入額 220,000  －

投資有価証券売却損 －  19,875

匿名組合財産補填損失 －  88,445

和解金 －  4,361

循環取引損失 10,950  －

特別損失合計 681,445  121,220

税引前当期純損失（△） △1,107,788  △928,779

法人税、住民税及び事業税 950  950

法人税等合計 950  950

当期純損失（△） △1,108,738  △929,729
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（３）株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

                                （単位：千円） 

 

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）

株主資本  

資本金  

前期末残高 2,277,607   2,280,032

当期変動額  

新株の発行 2,425  283,553

当期変動額合計 2,425  

当期末残高 2,280,032  2,563,585

資本剰余金  

 資本準備金  

前期末残高 2,189,207  2,191,632

当期変動額  

新株の発行 2,425  283,553

当期変動額合計 2,425  

当期末残高 2,191,632  2,475,185

  資本剰余金合計  

前期末残高 2,189,207  2,191,632

当期変動額  

新株の発行 2,425  283,553

当期変動額合計 2,425  

当期末残高 2,191,632  2,475,185

利益剰余金  

 その他利益剰余金  

  繰越利益剰余金  

前期末残高 △2,981,110  △4,089,849

当期変動額  

当期純損失（△） △1,108,738  △899,055

当期変動額合計 △1,108,738  

当期末残高 △4,089,849  △4,988,905

  利益剰余金合計  

前期末残高 △2,981,110  △4,089,849

当期変動額  

当期純損失（△） △1,108,738  △899,055

当期変動額合計 △1,108,738  △899,055

当期末残高 △4,089,849  △4,988,905

自己株式  

前期末残高 △2,038  △2,038

当期変動額  

自己株式の消却 －  31

当期末残高 △2,038  △2,007



- 44 - 

 

（単位：千円） 

 

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）

株主資本合計  

前期末残高 1,483,666  379,777

当期変動額  

新株の発行 4,850  567,106

当期純損失（△） △1,108,738  △899,055

自己株式の消却 －  31

当期変動額合計 △1,108,738  △331,918

当期末残高 379,777  47,859

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 △473   △1,340

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867  1,340

当期変動額合計 △867  1,340

当期末残高 △1,340  －

評価・換算差額等合計  

前期末残高 △473  △1,340

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867  1,340

当期変動額合計 △867  1,340

当期末残高 △1,340  

新株予約権  

前期末残高 12,500  －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,500  0

当期変動額合計 △12,500  －

当期末残高 －  

純資産額合計  

前期末残高 1,495,693  378,436

当期変動額  

新株の発行 4,850  567,106

当期純損失（△） △1,108,738  △899,055

自己株式の消却 －  31

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,367  1,340

当期変動額合計 △1,117,256  △330,578

当期末残高 378,436  47,859
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（訂正後） 

                                    （単位：千円） 

 

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）

株主資本  

資本金  

前期末残高 2,277,607   2,280,032

当期変動額  

新株の発行 2,425  283,553

当期変動額合計 2,425  283,553

当期末残高 2,280,032  2,563,585

資本剰余金  

 資本準備金  

前期末残高 2,189,207  2,191,632

当期変動額  

新株の発行 2,425  283,553

当期変動額合計 2,425  283,553

当期末残高 2,191,632  2,475,185

  資本剰余金合計  

前期末残高 2,189,207  2,191,632

当期変動額  

新株の発行 2,425  283,553

当期変動額合計 2,425  283,553

当期末残高 2,191,632  2,475,185

利益剰余金  

 その他利益剰余金  

  繰越利益剰余金  

前期末残高 △2,981,110  △4,089,849

当期変動額  

 自己株式の消却 －  △31

当期純損失（△） △1,108,738  △929,729

当期変動額合計 △1,108,738  △929,760

当期末残高 △4,089,849  △5,019,610

  利益剰余金合計  

前期末残高 △2,981,110  △4,089,849

当期変動額  

自己株式の消却 －  △31

当期純損失（△） △1,108,738  △929,729

当期変動額合計 △1,108,738  △929,760

当期末残高 △4,089,849  △5,019,610

自己株式  

前期末残高 △2,038  △2,038

当期変動額  

自己株式の消却 －  31

当期変動額合計 －  31

当期末残高 △2,038  △2,007
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（単位：千円） 

 

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）

株主資本合計  

前期末残高 1,483,666  379,777

当期変動額  

新株の発行 4,850  567,106

当期純損失（△） △1,108,738  △929,729

当期変動額合計 △1,108,738  △362,623

当期末残高 379,777  17,154

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額等  

前期末残高 △473   △1,340

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867  1,340

当期変動額合計 △867  1,340

当期末残高 △1,340  －

評価・換算差額等合計  

前期末残高 △473  △1,340

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867  1,340

当期変動額合計 △867  1,340

当期末残高 △1,340  －

新株予約権  

前期末残高 12,500  －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,500  －

当期変動額合計 △12,500  －

当期末残高 －  －

純資産合計  

前期末残高 1,495,693  378,436

当期変動額  

新株の発行 4,850  567,106

当期純損失（△） △1,108,738  △929,729

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,367  1,340

当期変動額合計 △1,117,256  △361,283

当期末残高 378,436  17,154
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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、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、また手許流動性も悪化しております。 

 

＜省略＞ 

当社は、前事業年度までの４事業年度に引き続き、当事

業年度においても 534,203 千円の営業損失を計上しており

ます。また、手許流動性も悪化しております。 

  

＜省略＞ 

 

（訂正後） 

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、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、また手許流動性も悪化しております。 

 

＜省略＞ 

当社は、前事業年度までの４事業年度に引き続き、当事

業年度においても 541,397 千円の営業損失を計上しており

ます。また、手許流動性も悪化しております。 

  

＜省略＞ 

 


