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平成21年７月31日 

各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｒ 

         （旧会社名 株式会社テレウェイヴ） 

代表者名  代表取締役社長 高 梨 宏 史 

(ＪＡＳＤＡＱ・コード２７５９) 

問合せ先 総合企画室次長 佐 野 友 義 

電 話   ０３－５７３３－４４９２ 

 

 
 

（訂正）「平成20年３月期 中間決算短信」の一部訂正について 

 

 
 当社は、平成21年７月９日付の「不正行為及び不適切な会計処理による連結業績への影響額、及

び平成21年３月期連結業績予想との差異、特別損失の計上、並びに過年度（平成20年３月期）連結

業績の訂正に関するお知らせ」において、過年度に行われた不適切な会計処理の金額を発表し、平

成20年３月期の各四半期、及び平成21年３月期の第１、第２、第３四半期決算短信の訂正、並びに

平成21年３月期決算短信の確定を速やかに行い、それらの発表及び訂正については７月下旬を目処

に行う旨、お知らせいたしました。今般、具体的な訂正内容が確定いたしましたので、以下のとお

りご報告申し上げます。 

 なお、訂正箇所を含むページについて訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付

して表示しております。 

 

 

記 

 
 

 (百万円未満切捨て) 
１． 平成 19年９月中間期の連結業績（平成 19年４月１日～平成 19年９月 30日） 

 
（訂正前） 
 
 (1) 連結経営成績  

(％表示は対前年中間期増減率)  
 売上高 営業利益(△損失) 経常利益(△損失) 中間(当期)純利益 

(△損失) 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年９月中間期 8,675 △29.3 ─ △826 ─ △924 ─ △1,643 
18年９月中間期 12,268 32.2 769 △56.0 699 △60.1 217 △76.6 
19 年 ３ 月 期 22,974 ─ 941 ─ 843 ─ △815 ─ 

 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 
(△損失) 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 

(当期)純利益 
 円 銭 円 銭 

19年９月中間期 △3,191 ─ 33 ─ 
18年９月中間期 432 35 426 15 
19 年 ３ 月 期 △1,600 87 ─ ─ 

（参考）持分法投資損益 19 年９月中間期△80 百万円 18 年９月期中間期△49 百万円 19 年 3 月期△71 百万円 
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 (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 
19年９月中間期 23,383 18,275 77.2 35,022 
18年９月中間期 

55 
24,676 20,976 83.8 40,208 51 

19 年 ３ 月 期 24,653 20,112 80.4 38,488 04 
（参考）自己資本 19 年９月中間期18,042

 
百万円 18 年９月中間期 20,689 百万円 19 年３月期 19,817 百万円 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況   
 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

 19年９月中間期 △1,530 1,279 850 6,355 
 18年９月中間期 △1,399 △806 5,280 8,434 
  19 年 ３ 月 期 △3,208 △2,020 5,624 5,756 

 
－後略－ 

 
（訂正後） 
 
 (1) 連結経営成績  

(％表示は対前年中間期増減率)  
 売上高 営業利益(△損失) 経常利益(△損失) 中間(当期)純利益 

(△損失) 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年９月中間期 8,583 △30.0 ─ △927 ─ △1,020 ─ △3,776 
18年９月中間期 12,268 32.2 769 △56.0 699 △60.1 217 △76.6 
19 年 ３ 月 期 22,974 ─ 941 ─ 843 ─ △815 ─ 

 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 
(△損失) 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 

(当期)純利益 
 円 銭 円 銭 

19年９月中間期 △7,333 ─ 74 ─ 
18年９月中間期 432 35 426 15 
19 年 ３ 月 期 △1,600 87 ─ ─ 

（参考）持分法投資損益 19 年９月中間期△80 百万円 18 年９月期中間期△49 百万円 19 年 3 月期△71 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 

19年９月中間期 21,287 16,115 74.6 30,828 
18年９月中間期 

25 
24,676 20,976 83.8 40,208 51 

19 年 ３ 月 期 24,653 20,112 80.4 38,488 04 
（参考）自己資本 19 年９月中間期15,881

 
百万円 18 年９月中間期 20,689 百万円 19 年３月期 19,817 百万円 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況   
 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

 19年９月中間期 △1,518 1,279 838 6,355 
 18年９月中間期 △1,399 △806 5,280 8,434 
  19 年 ３ 月 期 △3,208 △2,020 5,624 5,756 

 
－後略－ 
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(参考) 個別業績の概要 
 
1. 平成 19 年９月中間期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
 
（訂正前） 
 

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)  
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
 19年９月中間期 622 △80.7 299 △88.9 339 △87.2 364 
 18年９月中間期 

△85.8 
3,222 169.9 2,688 254.7 2,652 247.2 2,563 240.6 

 19 年 ３ 月 期 3,613 ― 2,670 ― 2,676 ― 2,043 ― 
 

 １株当たり中間 
(当期)純利益 

 円 銭 
 19年９月中間期 707 
 18年９月中間期 

07 
5,085 17 

  19 年 ３ 月 期 4,011 42 
 

(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 
 19年９月中間期 21,847 20,119 92.1 39,043 
 18年９月中間期 

80 
20,485 20,331 99.1 39,469 32 

  19 年 ３ 月 期 20,284 19,950 98.4 38,746 03  
(参考) 自己資本 19年９月中間期 20,114 18年９月中間期 百万円 20,309百万円 19年３月期 19,950百万円 

 
 
 
（訂正後） 

 
 (1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)  

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 
(△損失) 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
 19年９月中間期 622 △80.7 299 △88.9 339 △87.2 ― △2,771 
 18年９月中間期 3,222 169.9 2,688 254.7 2,652 247.2 2,563 240.6 
 19 年 ３ 月 期 3,613 ― 2,670 ― 2,676 ― 2,043 ― 

 

 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

 
(△損失) 
円 銭 

 19年９月中間期 △5,381 
 18年９月中間期 

35 
5,085 17 

  19 年 ３ 月 期 4,011 42 
 

(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 
 19年９月中間期 18,684 16,956 90.7 32,904 
 18年９月中間期 

13 
20,485 20,331 99.1 39,469 32 

  19 年 ３ 月 期 20,284 19,950 98.4 38,746 03  
(参考) 自己資本 19年９月中間期 16,951 18年９月中間期 百万円 20,309百万円 19年３月期 19,950百万円 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 
 
（訂正前） 
 

－前略－ 
 
特別損益につきましては、当社連結子会社である株式会社ウェブ・ワークスの株式を一部譲渡したこ

とによる関係会社株式売却益 871 百万円、ＩＴパッケージに新規導入予定として取得しましたソフトウ

エアの収益性見直しによる固定資産除却損 574 百万円、投資有価証券の評価損 250 百万円、子会社の将

来の事業計画見直しによる減損損失 182 百万円を計上しております。 
 なお、情報通信機器事業（前年同期売上高は、2,032 百万円）につきましては、既にマーケットが成熟

し、事業収益も低い状況にあることから、経営リソースをＩＴパッケージと経営支援サービスにシフト

チェンジしております。 
これらの結果、売上高8,675百万円（前年同期比29.3％減）、営業損失826百万円（前年同期は営業利

益 769 百万円）、経常損失924百万円（前年同期は経常利益 699 百万円）、中間純損失1,643

 

百万円（前

年同期は中間純利益 217 百万円）となりました。 

－後略－ 
 
 
（訂正後） 

 
－前略－ 

 
特別損益につきましては、当社連結子会社である株式会社ウェブ・ワークスの株式を一部譲渡したこ

とによる関係会社株式売却益 871 百万円、営業立替金等に対する貸倒引当金繰入額 1,017 百万円

これらの結果、売上高 8,583 百万円（前年同期比 30.0％減）、営業損失 927 百万円（前年同期は営業

利益 769 百万円）、経常損失 1,020 百万円（前年同期は経常利益 699 百万円）、中間純損失 3,776 百万

円（前年同期は中間純利益 217 百万円）となりました。 

、ＩＴ

パッケージに新規導入予定として取得しましたソフトウエアの収益性見直しによる固定資産除却損 574
百万円、投資有価証券の評価損 250 百万円、子会社の将来の事業計画見直しによる減損損失 182 百万円

を計上しております。 
 なお、情報通信機器事業（前年同期売上高は、2,032 百万円）につきましては、既にマーケットが成熟

し、事業収益も低い状況にあることから、経営リソースをＩＴパッケージと経営支援サービスにシフト

チェンジしております。 

 
－後略－ 
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(2) 財政状態に関する分析 
 
（訂正前） 
 

① 当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べて 0.3％増加し、12,401 百万円となりました。これは主に、

ＩＴパッケージの売上計上時期変更に伴う売掛金の減少 692 百万円と金融支援サービスにおける営

業立替金の増加 968 百万円によります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて 12.9％減少し、10,981 百万円となりました。これは主に、

投資有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復可能性が低いと見込まれるものについて減損

処理を行ったこと及び保有していた株式会社ジャストプランニング（ジャスダックコード：4287）
の株式を売却したことによる減少 670 百万円と資産見直しによるソフトウェアの除却による減少

409 百万円によります。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、16.6％増加し、4,312 百万円となりました。これは主に、

未払金 521 百万円・未払法人税 209 百万円が減少したものの、借入金の調達により短期借入金が前

連結会計年度末に比べて 1,488 百万円増加したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、5.8％減少し、794 百万円となりました。これは主に、

長期借入金の短期への振替により 73 百万円減少したことによります。 
（純資産） 
 純資産は、前連結会計年度末に比べて、9.1％減少し、18,275 百万円となりました。これは、中間

純損失が 1,643 百万円となったことによります。 
② 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

 
－中略－ 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動によるキャッシュ・フローは 1,530 百万円の減少（前中間連結会計期間は 1,399 百万円

の減少）となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失が 1,235 百万円となったことに加え、

金融支援サービスにおける営業立替金の増加による資金の減少 1,009 百万円によるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動の結果得られた資金は 850 百万円（前中間連結会計期間は 806 百万円の減少）となりま

した。これは主に、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出 408 百万円、保有していた投

資有価証券の売却による収入 495 百万円、連結範囲の変更に伴う株式会社ウェブ・ワークス株式売

却による収入 892 百万円によるものであります。 
 

－後略－ 
 

（訂正後） 
 

①当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べて 10.4％減少し、10,791 百万円となりました。これは主に、

ＩＴパッケージの売上計上時期変更に伴う売掛金の減少 793 百万円と、繰延税金資産の回収可能性

について検討した結果、繰延税金資産を 324 百万円取崩したことによります。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて 16.7％減少し、10,495 百万円となりました。これは主に、

投資有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復可能性が低いと見込まれるものについて減損

処理を行ったこと及び保有していた株式会社ジャストプランニング（ジャスダックコード：4287）
の株式を売却したことによる減少 670 百万円と、繰延税金資産の回収可能性について検討した結果、

繰延税金資産を 891 百万円取崩したこと、ソフトウェアの除却による減少 409 百万円によります。 
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、18.4％減少し、4,377 百万円となりました。これは主に、
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未払金 512 百万円・未払法人税等 209 百万円が減少したものの、借入金の調達により短期借入金が

前連結会計年度末に比べて 1,488 百万円増加したことによります。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、5.8％減少し、794 百万円となりました。これは主に、

長期借入金の短期への振替により 73 百万円減少したことによります。 
（純資産） 
 純資産は、前連結会計年度末に比べて、19.9％減少し、16,115 百万円となりました。これは、中

間純損失が 3,776 百万円となったことによります。 
②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

 
－中略－ 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動によるキャッシュ・フローは 1,518 百万円の減少（前中間連結会計期間は 1,399 百万円

の減少）となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失が 2,385 百万円となったことに加え、

金融支援サービスにおける営業立替金に係る支出超過による資金の減少 1,072 百万円によるもので

あります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動の結果得られた資金は 838 百万円（前中間連結会計期間は 806 百万円の支出）となりま

した。これは主に、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出 408 百万円、保有していた投

資有価証券の売却による収入 484 百万円、連結範囲の変更に伴う株式会社ウェブ・ワークス株式売

却による収入 892 百万円によるものであります。 
 

－後略－ 
 

 
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 
（訂正前） 
 

 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 
中間期 

自己資本比率（％） 64.0 52.2 80.4 

時価ベースの自己資本比率
（％） 

77.2 

686.8 816.8 89.7 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年） 

110.2 

0.5 1.9 ─ ─ 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 355.3 458.9 ─ ─ 

 
－後略－ 

 
（訂正後） 
 

 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 
中間期 

自己資本比率（％） 64.0 52.2 80.4 

時価ベースの自己資本比率
（％） 

74.6 

686.8 816.8 89.7 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年） 

121.0 

0.5 1.9 ─ ─ 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 355.3 458.9 ─ ─ 

  
－後略－ 
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４ 中間連結財務諸表 
(1) 中間連結貸借対照表 

 
（訂正前） 

 

  前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 
(資産の部)           
Ⅰ 流動資産           
 １ 現金及び預金 ※１  8,641,815   6,592,787   5,962,007  
 ２ 受取手形及び売掛金 ※８  3,299,057    1,689,946  2,382,357  
 ３ たな卸資産   155,652   105,664   178,197  
 ４ 営業立替金 ※２  ―    2,880,780  1,912,014  
 ５ その他   1,109,211    1,235,496  1,814,032  
   貸倒引当金   △265,787   △102,869   △200,714  

  流動資産合計   12,939,950 52.4  12,401,805  53.0 12,047,895 48.9 
Ⅱ 固定資産           
 １ 有形固定資産           
  (1) 自社利用資産  956,234   1,113,914   1,095,891   
   減価償却累計額  395,337 560,897  534,924 578,989  494,885 601,005  

  (2) 賃貸用資産  395,175   688,959   574,041   
   減価償却累計額  36,161 359,013  115,963 572,996  74,891 499,150  

   有形固定資産合計   919,911   1,151,986   1,100,155  
 ２ 無形固定資産           
  (1) のれん  2,706,761   2,038,281   2,381,004   
  (2) ソフトウエア  680,926   1,006,046   1,415,345   
  (3) その他  5,540 3,393,228  7,325 3,051,654  5,540 3,801,889  

 ３ 投資その他の資産           
  (1) 投資有価証券 ※３ 5,102,684   3,993,559   4,663,890   
  (2) 長期未収入金  210,193    183,127  198,693   
  (3) 敷金・保証金  1,069,227   1,082,073   1,132,075   
  (4) その他  1,206,050    2,058,649  2,124,966   
    貸倒引当金  △164,918 7,423,237  △539,713  6,777,697 △415,690 7,703,934  

  固定資産合計   11,736,377 47.6  10,981,337  47.0 12,605,980 51.1 

  資産合計   24,676,327 100.0  100.0 23,383,142  24,653,875 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
 番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 
(負債の部)           
Ⅰ 流動負債           
 １ 買掛金   715,884    509,062  455,097  
 ２ 短期借入金 ※４  47,000   1,500,142   ―  
 ３ １年内返済予定の 
   長期借入金   69,153   147,020   158,730  

 ４ 未払金   568,559    482,960  1,004,891  
 ５ 未払費用   706,166   496,528   624,997  
 ６ 未払法人税等   397,835   174,696   384,649  
 ７ 賞与引当金   243,016   178,474   179,331  
 ８ 返品調整引当金   40,739   ―   ―  
 ９ 解約負担引当金   ―   363,777   384,336  
 10 その他   335,549    459,859  506,499  

  流動負債合計   3,123,905 12.7  4,312,521  18.4 3,698,532 15.0 
Ⅱ 固定負債           
 １ 長期借入金   27,655   214,235   287,745  
 ２ 役員退職慰労引当金   26,538   26,000   29,066  
 ３ その他   521,347   554,468   526,477  

  固定負債合計   575,540 2.3  794,703  3.4 843,288 3.4 

  負債合計   3,699,446 15.0  5,107,225  21.8 4,541,820 18.4 
(純資産の部)           
Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   7,717,992   7,741,054   7,740,757  
２ 資本剰余金   7,815,554   7,838,616   7,838,319  
３ 利益剰余金   5,370,864    2,565,294  4,337,553  
４ 自己株式   △65,195   △65,195   △65,195  

株主資本合計   20,839,216 84.5  18,079,769  77.3 19,851,434 80.5 
Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券 
    評価差額金   △149,767    △37,342  △33,866  

   評価・換算差額等 
   合計   △149,767 △0.6  △37,342  △0.1 △33,866 △0.1 

Ⅲ 新株予約権   22,369 0.1  5,388 0.0  ― 0.0 
Ⅳ 少数株主持分   265,063 1.0  228,101  1.0 294,486 1.2 

  純資産合計   20,976,881 85.0  18,275,917  78.2 20,112,054 81.6 

  負債純資産合計   24,676,327 100.0  100.0 23,383,142  24,653,875 100.0 
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（訂正後） 
 

  前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 
(資産の部)           
Ⅰ 流動資産           
 １ 現金及び預金 ※１  8,641,815   6,592,787   5,962,007  
 ２ 受取手形及び売掛金 ※９  3,299,057    1,588,889  2,382,357  
 ３ たな卸資産   155,652   105,664   178,197  
 ４ 営業立替金 ※２  ―    1,938,798  1,912,014  
 ５ その他   1,109,211    668,531  1,814,032  
   貸倒引当金   △265,787   △102,869   △200,714  

  流動資産合計   12,939,950 52.4  10,791,801  50.7 12,047,895 48.9 
Ⅱ 固定資産           
 １ 有形固定資産           
  (1) 自社利用資産  956,234   1,113,914   1,095,891   
   減価償却累計額  395,337 560,897  534,924 578,989  494,885 601,005  

  (2) 賃貸用資産  395,175   688,959   574,041   
   減価償却累計額  36,161 359,013  115,963 572,996  74,891 499,150  

   有形固定資産合計   919,911   1,151,986   1,100,155  
 ２ 無形固定資産           
  (1) のれん  2,706,761   2,038,281   2,381,004   
  (2) ソフトウエア  680,926   1,006,046   1,415,345   
  (3) その他  5,540 3,393,228  7,325 3,051,654  5,540 3,801,889  

 ３ 投資その他の資産           
  (1) 投資有価証券 ※３ 5,102,684   3,993,559   4,663,890   
  (2) 長期未収入金  210,193    178,101  198,693   
  (3) 敷金・保証金  1,069,227   1,082,073   1,132,075   
   (4)破産更生債権等 ―    1,695,433  ―   
  (5)   その他 1,206,050    925,296  2,124,966   
    貸倒引当金  △164,918 7,423,237  △1,582,437  6,292,027 △415,690 7,703,934  

  固定資産合計   11,736,377 47.6  10,495,667  49.3 12,605,980 51.1 

  資産合計   24,676,327 100.0  100.0 21,287,469  24,653,875 100.0 
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  前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 
(負債の部)           
Ⅰ 流動負債           
 １ 買掛金   715,884    490,286  455,097  
 ２ 短期借入金 ※４  47,000   1,500,142   ―  
 ３ １年内返済予定の 
   長期借入金   69,153   147,020   158,730  

 ４ 未払金   568,559    491,960  1,004,891  
 ５ 未払費用   706,166   496,528   624,997  
 ６ 未払法人税等   397,835   174,696   384,649  
 ７ 賞与引当金   243,016   178,474   179,331  
 ８ 返品調整引当金   40,739   ―   ―  
 ９ 解約負担引当金   ―   363,777   384,336  
 10 その他   335,549    534,720  506,499  

  流動負債合計   3,123,905 12.7  4,377,606  20.6 3,698,532 15.0 
Ⅱ 固定負債           
 １ 長期借入金   27,655   214,235   287,745  
 ２ 役員退職慰労引当金   26,538   26,000   29,066  
 ３ その他   521,347   554,468   526,477  

  固定負債合計   575,540 2.3  794,703  3.7 843,288 3.4 

  負債合計   3,699,446 15.0  5,172,310  24.3 4,541,820 18.4 
(純資産の部)           
Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   7,717,992   7,741,054   7,740,757  
２ 資本剰余金   7,815,554   7,838,616   7,838,319  
３ 利益剰余金   5,370,864    431,953  4,337,553  
４ 自己株式   △65,195   △65,195   △65,195  

株主資本合計   20,839,216 84.5  15,946,428  74.9 19,851,434 80.5 
Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券 
    評価差額金   △149,767    △64,760  △33,866  

   評価・換算差額等 
   合計   △149,767 △0.6  △64,760  △0.3 △33,866 △0.1 

Ⅲ 新株予約権   22,369 0.1  5,388 0.0  ― 0.0 
Ⅳ 少数株主持分   265,063 1.0  228,101  1.1 294,486 1.2 

  純資産合計   20,976,881 85.0  16,115,159  75.7 20,112,054 81.6 

  負債純資産合計   24,676,327 100.0  100.0 21,287,469  24,653,875 100.0 
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 (2) 中間連結損益計算書 
 

（訂正前） 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 金額(千円) 百分比 

(％) 
Ⅰ 売上高   12,268,182 100.0  100.0 8,675,598  22,974,762 100.0 
Ⅱ 売上原価   4,648,158 37.9  2,917,166  33.6 8,476,157 36.9 

   売上総利益   7,620,024 62.1  5,758,431  66.4 14,498,605 63.1 
   返品調整引当金 
   繰入額   40,739 0.3  ―   ―  

   調整後売上総利益   7,579,284 61.8  5,758,431  66.4 14,498,605 63.1 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,809,592 55.5  6,585,027  75.9 13,556,874 59.0 
   営業利益又は 
   営業損失(△)   769,692 6.3  △826,596  △9.5 941,730 4.1 

Ⅳ 営業外収益           
 １ 受取利息  2,242   9,178   8,309   
 ２ 受取配当金  4,694   6,056   4,694   
 ３ 販売報奨金  39,338   3,102   40,511   
 ４ 受取手数料  7,045   31,137   17,494   
 ５ 法人税等還付加算金  ―   8,747   ―   
 ６ その他  8,363 61,684 0.5 11,011 69,234 12,715 0.8 83,725 0.4 

Ⅴ 営業外費用           
 １ 支払利息  7,097   7,250   8,701   
 ２ 株式交付費  56,248   660   59,803   
 ３ 棚卸資産評価損  7,650   6,682   15,303   
 ４ 投資事業組合損失  ―   63,730   7,660   
 ５ 持分法による 

投資損失  49,302   80,062   71,670   

 ６ その他  11,437 131,735 1.1 9,208 2.0 167,594 18,707 181,847 0.8 
   経常利益又は 
   経常損失(△)   699,641 5.7  △924,956  △10.7 843,608 3.7 

Ⅵ 特別利益           
 １ 前期損益修正益  ―   677   ―   
 ２ 固定資産売却益 ※２ 14   6,241   ―   
 ３ 投資有価証券売却益  948,635   30,600   948,635   
 ４ 関係会社株式売却益  ―   871,252   ―   
 ５ 新株予約権戻入益  ―   ―   89,476   
  ６ 役員退職慰労引当金 
   戻入益  ―   5,625   ―   

 ７ 私財提供益 ※３ ―   ―   400,000   
 ８ その他  ― 948,650 7.7 ― 914,395  10.6 1,438,111 6.2 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 金額(千円) 百分比 

(％) 
Ⅶ 特別損失           
 １ 前期損益修正損  55,032   ―   56,177   
 ２ 固定資産除却損 ※４ 3,666   574,486   16,696   
 ３ 固定資産売却損 ※５ ―   4,538   ―   
 ４ 投資有価証券評価損  1,040,104   250,084   1,669,894   
 ５ 投資有価証券売却損  ―   11,868   39,599   
 ６ 和解金 ※６ 20,114   ―   24,114   
 ７ 過年度解約負担損  ―   ―   448,115   
 ８ 子会社業績連動型 
   インセンティブ制 
   度に係る臨時損失 

※７ ―   ―   404,802   

 ９ 事務所移転損失  ―   68,573   ―   
 10 貸倒引当金繰入額  ―    130,000  252,000   
 11 減損損失 ※８ ―   182,904   167,439   
 12 その他  ― 1,118,918 9.1 2,000 1,224,456 2,603 14.1 3,081,443 13.4 
      税金等調整前中間 
      純利益又は税金等 
   調整前中間(当期) 
   純損失(△) 

  529,373 4.3  △1,235,017  △14.2 △799,723 △3.5 

   法人税、住民税 
   及び事業税  850,629   167,155   949,865   

   法人税等調整額  △564,522 286,107 2.3 258,145 425,301 △990,592 4.9 △40,727 △0.2 
   少数株主利益 
   (△損失)   25,325 0.2  △16,785 △0.2  56,374 0.2 

   中間純利益又は中間 
   (当期)純損失(△)   217,940 1.8  △1,643,533  △18.9 △815,370 △3.5 
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（訂正後） 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記    
番号 金額(千円) 百分比    

(％) 金額(千円) 百分比    
(％) 金額(千円) 百分比    

(％) 
Ⅰ 売上高   12,268,182 100.0  100.0 8,583,059  22,974,762 100.0 
Ⅱ 売上原価   4,648,158 37.9  2,908,571  33.9 8,476,157 36.9 

   売上総利益   7,620,024 62.1  5,674,487  66.1 14,498,605 63.1 
   返品調整引当金 
     繰入額   40,739 0.3  ―   ―  

   調整後売上総利益   7,579,284 61.8  5,674,487  66.1 14,498,605 63.1 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,809,592 55.5  6,601,532  76.9 13,556,874 59.0 
   営業利益又は 
     営業損失(△)   769,692 6.3  △927,045  △10.8 941,730 4.1 

Ⅳ 営業外収益           
 １ 受取利息  2,242   9,178   8,309   
 ２ 受取配当金  4,694   6,056   4,694   
 ３ 販売報奨金  39,338   3,102   40,511   
 ４ 受取手数料  7,045   31,137   17,494   
 ５ 法人税等還付加算金  ―   8,747   ―   
 ６ その他  8,363 61,684 0.5 16,234 74,457 12,715 0.9 83,725 0.4 

Ⅴ 営業外費用           
 １ 支払利息  7,097   7,250   8,701   
 ２ 株式交付費  56,248   660   59,803   
 ３ 棚卸資産評価損  7,650   6,682   15,303   
 ４ 投資事業組合損失  ―   63,730   7,660   
 ５ 持分法による 
   投資損失  49,302   80,062   71,670   

 ６ その他  11,437 131,735 1.1 9,643 2.0 168,029 18,707 181,847 0.8 
   経常利益又は 
     経常損失(△)   699,641 5.7  △1,020,617  △11.9 843,608 3.7 

Ⅵ 特別利益           
 １ 前期損益修正益  ―   677   ―   
 ２ 固定資産売却益 ※２ 14   6,241   ―   
 ３ 投資有価証券売却益  948,635   30,600   948,635   
 ４ 関係会社株式売却益  ―   871,252   ―   
 ５ 新株予約権戻入益  ―   ―   89,476   
  ６ 役員退職慰労引当金 
     戻入益  ―   5,625   ―   

 ７ 私財提供益 ※３ ―   ―   400,000   
 ８ その他  ― 948,650 7.7 ― 914,395 ― 10.7 1,438,111 6.2 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記    
番号 金額(千円) 百分比    

(％) 金額(千円) 百分比    
(％) 金額(千円) 百分比    

(％) 
Ⅶ 特別損失           
 １ 前期損益修正損  55,032    167,365  56,177   
 ２ 固定資産除却損 ※４ 3,666   574,486   16,696   
 ３ 固定資産売却損 ※５ ―   4,538   ―   
 ４ 投資有価証券評価損  1,040,104   250,084   1,669,894   
 ５ 投資有価証券売却損  ―   11,868   39,599   
 ６ 和解金 ※６ 20,114   ―   24,114   
 ７ 過年度解約負担損  ―   ―   448,115   
 ８ 子会社業績連動型 
     インセンティブ制 
    度に係る臨時損失 

※７ ―   ―   404,802   

 ９ 事務所移転損失  ―   68,573   ―   
 10 貸倒引当金繰入額  ―    1,017,621  252,000   
 11 減損損失 ※８ ―   182,904   167,439   
 12 その他  ― 1,118,918 9.1 2,000 2,279,442 2,603 26.6 3,081,443 13.4 
      税金等調整前中間 
      純利益又は税金等 
     調整前中間(当期) 
     純損失(△) 

  529,373 4.3  △2,385,663  △27.8 △799,723 △3.5 

   法人税、住民税 
     及び事業税  850,629   167,155   949,865   

   法人税等調整額  △564,522 286,107 2.3 1,240,839 1,407,995 △990,592 16.4 △40,727 △0.2 
   少数株主利益 
     (△損失)   25,325 0.2  △16,785 △0.2  56,374 0.2 

   中間純利益又は中間 
     (当期)純損失(△)   217,940 1.8  △3,776,874  △44.0 △815,370 △3.5 
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 
 
（訂正前） 

－前略－ 
 

当中間連結会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 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) 7,740,757 7,838,319 4,337,553 △65,195 19,851,434 

中間連結会計期間中の変動額      

 新株の発行 297 297   594 

 剰余金の配当   △128,725  △128,725 

 中間純損失    △1,643,533 

 株主資本以外の項目の中間連結 
  会計期間中の変動額(純額) 

△1,643,533 

    ― 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 297 297 ― △1,772,258 

平成19年９月30日残高(千円) 

△1,771,664 

7,741,054 7,838,616 △65,195 2,565,294 

 

18,079,769 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主 
持分 純資産合計 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日残高(千円) △33,866 △33,866 ― 294,486 20,112,054 

中間連結会計期間中の変動額      

 新株の発行     594 

 剰余金の配当     △128,725 

 中間純損失     

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△1,643,533 

△3,476 5,388 △3,476 △66,384 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△64,472 

△3,476 5,388 △3,476 △66,384 

平成19年９月30日残高(千円) 

△1,836,137 

△37,342 5,388 △37,342 228,101 

                   
18,275,917 

－後略－ 
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（訂正後） 
 

－前略－ 
 

当中間連結会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 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) 7,740,757 7,838,319 4,337,553 △65,195 19,851,434 

中間連結会計期間中の変動額      

 新株の発行 297 297   594 

 剰余金の配当   △128,725  △128,725 

 中間純損失    △3,776,874 

 株主資本以外の項目の中間連結 
  会計期間中の変動額(純額) 

△3,776,874 

    ― 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 297 297 ― △3,905,599 

平成19年９月30日残高(千円) 

△3,905,005 

7,741,054 7,838,616 △65,195 431,953 

 

15,946,428 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主 
持分 純資産合計 

 その他有価証券 
  評価差額金 

評価・換算        
差額等合計 

平成19年３月31日残高(千円) △33,866 △33,866 ― 294,486 20,112,054 

中間連結会計期間中の変動額      

 新株の発行     594 

 剰余金の配当     △128,725 

 中間純損失     

 株主資本以外の項目の中間連結 
  会計期間中の変動額(純額) 

△3,776,874 

△30,894 5,388 △30,894 △66,384 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△91,889 

△30,894 5,388 △30,894 △66,384 

平成19年９月30日残高(千円) 

△3,996,895 

△64,760 5,388 △64,760 228,101 

 
16,115,159 

－後略－ 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 
（訂正前） 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

   税金等調整前  中間(当期)純利益(△損失) 529,373 △799,723 △1,235,017 
   減価償却費  210,322 266,113 469,344 
   減損損失  ― 182,904 167,439 
   のれん償却額  144,511 159,817 304,329 
   株式報酬費用  22,369 5,388 89,476 
   株式交付費  56,248 660 59,803 
   貸倒引当金の増加額  57,507 243,206 26,177 
   賞与引当金の増加額  107,078 30,827 43,393 
   返品調整引当金の増加額  40,739 ― ― 
   解約負担引当金の増加額(△減少額)  ―  △20,559 384,336 
   役員退職慰労引当金の減少額  △11,793 △3,066 △9,266 
   受取利息及び受取配当金  △6,937 △15,234 △13,004 
   支払利息  7,097 7,250 8,701 
   持分法による投資損失   49,302 80,062 71,670 
   関係会社株式売却益  ― △871,252 ― 
   投資有価証券売却益   △948,635 △30,600 △948,635 
   投資有価証券売却損  ― ― 39,599 
   投資有価証券評価損   1,040,104 250,084 1,669,894 
   新株予約権戻入益  ― ― △89,476 
   和解金  20,114 ― 24,114 
   事務所移転損失  ― 68,573 ― 
   固定資産売却益  ― △6,241 ― 
   固定資産売却損  ― 4,538 ― 
   固定資産除却損  3,666 574,486 16,696 
   売上債権の減少額(△増加額)  △761,556 166,643 497,867 
   たな卸資産の減少額  34,593 3,425 12,049 
   営業立替金の増加額  ― △1,837,700 △1,009,119 
   未収入金の減少額(△増加額)  ― 592,784 △626,579 
   立替金の増加額  △291,143 △45,285 ― 
   賃貸用有形固定資産の取得による支出  △172,641 △157,973 △337,839 
   賃貸用長期前払費用の支出  △19,154 △52,913 △47,495 
   賃貸用敷金及び保証金の差入による支出  △191,900 △189,547 △331,605 
   仕入債務の減少額  △161,199 △421,986 △102,282 
   未払金の増加額(△減少額)  △129,751 326,780 △670,886 
   未払費用の増加額  293,687 11,017 214,636 
   長期前受金の増加額  275,476 3,184 272,564 
   長期未払費用の増加額  22,468 13,607 ― 
   役員賞与の支払額  △10,000 ― △10,000 
   その他  △218,171 △841,266 73,003 

小計  △8,224 △1,729,897 △1,558,203 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

   利息及び配当金の受取額  19,198 30,569 25,108 
   利息の支払額  △6,433 △3,431 △9,248 
   和解金の支払額  △20,114 ― △24,114 
   事務所移転損失の支払額  ― △44,025 ― 
   法人税等の支払額  △1,383,539 △1,811,410 △206,320 
   法人税等の還付額  ― 250,717 341,471 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,399,113 △3,208,090 △1,530,693 

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  △242,666 △133,370 △416,585 
   有形固定資産の売却による収入  ― 39,611 1,004 
   無形固定資産の取得による支出  △136,216 △408,484 △1,004,487 
   投資有価証券の取得による支出  △758,848 △161,211 △858,848 
   投資有価証券の売却による収入  1,086,158 1,124,999 495,950 
   敷金及び保証金の差入による支出  △89,962 △83,944 △179,579 
   敷金及び保証金の返還による収入  36,891 126,565 54,563 
   連結範囲の変更を伴う関係

※２ 会社 
     株式の取得による支出 △612,807 ― △614,307 
   連結範囲の変更を伴う子会社 
   株式の売却による収入  ― 892,334 ― 

   関連会社株式取得による支出  △26,500 ― △26,500 
   貸付による支出   △48,000 △6,000 △91,488 
   貸付金の回収による収入  2,875 76,953 6,998 
   その他  △17,861 12,294 △16,459 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △806,937 △2,020,690 850,698 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

   短期借入による収入  1,043,977 1,500,000 1,439,477 
   短期借入金の返済による支出  △6,215,000 ― △6,657,500 
   長期借入による収入  50,000 ― 450,000 
   長期借入金の返済による支出  △128,268 △85,220 △178,601 
   株式の発行による収入  10,747,666 ― 10,789,640 
   株式の発行による支出  ― △66 ― 
   配当金の支払額  △210,917 △128,725 △212,635 
   連結子会社による自己株式の取得 
     による支出  △5,500 ― △5,500 

   その他  △1,837 △6,567 △119 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  5,280,121 1,279,420 5,624,761 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  3,074,070 599,425 395,980 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,360,388 5,756,369 5,360,388 
Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
    (期末)残高 ※１ 8,434,459 6,355,794 5,756,369 
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（訂正後） 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

   税金等調整前中間純利益又は 
   

 
中間(当期)純損失(△) 529,373 △799,723 △2,385,663 

   減価償却費  210,322 266,113 469,344 
   減損損失  ― 182,904 167,439 
   のれん償却額  144,511 159,817 304,329 
   株式報酬費用  22,369 5,388 89,476 
   株式交付費  56,248 660 59,803 
   貸倒引当金の増加額  57,507 243,206 1,068,901 
   賞与引当金の増加額  107,078 30,827 43,393 
   返品調整引当金の増加額  40,739 ― ― 
   解約負担引当金の増加額(△減少額)  ―  △20,559 384,336 
   役員退職慰労引当金の減少額  △11,793 △3,066 △9,266 
   受取利息及び受取配当金  △6,937 △15,234 △13,004 
   支払利息  7,097 7,250 8,701 
   持分法による投資損失   49,302 80,062 71,670 
   関係会社株式売却益  ― △871,252 ― 
   投資有価証券売却益   △948,635 △30,600 △948,635 
   投資有価証券売却損  ― 39,599 11,868 
   投資有価証券評価損   1,040,104 250,084 1,669,894 
   新株予約権戻入益  ― ― △89,476 
   和解金  20,114 ― 24,114 
   事務所移転損失  ― 68,573 ― 
   固定資産売却益  ― △6,241 ― 
   固定資産売却損  ― 4,538 ― 
   固定資産除却損  3,666 574,486 16,696 
   売上債権の減少額(△増加額)  △761,556 166,643 603,949 
   たな卸資産の減少額  34,593 3,425 12,049 
   営業立替金の増加額  ― △1,837,700 △1,072,364 
   未収入金の減少額(△増加額)  ― 592,784 △626,579 
   立替金の増加額  △291,143 △45,285 ― 
   賃貸用有形固定資産の取得による支出  △172,641 △157,973 △337,839 
   賃貸用長期前払費用の支出  △19,154 △52,913 △47,495 
   賃貸用敷金及び保証金の差入による支出  △191,900 △189,547 △331,605 
   仕入債務の減少額  △161,199 △421,986 △121,058 
   未払金の増加額(△減少額)  △129,751 326,780 △661,886 
   未払費用の増加額  293,687 11,017 214,636 
   長期前受金の増加額  275,476 3,184 272,564 
   長期未払費用の増加額  22,468 13,607 ― 
   役員賞与の支払額  △10,000 ― △10,000 
   その他  △218,171 △841,266 168,100 

小計  △8,224 △1,729,897 △1,526,098 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

   利息及び配当金の受取額  19,198 30,569 25,108 
   利息の支払額  △6,433 △3,431 △9,248 
   和解金の支払額  △20,114 ― △24,114 
   事務所移転損失の支払額  ― △44,025 ― 
   法人税等の支払額  △1,383,539 △1,811,410 △226,556 
   法人税等の還付額  ― 250,717 341,471 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,399,113 △3,208,090 △1,518,824 

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  △242,666 △133,370 △416,585 
   有形固定資産の売却による収入  ― 39,611 1,004 
   無形固定資産の取得による支出  △136,216 △408,484 △1,004,487 
   投資有価証券の取得による支出  △758,848 △161,211 △858,848 
   投資有価証券の売却による収入  1,086,158 1,124,999 484,081 
   敷金及び保証金の差入による支出  △89,962 △83,944 △179,579 
   敷金及び保証金の返還による収入  36,891 126,565 54,563 
   連結範囲の変更を伴う子会社 
      株式の取得による支出 ※２ △612,807 ― △614,307 
   連結範囲の変更を伴う関係  会社 
   株式の売却による収入 ― 892,334 ― 

   関連会社株式取得による支出  △26,500 ― △26,500 
   貸付による支出   △48,000 △6,000 △91,488 
   貸付金の回収による収入  2,875 76,953 6,998 
   その他  △17,861 12,294 △16,459 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △806,937 △2,020,690 838,829 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

   短期借入による収入  1,043,977 1,500,000 1,439,477 
   短期借入金の返済による支出  △6,215,000 ― △6,657,500 
   長期借入による収入  50,000 ― 450,000 
   長期借入金の返済による支出  △128,268 △85,220 △178,601 
   株式の発行による収入  10,747,666 ― 10,789,640 
   株式の発行による支出  ― △66 ― 
   配当金の支払額  △210,917 △128,725 △212,635 
   連結子会社による自己株式の取得 
      による支出  △5,500 ― △5,500 

   その他  △1,837 △6,567 △119 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  5,280,121 1,279,420 5,624,761 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  3,074,070 599,425 395,980 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,360,388 5,756,369 5,360,388 
Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
    (期末)残高 ※１ 8,434,459 6,355,794 5,756,369 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



―21― 

(5) 中間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 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

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) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 
以下の子会社11社を連

結の範囲に含めておりま

す。 
連結子会社の名称 
株式会社テレウェイヴリ

ンクス 
株式会社ウェブ・ワーク

ス 
株式会社アントレプレナ

ー 
株式会社アイピーアンド

ケイ 
ロイヤルハウス株式会社 
アイ・モバイル株式会社 
イークロッシング株式会

社 
株式会社築地魚河岸やっ

ちゃば倶楽部 
株式会社アペックス・イ

ンターナショナル 
株式会社ドリームエナジ

ーコンサルティング 
株式会社キュアリアス 

 
上記のうち、株式会社築

地魚河岸やっちゃば倶楽

部、株式会社アペックス・

インターナショナル、株式

会社ドリームエナジーコン

サルティング及び株式会社

キュアリアスにつきまして

は、当中間連結会計期間に

おいて、株式の取得により

子会社となったため、連結

の範囲に含めております。 

以下の子会社10

連結子会社の名称 

社を連

結の範囲に含めておりま

す。 

株式会社テレウェイヴリ

ンクス 
株式会社アントレプレナ

ー 
株式会社アイピーアンド

ケイ 
ロイヤルハウス株式会社 
エンパワーヘルスケア株

式会社 
アイ・モバイルシステム

ズ株式会社 
株式会社築地魚河岸やっ

ちゃば倶楽部 
株式会社アペックス・イ

ンターナショナル 
株式会社ドリームエナジ

ーコンサルティング 
株式会社キュアリアス 

  
従来、連結子会社であっ

た株式会社ウェブ・ワーク

スは、保有株式売却に伴い

関連会社となったため、当

中間連結会計期間より連結

の範囲から除外し持分法適

用会社としております。 
 また、エンパワーヘルス

ケア株式会社につきまして

は、当中間連結会計期間に

おいて、アイ・モバイル株

式会社から商号変更を平成

19年７月１日付けで行っ

ております。 

以下の子会社11社を連

結の範囲に含めておりま

す。 
連結子会社の名称 
株式会社テレウェイヴリ

ンクス 
株式会社ウェブ・ワーク

ス 
株式会社アントレプレナ

ー 
株式会社アイピーアンド

ケイ 
ロイヤルハウス株式会社 
アイ・モバイル株式会社 
アイ・モバイルシステム

ズ株式会社 
株式会社築地魚河岸やっ 

 ちゃば倶楽部 
株式会社アペックス・イ 

 ンターナショナル 
株式会社ドリームエナジ

ーコンサルティング 
株式会社キュアリアス 

 
上記のうち、株式会社築

地魚河岸やっちゃば倶楽

部、株式会社アペックス・

インターナショナル、株式

会社ドリームエナジーコン

サルティング及び株式会社

キュアリアスにつきまして

は、当連結会計期間におい

て、株式の取得により子会

社となったため、連結の範

囲に含めております。 
また、アイ・モバイルシ

ステムズ株式会社につきま

しては、当連結会計年度に

おいて、イークロッシング

株式会社から商号変更を平

成19年１月24日付けで行

っております。 
 

－後略－ 
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（訂正後） 
 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

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) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 
以下の子会社11社を連

結の範囲に含めておりま

す。 
連結子会社の名称 
株式会社テレウェイヴリ

ンクス 
株式会社ウェブ・ワーク

ス 
株式会社アントレプレナ

ー 
株式会社アイピーアンド

ケイ 
ロイヤルハウス株式会社 
アイ・モバイル株式会社 
イークロッシング株式会

社 
株式会社築地魚河岸やっ

ちゃば倶楽部 
株式会社アペックス・イ

ンターナショナル 
株式会社ドリームエナジ

ーコンサルティング 
株式会社キュアリアス 

 
上記のうち、株式会社築

地魚河岸やっちゃば倶楽

部、株式会社アペックス・

インターナショナル、株式

会社ドリームエナジーコン

サルティング及び株式会社

キュアリアスにつきまして

は、当中間連結会計期間に

おいて、株式の取得により

子会社となったため、連結

の範囲に含めております。 

以下の子会社11

連結子会社の名称 

社を連

結の範囲に含めておりま

す。 

株式会社テレウェイヴリ

ンクス 
株式会社アントレプレナ

ー 
株式会社アイピーアンド

ケイ 
ロイヤルハウス株式会社 
エンパワーヘルスケア株

式会社 
アイ・モバイルシステム

ズ株式会社 
株式会社築地魚河岸やっ

ちゃば倶楽部 
株式会社アペックス・イ

ンターナショナル 
株式会社ドリームエナジ

ーコンサルティング 
株式会社キュアリアス 

  
 
アイ・モバイル株式会社 

上記のうち、アイ・モバ

イル株式会社につきまして

は、当中間連結会計期間に

おいて、株式の取得により

子会社となったため、連結

の範囲に含めております。

以下の子会社11社を連

結の範囲に含めておりま

す。 

 
 従来、連結子会社であっ

た株式会社ウェブ・ワーク

スは、保有株式売却に伴い

関連会社となったため、当

中間連結会計期間より連結

の範囲から除外し持分法適

用会社としております。 
 また、エンパワーヘルス

ケア株式会社につきまして

は、当中間連結会計期間に

おいて、アイ・モバイル株

式会社から商号変更を平成

19年７月１日付けで行っ

ております。 

連結子会社の名称 
株式会社テレウェイヴリ

ンクス 
株式会社ウェブ・ワーク

ス 
株式会社アントレプレナ

ー 
株式会社アイピーアンド

ケイ 
ロイヤルハウス株式会社 
アイ・モバイル株式会社 
アイ・モバイルシステム

ズ株式会社 
株式会社築地魚河岸やっ 

  ちゃば倶楽部 
株式会社アペックス・イ 

  ンターナショナル 
株式会社ドリームエナジ

ーコンサルティング 
株式会社キュアリアス 

 
上記のうち、株式会社築

地魚河岸やっちゃば倶楽

部、株式会社アペックス・

インターナショナル、株式

会社ドリームエナジーコン

サルティング及び株式会社

キュアリアスにつきまして

は、当連結会計年度におい

て、株式の取得により子会

社となったため、連結の範

囲に含めております。 
また、アイ・モバイルシ

ステムズ株式会社につきま

しては、当連結会計年度に

おいて、イークロッシング

株式会社から商号変更を平

成19年１月24日付けで行

っております。 

 
－後略－ 
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(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
(表示方法の変更) 

 
（訂正前） 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

──────── 
 

(中間連結貸借対照表) 
 前中間連結会計期間において、流動資産の「その他」

に含めて表示しておりました「営業立替金」につきまし

ては、資産の総額の100

 

の５を超えたため、当中間連結

会計期間より区分掲記しております。 

(中間連結損益計算書) 
 前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「受取手数料」（前中

間連結会計期間2,931千円）につきましては、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。 
 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

営業外収益の「保険代行収入」（当中間連結会計期間

118千円）につきましては、営業外収益の総額の100分
の10以下となったため、当中間連結会計期間より営業

外収益の「その他」に含めて表示することといたしまし

た。 
 

(中間連結損益計算書) 
 前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「法人税等還付加算

金」につきましては

 前中間連結会計期間において、営業外費用の「その

他」に含めて表示しておりました

、営業外収益の総額の100分の10を
超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記しており

ます。 

「投資事業組合損失」

につきましては

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 
  前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「未収入金の減少

額」（当中間連結会計期間3,843千円）は、金額的重要

性が低くなったため、当中間連結会計期間より営業活動

によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し

ております。 
  前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めておりました「立替金の

増加額」（前中間連結会計期間△38,262千円）につきま

しては、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。  

、営業外費用の総額の100分の10を超え

たため、当中間連結会計期間より区分掲記しておりま

す。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 
 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めておりました「未収入金

の減少額（△増加額）」につきましては、金額的重要性

が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記してお

ります。 
 前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「営業立替金の

増加額」は

 

、金額的重要性が増したため、当中間連結会

計期間より区分掲記しております。 
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（訂正後） 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

──────── (中間連結貸借対照表) 
 前中間連結会計期間において流動資産の「その他」に

含めて表示しておりました「営業立替金」（前中間連結

会計期間末360,362千円）につきましては、資産の総額

の100分

 

の５を超えたため、当中間連結会計期間より区

分掲記しております。 

(中間連結損益計算書) 
 前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「受取手数料」（前中

間連結会計期間2,931千円）につきましては、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。 
 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

営業外収益の「保険代行収入」（当中間連結会計期間

118千円）につきましては、営業外収益の総額の100分
の10以下となったため、当中間連結会計期間より営業

外収益の「その他」に含めて表示することといたしまし

た。 
 

(中間連結損益計算書) 
 前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「法人税等還付加算

金」（前中間連結会計期間920千円）につきましては、

営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連

結会計期間より区分掲記しております。 
 前中間連結会計期間において、営業外費用の「その

他」に含めて表示しておりました「投資事業組合損失」

（前中間連結会計期間7,660千円）につきましては

 

、営

業外費用の総額の100分の10を超えたため、当中間連結

会計期間より区分掲記しております。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 
  前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローに区分掲記しておりました「未収入金の減少

額」（当中間連結会計期間3,843千円）は、金額的重要

性が低くなったため、当中間連結会計期間より営業活動

によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し

ております。 
  前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めておりました「立替金の

増加額」（前中間連結会計期間△38,262千円）につきま

しては、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 
 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「未収入金の減少額（△増加額）」（前中間連結会計期

間3,843千円）につきましては、金額的重要性が増した

ため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。 
 
 前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「営業立替金の

増加額」（前中間連結会計期間△286,047千円）は

 

、金

額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分

掲記しております。  
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 
(中間連結貸借対照表関係) 

 
（訂正前） 
 

－前略－ 
 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
    (平成19年３月31日) 

※４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン契約 
   当社及び一部の連結子会社に

おいては、運転資金の効率的

な調達を行うため、取引銀行

５行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。 
当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 
当座貸越 
極度額及び 
貸出コミット 
メントの総額 

3,050,000千円 

借入実行額 44,000千円 
差引額 3,006,000千円 

 

※４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン契約 
   当社及び一部の連結子会社に

おいては、運転資金の効率的

な調達を行うため、取引銀行

６行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。 
当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 
当座貸越 
極度額及び 
貸出コミット 
メントの総額 

5,000,000

借入実行額 

千円 

1,500,000千円 
差引額 3,500,000

 

千円 

※４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン契約 
   当社及び一部の連結子会社に

おいては、運転資金の効率的

な調達を行うため、取引銀行

５行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。 
当連結会計年度末における当

座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残高

は次のとおりであります。 
 
当座貸越 
極度額及び 
貸出コミット 
メントの総額 

3,500,000千円 

借入実行額 －千円 
差引額 3,500,000千円 

 

 
－中略－ 
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前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成 19年９月 30日) 

前連結会計年度 
    (平成19年３月31日) 

 ７  ────────  ７ 偶発債務    
      当社及び当社連結子会社株式

会社テレウェイヴリンクス

は、平成19年6月13日にヤフ

ー株式会社との間でヤフーサ

ービスの販売促進に関する３

者間の業務提携基本契約を締

結しております。この契約に

は、株式会社テレウェイヴリ

ンクスにおける専任部門の設

置等、事業体制の確保に関す

る条項が含まれております。 

  ７  ──────── 

株式会社テレウェイヴリンク

スがこの条項に違反した場合

には、株式会社テレウェイヴ

リンクスは、当社の有価証券

報告書記載の直近の期末現在

における従業員年間平均給与

に150を乗じ、その額を２倍

した金額を損害賠償額として

ヤフー株式会社に支払うこと

になっております。当中間連

結会計期間末における見積額

は1,605百万円ですが、違反

の事実はありません。 
※８  ──────── ※８ ※８ 期末日満期手形の会計処理に  ───────── 

ついては、手形交換日をもっ

て決済処理しております。な

お、当連結会計年度末日が 
金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が 
期末残高に含まれておりま

す。 
受取手形 1,596千円 
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（訂正後） 
 

－前略－ 
 

前中間連結会計期間末 
    (平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
    (平成19年３月31日) 

※４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン契約 
   当社及び一部の連結子会社に

おいては、運転資金の効率的

な調達を行うため、取引銀行

５行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。 
当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 
当座貸越 
極度額及び 
貸出コミット 
メントの総額 

3,050,000千円 

借入実行額 44,000千円 
差引額 3,006,000千円 

 

※４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン契約 
   当社及び一部の連結子会社に

おいては、運転資金の効率的

な調達を行うため、取引銀行

６行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。 
当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 
当座貸越 
極度額及び 
貸出コミット
メントの総額 

5,100,000

借入実行額 

千円 

1,500,000千円 
差引額 3,600,000

 

千円 

※４ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントライン契約 
   当社及び一部の連結子会社に

おいては、運転資金の効率的

な調達を行うため、取引銀行

５行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結し

ております。 
当連結会計年度末における当

座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残高

は次のとおりであります。 
 
当座貸越 
極度額及び 
貸出コミット 
メントの総額 

3,500,000千円 

借入実行額 －千円 
差引額 3,500,000千円 

 

 
－中略－ 
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前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

７ ──────── ７ 偶発債務 
     

７ ──────── 
─────── 

８ ──────── ８ 財務制限条項 
イ.当社の短期借入金合計額

の 500,000 千円には、以下

の財務制限条項が付されてお

り、各条項のいずれかに抵触

した場合には、当該借入金の

借入先に対し該当する借入金

額を一活返済することがあり

ます。 
(1)最終の決算期におけるイ

ンタレストカバレッジレシオ

を１以下としないこと。な

お、インタレストカバレッジ

レシオとは以下の算式で算出

されるものをいいます。 
インタレストカバレッジレシ

オ＝（営業利益＋受取利息）

÷支払利息 
(2)最終の決算期及びその前

の決算期において、損益計算

書における当期利益が２期連

続して当期赤字とならないこ

と。 
(3)最新の決算期の貸借対照

表において、債務超過（負債

が資産を上回る状態）になら

ないこと。 
(4)その他取引条件の見直し

を必要と認める客観的な事由

が生じた場合。 
ロ.上記６に記載のとおり、

当社連結子会社株式会社テレ

ウェイヴリンクスは、中小企

業向け不動産担保融資債権を

買取る事業を行う合同会社

ExpandingInvestmentCo.(E
x社)の金融機関からの借入に

関して、下記の事由が発生し

た場合、Ex社または金融機

関に対して 5,000 百万円を限

度として資金を融資するロー

ンコミットメント契約を締結

しております。以下の各条項

のいずれかに抵触した場合に

は、当該借入金の借入先に対

し該当する借入金額を一括返

済することがあります。 
(1)Ex社の債務不履行及び資

金不足により、２営業日以内

に金融機関からの借入金元利

金返済がなされない場合 

８ ─────── 

(2)債務者が当該貸付債権に

ついて期限の利益を喪失した

後 90 日が経過した場合 
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前中間連結会計期間末 
(平成 18 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間末 
(平成 19 年９月 30 日) 

前連結会計年度 
(平成 19 年３月 31 日) 

  (3)株式会社テレウェイヴリ

ンクスの単体財務諸表及び当

社の連結財務諸表において、

aまたはb の状態に陥った場

合 
a.直近の決算期の貸借対照表

の純資産の部の金額が、その

前の決算期の貸借対照表の純

資産の部の金額の 80%を下

回ったことが判明した場合 

 

b.直前とその前の決算期の損

益計算書上の経常利益につ

き、２期連続して赤字となっ

たことが判明した場合 
※９ ───────── 
 

※９

 
 ───────── ※９ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもっ

て決済処理しております。 
なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が、

期末残高に含まれておりま

す。 
受取手形 1,596千円 
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(中間連結損益計算書表関係) 
 
（訂正前） 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

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) 

※１ 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と

おりであります。 
従業員 
給与手当 2,383,348千円 

雑給 393,012 
法定福利費  329,281 
地代家賃 489,429 
旅費交通費 480,735 
通信費 193,778 
採用費 196,722 
販売促進費 168,139 
解約負担金 295,334 
外部委託費    258,675 
貸倒引当金 
繰入額   103,998 
賞与引当金 
繰入額    207,605 
役員退職慰労引当金 
繰入額 10,081 
 前中間連結会計期間まで 
「従業員給与手当」に含めて表 
示しておりました雑給(前中間連 
結会計期間364,707千円)につきま 
しては、当中間連結会計期間より 
「雑給」として表示しております。 
 

 

※１ 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と

おりであります。 
従業員 
給与手当 2,783,621千円 

雑給 171,835 
法定福利費 352,723 
地代家賃 
旅費交通費 

520,385 
365,031 

通信費 128,532 
減価償却費 167,502 
外部委託費 255,487 
貸倒引当金 
繰入額 
賞与引当金 

37,699 

繰入額 177,441 
解約負担引当金 
繰入額 161,859 

役員退職慰労引当金 
繰入額 2,558 

のれん償却額 159,817 
 

※１ 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と

おりであります。 
従業員 
給与手当 4,863,660千円 

賞与 342,994 
雑給 883,369 
旅費交通費 914,828 
地代家賃 1,022,939 
法定福利費 619,360 
貸倒引当金 
繰入額 85,168 
賞与引当金 
繰入額 38,157 
解約負担引当金 
繰入額 290,052 
役員退職慰労引当金 
繰入額 12,608 
のれん償却額 304,329 

 

 
－後略－ 
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（訂正後） 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

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) 

※１ 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と

おりであります。 
従業員 
給与手当 2,383,348千円 

雑給 393,012 
法定福利費    329,281 
地代家賃 489,429 
旅費交通費 480,735 
通信費 193,778 
採用費 196,722 
販売促進費 168,139 
解約負担金 295,334 
外部委託費    258,675 
貸倒引当金 
繰入額    103,998 

賞与引当金         
繰入額    207,605 

役員退職慰労引当金 
繰入額 10,081 
 前中間連結会計期間まで「従業員 
給与手当」に含めて表示しておりま 
した雑給(前中間連結会計期間 
364,707千円)につきましては、当中 
間連結会計期間より「雑給」として 
表示しております。 

 

※１ 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と

おりであります。 
従業員 
給与手当 2,783,621千円 

雑給 171,835 
法定福利費 352,723 
地代家賃 
旅費交通費 

510,204 
365,031 

通信費 128,532 
減価償却費 167,502 
外部委託費 255,487 
貸倒引当金 
繰入額 
賞与引当金 
繰入額 

64,385 

177,441 

解約負担 
引当金繰入額 161,859 

役員退職慰労引当金 
繰入額 2,558 

のれん償却額 159,817 
 

※１ 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と

おりであります。 
従業員 
給与手当 4,863,660千円 

賞与 342,994 
雑給 883,369 
旅費交通費 914,828 
地代家賃 1,022,939 
法定福利費 619,360 
貸倒引当金 
繰入額 85,168 
賞与引当金 
繰入額 38,157 
解約負担 
引当金繰入額 290,052 
役員退職慰労引当金 
繰入額 12,608 
のれん償却額 304,329 

 

 
－後略－ 
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(１株当たり情報) 
 
（訂正前） 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

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) 

１株当たり純資産額 40,208.51円 
 

１株当たり純資産額 35,022.55
 

円 １株当たり純資産額 38,488.04円 
 

１株当たり 
中間純利益金額 432.35円 

 

１株当たり 
中間純損失金額 3,191.33

 

円 １株当たり 
当期純損失金額 1,600.87円 

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

426.15円 
 

  
 
 当社は、平成18年３月１日付で

株式１株に対し２株の株式分割を行

っております。 
  なお、当該株式の分割が前期首に

行われていたと仮定した場合の前中

間連結会計期間における１株当たり

情報については、以下のとおりとな

ります。 
１株当たり純資産額 17,938.39円 

 
１株当たり 
中間純利益金額 1,963.06円 

 
潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

1,927.79円 

  

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純

損失であるため、記載しておりませ

ん。 
  

同左 
 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 
 （平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日） 

中間連結貸借対照表(連結貸借
対照表)の純資産の部の合計額
（千円） 

20,976,881 20,112,054 18,275,917 

普通株式に係る純資産額 
（千円） 20,689,448 19,817,568 18,042,426 

差額の内訳（千円）    

 新株予約権 22,369 5,388 ― 
 少数株主持分 265,063 228,101 294,486 
普通株式の発行済株式数
（株） 515,302 515,914 515,650 

普通株式の自己株式数（株） 748 748 748 

1株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数
（株） 

514,554 515,166 514,902 
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２ １株当たり中間純利益又は１株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 
 (自 平成18年４月１日 (自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 至 平成19年９月30日) 至 平成19年３月31日) 
１株当たり中間純利益又は 
１株当たり中間(当期) 
純損失金額 

   

中間純利益又は中間(当期)純
損失(△)(千円) 217,940 △815,370 △1,643,533 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間純利益 
又は中間(当期)純損失(△) 217,940 △815,370 △1,643,533 

期中平均株式数(株) 504,081 515,000 509,330 

    

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益調整額 
(千円) ― ― ― 

(子会社の新株予約権) ― ― (―) 

普通株式増加数(株) 7,335 ― ― 

(うち新株予約権) (7,335) (―) (―) 

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益金額の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

①当社の新株予約権 ①当社の新株予約権 ①当社の新株予約権 
      ３種類 

(新株予約権の数 

           5,066個) 

      ５種類 

(新株予約権の数 

           11,985個) 

      ２種類 
 

(新株予約権の数 
          

  6,474個) 
 ②連結子会社の新株予

約権 
②連結子会社の新株予

約権 
②連結子会社の新株予

約権 
 ５種類 ７種類 ７種類 
 (新株予約権の数 (新株予約権の数 (新株予約権の数 
 493,997個) 599,191個) 599,232個) 
 ③持分法適用関連会社

の新株予約権 
③持分法適用関連会社

の新株予約権 
③持分法適用関連会社

の新株予約権 
 ３種類 ８種類 ８種類 
 (新株予約権の数 (新株予約権の数 (新株予約権の数 
  63個)  2,462個)  2,810個) 
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（訂正後） 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

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) 

１株当たり純資産額 40,208.51円 
 

１株当たり純資産額 30,828.25
 

円 １株当たり純資産額 38,488.04円 
 

１株当たり 
中間純利益金額 432.35円 

 

１株当たり 
中間純損失金額 7,333.74

 

円 １株当たり 
当期純損失金額 1,600.87円 

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

426.15円 
 

  
 
 当社は、平成18年３月１日付で

株式１株に対し２株の株式分割を行

っております。 
  なお、当該株式の分割が前期首に

行われていたと仮定した場合の前中

間連結会計期間における１株当たり

情報については、以下のとおりとな

ります。 
１株当たり純資産額 17,938.39円 

 
１株当たり 
中間純利益金額 1,963.06円 

 
潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

1,927.79円 

  

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純

損失であるため、記載しておりませ

ん。 
  

 同左 
 

(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 
 （平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日） 

中間連結貸借対照表(連結貸借
対照表)の純資産の部の合計額
（千円） 

20,976,881 20,112,054 16,115,159 

普通株式に係る純資産額 
（千円） 20,689,448 19,817,568 15,881,668 

差額の内訳（千円）    

 新株予約権 22,369 5,388 ― 
 少数株主持分 265,063 228,101 294,486 
普通株式の発行済株式数
（株） 515,302 515,914 515,650 

普通株式の自己株式数（株） 748 748 748 

1株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数
（株） 

514,554 515,166 514,902 
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２ １株当たり中間純利益又は１株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 
 (自 平成18年４月１日 (自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 至 平成19年９月30日) 至 平成19年３月31日) 
１株当たり中間純利益又は 
１株当たり中間(当期) 
純損失金額 

   

中間純利益又は中間(当期) 
純損失(△)(千円) 217,940 △815,370 △3,776,874 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間純利益 
又は中間(当期)純損失(△) 217,940 △815,370 △3,776,874 

期中平均株式数(株) 504,081 515,000 509,330 

    

潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額    

中間(当期)純利益調整額 
(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(株) 7,335 ― ― 

(うち新株予約権) (7,335) (―) (―) 

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益金額の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

①当社の新株予約権 ①当社の新株予約権 ①当社の新株予約権 

      ３種類 

(新株予約権の数 

           5,066個) 

      ５種類 

(新株予約権の数 

           11,985個) 

      ２種類 
(新株予約権の数 
 
           6,474個) 

 ②連結子会社の新株予
約権 

②連結子会社の新株予
約権 

②連結子会社の新株予
約権 

 ５種類 ７種類 ７種類 
 (新株予約権の数 (新株予約権の数 (新株予約権の数 
 493,997個) 599,191個) 599,232個) 
 ③持分法適用関連会社

の新株予約権 
③持分法適用関連会社

の新株予約権 
③持分法適用関連会社

の新株予約権 
 ３種類 ８種類 ８種類 
 (新株予約権の数 (新株予約権の数 (新株予約権の数 
  63個)  2,462個)  2,810個) 
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５ 中間個別財務諸表 
(1) 中間貸借対照表 

 
（訂正前） 
 

  前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
 要約貸借対照表 

 (平成19年３月31日) 

区分 注記      
番号 金額(千円) 構成比       

(％) 金額(千円) 構成比        
(％) 金額(千円) 構成比        

(％) 
(資産の部)           
Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  6,347,081   3,961,012   3,598,043   
２ 売掛金  116,307   318,810   25,737   
３ 短期貸付金  1,770,817    5,337,733  2,535,317   
４ その他  549,156    536,176  807,330   
  貸倒引当金  ―   △5,700   ―   

  流動資産合計   8,783,362 42.9  10,148,032  46.4 6,966,429 34.3 
Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１ 164,500   190,178   187,654   
２ 無形固定資産           

(1) ソフトウエア  325,969   207,967   343,294   
(2) その他  109,432   78,922   94,177   

無形固定資産合計  435,401   286,889   437,471   
３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  9,232,080   7,699,651   8,620,424   
(2) 長期貸付金  ─    2,665,263  2,887,548   
(3) 敷金・保証金  503,999   444,256   507,908   
(4) その他  1,380,211    557,910  691,329   

 貸倒引当金  △14,541    △144,541  △14,541 
   

投資その他の資産 
合計  11,101,750    11,222,540  12,692,669   

  固定資産合計   11,701,652 57.1  11,699,608  53.6 13,317,795 65.7 

  資産合計   20,485,015 100.0  100.0 21,847,640  20,284,224 100.0 
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  前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
 要約貸借対照表 

 (平成19年３月31日) 

区分 注記      
番号 金額(千円) 構成比       

(％) 金額(千円) 構成比        
(％) 金額(千円) 構成比        

(％) 
 (負債の部)           
Ⅰ 流動負債           

１ 短期借入金  ―   1,500,000   ―   
２ 賞与引当金  15,967   9,593   29,964   
３ その他  137,580   218,620   303,851   

  流動負債合計   153,547 0.7  1,728,213 333,816 7.9  1.6 

 負債合計   153,547 0.7  1,728,213  7.9 333,816 1.6 
(純資産の部)           
Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   7,717,992   7,741,054   7,740,757  
２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  7,815,080   2,138,142   7,837,845   
(2) その他資本剰余金  474   5,700,474   474   

資本剰余金合計   7,815,554   7,838,616   7,838,319  
３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  1,430   1,430   1,430   
(2) その他利益剰余金           
  繰越利益剰余金  4,922,882    4,638,096  4,402,680   

利益剰余金合計   4,924,312    4,639,527  4,404,111  
４ 自己株式   △65,195   △65,195   △65,195  

株主資本合計   20,392,665 99.6  20,154,002  92.3 19,917,992 98.2 
Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券 
    評価差額金   △83,566 △0.4  △39,963  △0.2 32,415 0.2 

評価・換算差額等 
合計   △83,566 △0.4  △39,963  △0.2 32,415 0.2 

Ⅲ 新株予約権   22,369 0.1  5,388 0.0  ― ― 

純資産合計   20,331,467 99.3  20,119,427  92.1 19,950,408 98.4 

負債純資産合計   20,485,015 100.0  100.0 21,847,640  20,284,224 100.0 
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（訂正後） 
 

  前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記            
番号 金額(千円) 構成比            

(％) 金額(千円) 構成比           
(％) 金額(千円) 構成比            

(％) 
(資産の部)           
Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  6,347,081   3,961,012   3,598,043   
２ 売掛金  116,307   318,810   25,737   
３ 短期貸付金  1,770,817    5,077,448  2,535,317   
４ その他  549,156    518,401  807,330   
  貸倒引当金  ―   △5,700   ―   

  流動資産合計   8,783,362 42.9  9,869,973  52.8 6,966,429 34.3 
Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１ 164,500   190,178   187,654   
２ 無形固定資産           

(1) ソフトウエア  325,969   207,967   343,294   
(2) その他  109,432   78,922   94,177   

無形固定資産合計  435,401   286,889   437,471   
３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  9,232,080   7,669,651   8,620,424   
(2) 長期貸付金  ―    2,925,548  2,887,548   
(3) 敷金・保証金  503,999   444,256   507,908   
(4) その他  1,380,211    153,774  691,329   
 貸倒引当金  △14,541    △2,855,584  △14,541   
投資その他の資産 
合計  11,101,750    8,337,647  12,692,669   

  固定資産合計   11,701,652 57.1  8,814,714  47.2 13,317,795 65.7 

  資産合計   20,485,015 100.0  100.0 18,684,688  20,284,224 100.0 
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  前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記            
番号 金額(千円) 構成比            

(％) 金額(千円) 構成比           
(％) 金額(千円) 構成比            

(％) 
 (負債の部)           
Ⅰ 流動負債           

１ 短期借入金  ―   1,500,000   ―   
２ 賞与引当金  15,967   9,593   29,964   
３ その他  137,580   218,620   303,851   

  流動負債合計   153,547 0.7  1,728,213 333,816 9.2  1.6 

 負債合計   153,547 0.7  1,728,213  9.2 333,816 1.6 
(純資産の部)           
Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   7,717,992   7,741,054   7,740,757  
２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  7,815,080   2,138,142   7,837,845   
(2) その他資本剰余金  474   5,700,474   474   

資本剰余金合計   7,815,554   7,838,616   7,838,319  
３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  1,430   1,430   1,430   
(2) その他利益剰余金           
  繰越利益剰余金  4,922,882    1,502,562  4,402,680   

利益剰余金合計   4,924,312    1,503,992  4,404,111  
４ 自己株式   △65,195   △65,195   △65,195  

株主資本合計   20,392,665 99.6  17,018,468  91.1 19,917,992 98.2 
Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券 
    評価差額金   △83,566 △0.4  △67,381  △0.3 32,415 0.2 

評価・換算差額等 
合計   △83,566 △0.4  △67,381  △0.3 32,415 0.2 

Ⅲ 新株予約権   22,369 0.1  5,388 0.0  ― ― 

純資産合計   20,331,467 99.3  16,956,475  90.8 19,950,408 98.4 

負債純資産合計   20,485,015 100.0  100.0 18,684,688  20,284,224 100.0 
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(2) 中間損益計算書 
 
（訂正前） 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記    
番号 金額(千円) 百分比    

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 金額(千円) 百分比    

(％) 
Ⅰ 営業収入           
 １ 関係会社受取配当金  2,580,000   ―   2,580,000   
 ２ 受取マネージメント 
     フィー  642,014   622,169   1,033,932   

営業収入計   3,222,014 100.0  622,169 100.0  3,613,932 100.0 

Ⅱ 販売費及び一般管理費   533,719 16.6  323,104 51.9  943,522 26.1 

   営業利益   2,688,295 83.4  299,065 48.1  2,670,410 73.9 
Ⅲ 営業外収益 ※１  36,550 1.1  111,730 17.9  87,667 2.4 
Ⅳ 営業外費用 ※２  72,203 2.2  71,610 11.5  81,928 2.2 

経常利益   2,652,642 82.3  339,185 54.5  2,676,148 74.1 
Ⅴ 特別利益 ※３  948,635 29.4  1,047,600 168.4  1,038,111 28.7 
Ⅵ 特別損失 ※４  1,042,047 32.3  622,973  100.1 1,911,948 52.9 

税引前中間(当期) 
純利益   2,559,230 79.4  763,811  122.8 1,802,312 49.9 
法人税、住民税及び 
事業税  453,934   44,214   491,573   

法人税等調整額  △458,039 △4,105 △0.1 355,455 399,670 △732,395 64.3 △240,822 △6.6 

中間(当期)純利益   2,563,336 79.5  364,141  58.5 2,043,134 56.5 
           

 
 
 
（訂正後） 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記        
番号 金額(千円) 百分比        

(％) 金額(千円) 百分比        
(％) 金額(千円) 百分比        

(％) 
Ⅰ 営業収入           
 １ 関係会社受取配当金  2,580,000   ―   2,580,000   
 ２ 受取マネージメント 
      フィー  642,014   622,169   1,033,932   

営業収入計   3,222,014 100.0  622,169 100.0  3,613,932 100.0 

Ⅱ 販売費及び一般管理費   533,719 16.6  323,104 51.9  943,522 26.1 

   営業利益   2,688,295 83.4  299,065 48.1  2,670,410 73.9 
Ⅲ 営業外収益 ※１  36,550 1.1  111,730 17.9  87,667 2.4 
Ⅳ 営業外費用 ※２  72,203 2.2  71,610 11.5  81,928 2.2 

経常利益   2,652,642 82.3  339,185 54.5  2,676,148 74.1 
Ⅴ 特別利益 ※３  948,635 29.4  1,047,600 168.4  1,038,111 28.7 
Ⅵ 特別損失 ※４  1,042,047 32.3  3,364,016  540.7 1,911,948 52.9 

税引前中間(当期) 
純利益  又は中間純損
失 

 2,559,230 79.4  △1,977,230  △317.8 1,802,312 49.9 

法人税、住民税及び 
事業税  453,934   44,214   491,573   

法人税等調整額  △458,039 △4,105 △0.1 749,947 794,162 △732,395 127.6 △240,822 △6.6 
中間(当期)純利益  
又は中間純損失  2,563,336 79.5  △2,771,392  △445.4 2,043,134 56.5 
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(3) 中間株主資本等変動計算書 
 
（訂正前） 
 

当中間会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 
 

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 7,740,757 7,837,845 474 7,838,319 

中間会計期間中の変動額     

 新株の発行 297 297  297 

 資本準備金の取崩  △5,700,000 5,700,000 ― 

 剰余金の配当     

  中間純利益    
 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)     

中間会計期間中の変動額合計(千円) 297 △5,699,703 5,700,000 297 

平成19年９月30日残高(千円) 7,741,054 2,138,142 5,700,474 7,838,616 
 

 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

平成19年３月31日残高(千円) 1,430 4,402,680 4,404,111 △65,195 19,917,992 

中間会計期間中の変動額      

 新株の発行     594 

 資本準備金の取崩     ― 

 剰余金の配当  △128,725 △128,725  △128,725 

  中間純利益 364,141  364,141 
 株主資本以外の項目の中間 
  会計期間中の変動額(純額) 

364,141 

    ― 

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― 235,415 ― 235,415 

平成19年９月30日残高(千円) 

236,009 

1,430 4,638,096 △65,195 4,639,527 
 

20,154,002 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日残高(千円) 32,415 32,415 ― 19,950,408 

中間会計期間中の変動額     

 新株の発行    594 

 資本準備金の取崩    ― 

 剰余金の配当    △128,725 

  中間純利益   
 株主資本以外の項目の中間 

364,141 

会計期間中の変動額(純額) △72,379 5,388 △72,379 

中間会計期間中の変動額合計(千円) 

△66,990 

△72,379 5,388 △72,379 

平成19年９月30日残高(千円) 

169,019 

△39,963 5,388 △39,963 

 
20,119,427 
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（訂正後） 
 
当中間会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 7,740,757 7,837,845 474 7,838,319 

中間会計期間中の変動額     

 新株の発行 297 297  297 

 資本準備金の取崩  △5,700,000 5,700,000 ― 

 剰余金の配当     

  中間純損失    
 株主資本以外の項目の中間 
  会計期間中の変動額(純額)     

中間会計期間中の変動額合(千円) 297 △5,699,703 5,700,000 297 

平成19年９月30日残高(千円) 7,741,054 2,138,142 5,700,474 7,838,616 
 

 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

平成19年３月31日残高(千円) 1,430 4,402,680 4,404,111 △65,195 19,917,992 

中間会計期間中の変動額      

 新株の発行     594 

 資本準備金の取崩     ― 

 剰余金の配当  △128,725 △128,725  △128,725 

  中間純損失 △2,771,392  △2,771,392 
 株主資本以外の項目の中間 

△2,771,392 

会計期間中の変動額(純額)     ― 

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― △2,900,118 ― △2,900,118 

平成19年９月30日残高(千円) 

△2,899,524 

1,430 1,502,562 △65,195 1,503,992 
 

17,018,468 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券        

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日残高(千円) 32,415 32,415 ― 19,950,408 

中間会計期間中の変動額     

 新株の発行    594 

 資本準備金の取崩    ― 

 剰余金の配当    △128,725 

  中間純損失   
 株主資本以外の項目の中間 
  会計期間中の変動額(純額) 

△2,771,392 

△99,796 5,388 △99,796 

中間会計期間中の変動額合計(千円) 

△94,408 

△99,796 5,388 △99,796 

平成19年９月30日残高(千円) 

△2,993,932 

△67,381 5,388 △67,381 

 
16,956,475 
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項 
 

(表示方法の変更) 
 
（訂正前） 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

──────── (中間貸借対照表) 

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「長期貸付金」につき

ましては、資産の総額の100分の５を超えたため、当中

間会計期間より区分掲記しております。 

 
（訂正後） 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

──────── (中間貸借対照表) 

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「長期貸付金」（前中

間会計期間末20,020千円）

 

につきましては、資産の総額

の100分の５を超えたため、当中間会計期間より区分掲

記しております。 
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(中間貸借対照表関係) 
 
（訂正前） 
 

項目 前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

－中略－ 

４ 偶発債務 
 

     ──────── 
 

     ──────── 当社は、中間連結貸借対照

表の注記７に記載しており

ます当社連結子会社株式会

社テレウェイヴリンクスの

偶発債務に対し、債務保証

を行っております。当中間

会計期間末における見積額

は1,605百万円ですが、違

反の事実はありません。 

 

 
（訂正後） 
 

項目 前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

－中略－ 

４ 偶発債務    ─────── 
 

─────── 

 
 
 
 

   ─────── 

５    ─────── 財務制限条項 
 

当社の短期借入金合計金額

のうち500,000千円には、

財務制限条項が付されてお

り、各条項のいずれかに抵

触した場合には、当該借入

金の借入先に対し該当する

借入金額を一括活返済する

ことがあります。 
(1) 最終の決算期における

インタレストカバレッジレ

シオを１以下としないこ

と。なお、インタレストカ

バレッジレシオとは、以下

の算式で算出されるものを

いいます。 
インタレストカバレッジレ

シオ＝（営業利益＋受取利

息)÷支払利息 
(2)最終の決算期及びその

前の決算期において、損益

計算書における当期利益が

２期連続して当期赤字とな

らないこと。

   ─────── 
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項目 前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

  (3)最新の決算期の貸借対

照表において、債務超過

(負債が資産を上回る状態)
にならないこと。 

 

(4)その他取引条件の見直

しを必要と認める客観的な

事由が生じた場合。 
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(中間損益計算書関係) 
 
（訂正前） 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 
－中略－ 

※４ 特別損失のうち主要なも
の    

建物除却損 1,942千円 ─千円 1,942千円 

投資有価証券評価損 1,040,104 248,882 1,669,894 

関係会社株式評価損 ─ 200,511 188,256 

貸倒引当金繰入額 ─ ─ 130,000 

－後略－ 

 
（訂正後） 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 
－中略－ 

※４ 特別損失のうち主要なも
の    

建物除却損 1,942千円 ─千円 1,942千円 

投資有価証券評価損 1,040,104 248,882 1,669,894 

関係会社株式評価損 ─ 200,511 218,356 

貸倒引当金繰入額 ─ ─ 2,841,042 

－後略－ 
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(１株当たり情報) 
 
（訂正前） 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 39,469.32円 
 

１株当たり純資産額 39,043.80
 

円 １株当たり純資産額 38,746.03円 
 

１株当たり 
中間純利益 5,085.17円 

 

１株当たり 
中間純利益 707.07

 

円 １株当たり 
当期純利益 4,011.42円 

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益 

5,012.23円 
 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益 

706.24
 

円 
潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

3,981.48円 
 

  当社は、平成18年３月１日付で

株式１株に対し２株の株式分割を行

っております。当該株式の分割が前

期首に行われていたと仮定した場合

の前中間会計期間における１株当た

り情報については、以下のとおりと

なります。 

１株当たり純資産額 13,188.44円 
 
１株当たり 
中間純利益金額 1,587.73円 

 
潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

1,559.21円 
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(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 
 （平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日） 
中間貸借対照表(貸借対照表)
の純資産の部の合計額（千
円） 

20,331,467 19,950,408 20,119,427 

普通株式に係る純資産額 
（千円） 20,309,098 19,950,408 20,114,038 

差額の内訳（千円）    

新株予約権 22,369 5,388 ― 

普通株式の発行済株式数
（株） 515,302 515,914 515,650 

普通株式の自己株式数（株） 748 748 748 

1株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数
（株） 

514,554 515,166 514,902 

  
２ １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 １株当たり中間(当期)純利益 
金額   

中間(当期)純利益 2,563,336 (千円) 2,043,134 364,141 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益

2,563,336 (千円) 2,043,134 364,141 

期中平均株式数(株) 504,081 515,000 509,330 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益調整額 
(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(株) 7,335 3,829 608 

(うち新株予約権) (7,335) (3,829) (608) 

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益金額の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権  ３種類 
(新株予約権の数  
      5,066個 
 

新株予約権  ５種類 
(新株予約権の数 
      11,985個） 
 

新株予約権  ２種類  
(新株予約権の数 

   6,474個) 
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（訂正後） 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 39,469.32円 
 

１株当たり純資産額 32,904.13
 

円 １株当たり純資産額 38,746.03円 
 

１株当たり 
中間純利益 5,085.17円 

 

１株当たり 
中間純損失金額 △5,381.35

 

円 １株当たり 
当期純利益 4,011.42円 

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益 

5,012.23円 
 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益 

― 
 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

3,981.48円 
 

  当社は、平成18年３月１日付で

株式１株に対し２株の株式分割を行

っております。当該株式の分割が前

期首に行われていたと仮定した場合

の前中間会計期間における１株当た

り情報については、以下のとおりと

なります。 

１株当たり純資産額 13,188.44円 
 
１株当たり 
中間純利益金額 1,587.73円 

 
潜在株式調整後 
１株当たり 
 中間純利益金額 

1,559.21円 

  

 

  

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式は存在し

ますが１株当たり中間純損失である

ため記載しておりません。 
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(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 
 （平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日） 
中間貸借対照表(貸借対照表)
の純資産の部の合計額（千
円） 

20,331,467 19,950,408 16,956,475 

普通株式に係る純資産額 
（千円） 20,309,098 19,950,408 16,951,086 

差額の内訳（千円）    

新株予約権 22,369 5,388 ― 

普通株式の発行済株式数
（株） 515,302 515,914 515,650 

普通株式の自己株式数（株） 748 748 748 

1株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数
（株） 

514,554 515,166 514,902 

  
２ １株当たり中間(当期)純利益金額又は中間純損失金額

 

及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益

金額 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 
１株当たり中間(当期)純利益 
金額又は１株当たり中間純損
失金額 

  

中間(当期)純利益又は中間純
損失(△) 2,563,336  (千円) 2,043,134 △2,771,392 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間純損失(△) 2,563,336 (千
円) 

2,043,134 △2,771,392 

期中平均株式数(株) 504,081 515,000 509,330 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益調整額 
(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(株) 7,335 ― 3,829 

(うち新株予約権) (7,335) ― (3,829) 

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益金額の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権  ３種類 
(新株予約権の数  
      5,066個 
 

新株予約権  ５種類 
(新株予約権の数 
      11,985個） 
 

新株予約権  ２種類  
(新株予約権の数 

   6,474個) 
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６ 生産、受注及び販売の実績 
 

―前略― 
２． 販売実績 
 
    最近２中間連結会計期間の主な相手先販売実績及び総販売実績に対する割合、品目別販売実 

績、地域別販売実績は次のとおりであります。 
 
  ① 主な相手先別販売実績 

 
（訂正前） 

(単位：千円) 

相手先 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

金額 割合(％) 金額 割合(％) 

 ㈱クレディセゾン 4,110,343 33.5 2,510,568 

 オリックス㈱ 

28.9 

1,637,741 13.3 ― ― 

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
（訂正後） 

(単位：千円) 

相手先 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

金額 割合(％) 金額 割合(％) 

 ㈱クレディセゾン 4,110,343 33.5 2,510,568 

 オリックス㈱ 

29.2 

1,637,741 13.3 ― ― 

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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② 品目別販売実績 
 
（訂正前） 

(単位：千円) 

品目別 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

金額 前年同期比(％) 金額 前年同期比(％) 
 ソリューション事業計 10,235,334 168.7 8,675,598 

 

70.7 

 小売業向け 

ソリューション 
3,022,151 126.7 1,959,007 

 工務店及び工事会社向け 

 ソリューション 

64.8 

1,420,877 107.3 2,060,367 

 医療機関向け 

 ソリューション 

145.0 

1,637,858 270.0 1,182,380 

 飲食業・仲卸業向け 

 ソリューション 

72.1 

815,118 465.5 846,857 

 教育業向け 

103.8 

 ソリューション 
3,224 3.2 ― ― 

 美容業向け 

 ソリューション 
83,579 79.1 158,508 

 士業向け 

189.6 

 ソリューション 
135,840 140.0 30,772 

 製造業向け 

32.6 

 ソリューション 
696,187 598.0 928,985 

 運送業向け 

133.4 

 ソリューション 
― ― ― 419,214 

 ロイヤルハウス 793,097 111.4 ― ― 

 アントレプレナー 271,131 92.1 195,314 

 その他 

62.0 

1,359,267 891.6 894,189 65.7 

 情報通信機器事業計 2,032,848 63.3 ― ― 

合計 12,268,182 132.2 8,675,598 

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
70.7 
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（訂正後） 
(単位：千円) 

品目別 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

金額 前年同期比(％) 金額 前年同期比(％) 

 ソリューション事業計 10,235,334 168.7 8,583,059 

 

83.8 

 小売業向け 

 ソリューション 
3,022,151 126.7 1,942,126 

工務店及び工事会社向け 

64.2 

ソリューション 
1,420,877 107.3 2,051,358 

 医療機関向け 

144.4 

 ソリューション 
1,637,858 270.0 1,131,756 

 飲食業・仲卸業向け 

69.2 

 ソリューション 
815,118 465.5 837,554 

 教育業向け 

102.7 

 ソリューション 
3,224 3.2 ― ― 

 美容業向け 

 ソリューション 
83,579 79.1 157,815 

 士業向け 

188.8 

 ソリューション 
135,840 140.0 30,637 

 製造業向け 

22.5 

 ソリューション 
696,187 598.0 924,923 

 運送業向け 

132.8 

 ソリューション 
― ― ― 417,381 

 ロイヤルハウス 793,097 111.4 ― ― 

 アントレプレナー 271,131 92.1 195,314 

 その他 

72.0 

1,359,267 891.6 894,189 65.7 

 情報通信機器事業計 2,032,848 63.3 ― ― 

合計 12,268,182 132.2 8,583,059 

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
70.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



―54― 

③ 地域別販売実績 
 
（訂正前） 

(単位：千円) 

地域別 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

 関東地域 
 ソリューション事業 6,178,687 211.3 6,252,502 

 情報通信機器事業 

101.1 

1,077,619 72.3 ― ― 

 関西地域 
 ソリューション事業 1,163,589 111.9 810,812 69.6 

 情報通信機器事業 222,093 43.4 ― ― 

 東海地域 
 ソリューション事業 1,810,532 116.2 732,804 40.4 

 情報通信機器事業 335,851 63.7 ― ― 

 東北地域 
 ソリューション事業 139,170 91.4 142,304 102.2 

 情報通信機器事業 166,285 80.3 ― ― 

 九州地域 
 ソリューション事業 628,292 198.1 388,705 61.8 

 情報通信機器事業 131,536 54.2 ― ― 

 中国地域 
 ソリューション事業 310,111 405.4 255,618 82.4 

 情報通信機器事業 98,183 49.2 ― ― 

 北海道地域 
 ソリューション事業 6,229 ― 92,850 1,490.6 

 情報通信機器事業 ― ― ― ― 

合計 
 ソリューション事業及び 

 情報通信機器事業 
12,268,182 132.2 8,675,598 

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

70.7 
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（訂正後） 
(単位：千円) 

地域別 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

 関東地域 
 ソリューション事業 6,178,687 211.3 6,159,963 

 情報通信機器事業 

99.6 

1,077,619 72.3 ― ― 

 関西地域 
 ソリューション事業 1,163,589 111.9 810,812 69.6 

 情報通信機器事業 222,093 43.4 ― ― 

 東海地域 
 ソリューション事業 1,810,532 116.2 732,804 40.4 

 情報通信機器事業 335,851 63.7 ― ― 

 東北地域 
 ソリューション事業 139,170 91.4 142,304 102.2 

 情報通信機器事業 166,285 80.3 ― ― 

 九州地域 
 ソリューション事業 628,292 198.1 388,705 61.8 

 情報通信機器事業 131,536 54.2 ― ― 

 中国地域 
 ソリューション事業 310,111 405.4 255,618 82.4 

 情報通信機器事業 98,183 49.2 ― ― 

 北海道地域 
 ソリューション事業 6,229 ― 92,850 1,490.6 

 情報通信機器事業 ― ― ― ― 

合計 
 ソリューション事業及び 

 情報通信機器事業 
12,268,182 132.2 8,583,059 

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

70.0 
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