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

 
（訂正前） 

 
 (1) 連結経営成績  
 (％表示は対前期増減率)  

 売上高 営業利益(△損失) 経常利益(△損失) 当期純損失 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期 18,373 △20.0 ─ △395 ─ △486 ─ 3,533 
19年３月期 22,974 13.0 941 △77.9 843 △80.4 815 ─ 

 

 １株当たり 
当期純損失 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
20年３月期 6,858 ─ 97 ─ △19.7 △2.1 
19年３月期 

△2.2 
1,600 87 ─ ─ △5.3 3.7 4.1 

（参考）持分法投資損益 20 年３月期 139
 

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 
20年３月期 21,517 16,269 74.8 31,243 
19年３月期 

84 
24,653 20,112 80.4 38,488 04 

（参考）自己資本 20 年３月期 16,101
 

百万円 19 年３月期 19,817 百万円 

－後略－ 
 
 

（訂正後） 

 
 (1) 連結経営成績  
 (％表示は対前期増減率)  

 売上高 営業利益(△損失) 経常利益(△損失) 当期純損失 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期 17,957 △21.8 ─ △740 ─ △778 ─ 6,437 
19年３月期 22,974 13.0 941 △77.9 843 △80.4 815 ─ 

 

 １株当たり 
当期純損失 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
20年３月期 12,495 ─ 88 ─ △39.0 △3.6 
19年３月期 

△4.1 
1,600 87 ─ ─ △5.3 3.7 4.1 

（参考）持分法投資損益 20 年３月期 △139
 

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 
20年３月期 18,600 13,346 70.9 25,571 
19年３月期 

16 
24,653 20,112 80.4 38,488 04 

（参考）自己資本 20 年３月期 13,178
 

百万円 19 年３月期 19,817 百万円 

－後略－ 
 
 

2. 配当の状況 
 
（訂正前） 
 

 １株当たり配当金 
配当金総額 

(年間) 
配当性向 

(連結) 
純資産 
配当率 
(連結) (基準日) 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
20年３月期  － 250 00 250 00 128 － 
19年３月期 

0.7 
 － 250 00 250 00 128 － 0.8 

21年３月期(予想)  － 250 00 250 00 － 58.5 － 
 
（訂正後） 
 

 １株当たり配当金 
配当金総額 

(年間) 
配当性向 

(連結) 
純資産 
配当率 
(連結) (基準日) 中間期末 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
20年３月期  － 250 00 250 00 128 － 
19年３月期 

0.8 
 － 250 00 250 00 128 － 0.8 

21年３月期(予想)  － 250 00 250 00 － 58.5 － 
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 (参考) 個別業績の概要 
1．平成 20 年３月期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
 
（訂正前） 
 

(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(△損失) 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
20年３月期 827 △77.1 24 △99.1 153 △94.3 ─ △1,911 
19年３月期 3,613 50.2 2,670 51.2 2,676 50.9 2,043 16.5 

 

 １株当たり当期 
純利益（△純損失） 

潜在株式調整後 
 １株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭 
20年３月期 △3,710 － 48 － 
19年３月期 4,011 42 3,981 48 

 
(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 

20年３月期 19,444 17,855 91.6 34,646 
19年３月期 

09 
20,284 19,950 98.4 38,746 03  

(参考) 自己資本 20年３月期 17,817  百万円 19年３月期 19,950百万円 
 

－後略－ 
 
 
（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(△損失) 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
20年３月期 827 △77.1 24 △99.1 153 △94.3 ─ △5,809 
19年３月期 3,613 50.2 2,670 51.2 2,676 50.9 2,043 16.5 

 

 １株当たり当期 
純利益（△純損失） 

潜在株式調整後 
 １株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭 
20年３月期 △11,276 － 88 － 
19年３月期 4,011 42 3,981 48 

 
(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 

20年３月期 15,494 13,911 89.5 26,920 
19年３月期 

34 
20,284 19,950 98.4 38,746 03  

(参考) 自己資本 20年３月期 13,873  百万円 19年３月期 19,950百万円 
 

－後略－ 
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１ 経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 
 ＜当期の概況＞ 
 [全般の状況] 

 
（訂正前） 

－前略－ 
 
 その結果、前連結会計年度に対して減収減益となり、売上高 18,373 百万円（前期比 20.0％減)、
営業損失 395 百万円（前期は営業利益 941 百万円)、経常損失 486 百万円（前期は経常利益 843 百

万円)、当期純損失 3,533 百万円 (前期は当期純損失 815 百万円）となりました。 
 

－後略－ 
 
 
 

（訂正後） 
－前略－ 

 
 その結果、前連結会計年度に対して減収減益となり、売上高 17,957 百万円（前期比 21.8％減)、
営業損失 740 百万円（前期は営業利益 941 百万円)、経常損失 778 百万円（前期は経常利益 843 百

万円)、当期純損失 6,437 百万円 (前期は当期純損失 815 百万円）となりました。 
 

－後略－ 
 

  
   
   

[特別損益について] 
 

（訂正前） 
 
特別損益につきましては、連結子会社である株式会社ウェブ・ワークス等の株式を一部譲渡した

ことによる子会社株式売却益 886 百万円、投資有価証券評価損 1,877 百万円、賃貸店舗資産の収益

性の著しい低下及び子会社の将来の事業計画見直しによる減損損失 222 百万円、ＩＴパッケージに

新規導入予定として取得したソフトウエアの収益性見直し等による固定資産除却損 624 百万円を計

上しております。 
 また、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、その一部を取崩すこととし法人

税等調整額 650 百万円を計上しております。 
 
 

（訂正後） 
 
特別損益につきましては、連結子会社である株式会社ウェブ・ワークス等の株式を一部譲渡した

ことによる子会社株式売却益 871 百万円、営業立替金等に対する貸倒引当金繰入額 2,016 百万円、

投資有価証券評価損 1,877 百万円、賃貸店舗資産の収益性の著しい低下及び子会社の将来の事業計

画見直しによる減損損失 222 百万円、ＩＴパッケージに新規導入予定として取得したソフトウエア

の収益性見直し等による固定資産除却損 624 百万円を計上しております。 
 また、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、その一部を取崩すこととし法人

税等調整額 1,220 百万円を計上しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 
  

（訂正前） 
 

①当連結会計年度末の資産、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 12.2％減少し、10,577 百万円となりました。これは主に

金融支援サービス及び開業支援サービス拡充のための運転資金が増加したことによる現預金が 1,274
百万円減少したことによります。一方で、金融支援サービスの業務拡大に伴う営業立替金は 611 百

万円増加となりました。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて 13.2％減少し、10,940 百万円となりました。これは主に、

開業支援サービスの業務拡大による賃貸資産が 317 百万円増加したものの、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

により 2,194 百万円減少及び繰延税金資産の取崩しにより 551 百万円減少したことによります。 
 （負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 15.0％増加し、4,251 百万円となりました。これは主に

短期借入金が 1,137 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 18.2％増加し、996 百万円となりました。これは主に長

期借入金が 140 百万円増加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 19.1％減少し、16,269 百万円となりました。これは主に特

別損失の発生により利益剰余金が 3,688 百万円減少したことによります。  
 ②当連結会計年度末のキャッシュ・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、1,583 百万円の減少（前連結会計年度は 3,208 百万円の減

少）となりました。これは主に、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

611 百万円によるものであります。 
 

－後略－ 
 
 
 
（訂正後） 

 
①当連結会計年度末の資産、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 26.5％減少し、8,849 百万円となりました。これは主に

金融支援サービス及び開業支援サービス拡充のための運転資金が増加したことにより現預金が 1,274
百万円減少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 22.6％減少し、9,751 百万円となりました。これは主に、

開業支援サービスの業務拡大による賃貸資産が 317 百万円増加したものの、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

により 2,194 百万円減少及び繰延税金資産の取崩しにより 930 百万円減少したことによります。 
 （負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 15.1％増加し、4,257 百万円となりました。これは主に

短期借入金が 1,137 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 18.2％増加し、996 百万円となりました。これは主に長

期借入金が 140 百万円増加したことによります。 
 （純資産） 
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純資産は、前連結会計年度末に比べて 33.6％減少し、13,346 百万円となりました。これは主に当

期純損失が 6,437 百万円となったことによるものです。 
②当連結会計年度末のキャッシュ・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、1,583 百万円の減少（前連結会計年度は 3,208 百万円の減

少）となりました。これは主に、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

1,232 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18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率(%) 52.2 80.4 

時価ベースの自己資本比率(%) 

74.8 

816.8 89.7 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(年) 

52.3 

1.9 － － 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 458.9 － － 

－後略－ 
 
 
（訂正後） 
 

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率(%) 52.2 80.4 

時価ベースの自己資本比率(%) 

70.9 

816.8 89.7 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(年) 

60.4 

1.9 － － 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 458.9 － － 

－後略－ 
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４ 連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 
 
（訂正前） 
 

  前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 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  5,962,007   4,687,804  
 ２．受取手形及び売掛金 ※７  2,382,357    2,121,134 
 ３．たな卸資産   178,197   127,051  
 ４．繰延税金資産   413,646    311,426 
 ５．営業立替金 ※２  1,912,014    2,523,640 
 ６．その他   1,400,386    893,658 
   貸倒引当金   △200,714   △86,993  

  流動資産合計   12,047,895 48.9  10,577,721 
Ⅱ 固定資産 

49.2 
       

 １．有形固定資産        
  (1）建物及び構築物  287,428   383,852   
    減価償却累計額  94,369 193,059  135,719 248,133  

  (2）車両運搬具  13,263   14,555   
    減価償却累計額  6,697 6,566  10,278 4,276  

  (3）工具、器具及び備品  795,198   736,050   
    減価償却累計額  393,819 401,379  467,902 268,147  

  (4）賃貸用建物  430,195   838,192   
    減価償却累計額  58,000 372,195  133,065 705,127  
  (5）賃貸用工具、器具 
    及び備品  99,032   139,213   

    減価償却累計額  16,890 82,141  30,847 108,365  

  (6）賃貸用建設仮勘定   44,813   2,800  

   有形固定資産合計   1,100,155 4.5  1,336,850 
 ２．無形固定資産 

6.2 
       

  (1）ソフトウエア   1,415,345   1,416,221  
  (2）のれん   2,381,004   1,886,344  
  (3）その他   5,540   7,437  

   無形固定資産合計   3,801,889 15.4  3,310,003 
 ３．投資その他の資産 

15.4 
       

  (1）投資有価証券 ※３  4,663,890   2,469,816  
  (2）繰延税金資産   984,322    433,192 
  (3）長期未収入金   198,693    280,910 
  (4）敷金・保証金   1,132,075   1,215,450  
  (5）その他   1,140,643    2,315,374 
    貸倒引当金   △415,690    △421,343 

   投資その他の資産合計   7,703,934 31.2  6,293,400 

  固定資産合計 
29.2 

  12,605,980 51.1  10,940,255 

  資産合計 
50.8 

  24,653,875 100.0  100.0 21,517,976 
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  前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 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   455,097    507,751 
 ２．短期借入金 ※４  ―   1,000,000  
 ３．1年内返済予定の 
   長期借入金   158,730   296,115  

 ４．未払金   1,004,891    1,009,704 
 ５．未払費用   624,997   498,393  
 ６．未払法人税等   384,649   102,166  
 ７．繰延税金負債   －    6,651 
 ８．賞与引当金   179,331   28,468  
 ９．解約負担引当金   384,336   410,009  
 10．その他   506,499    392,273 

  流動負債合計   3,698,532 15.0  4,251,533 
Ⅱ 固定負債 

19.8 
       

 １．長期借入金   287,745   427,760  
 ２．役員退職慰労引当金   29,066   11,000  
 ３．負ののれん   －   38,559  
 ４．その他   526,477   519,462  

  固定負債合計   843,288 3.4  996,782 

  負債合計 
4.6 

  4,541,820 18.4  5,248,316 
 

24.4 
       

（純資産の部）        
Ⅰ 株主資本        
 １．資本金   7,740,757   7,744,040  
 ２．資本剰余金   7,838,319   7,841,602  
 ３．利益剰余金   4,337,553    649,054 
 ４．自己株式   △65,195   △65,195  

  株主資本合計   19,851,434 80.5  16,169,501 
Ⅱ 評価・換算差額等 

75.1 
       

     その他有価証券評価 
   差額金   △33,866    △67,741 

  評価・換算差額等合計   △33,866 △0.1  △67,741 
Ⅲ 新株予約権 

△0.3 
  － 0.0  △167,726 

Ⅳ 少数株主持分 
△0.8 

  294,486 1.2  335,626 

  純資産合計 
1.6 

  20,112,054 81.6  16,269,660 

  負債及び純資産合計 
75.6 

  24,653,875 100.0  100.0 21,517,976 
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（訂正後） 
 

  前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 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  5,962,007   4,687,804  
 ２．受取手形及び売掛金 ※７  2,382,357    1,769,193 
 ３．たな卸資産   178,197   127,051  
 ４．繰延税金資産   413,646    67,632 
 ５．営業立替金 ※２  1,912,014    1,416,879 
 ６．その他   1,400,386    867,652 
   貸倒引当金   △200,714   △86,993  

  流動資産合計   12,047,895 48.9  8,849,220 
Ⅱ 固定資産 

47.6 
       

 １．有形固定資産        
  (1）建物及び構築物  287,428   383,852   
    減価償却累計額  94,369 193,059  135,719 248,133  

  (2）車両運搬具  13,263   14,555   
    減価償却累計額  6,697 6,566  10,278 4,276  

  (3）工具、器具及び備品  795,198   736,050   
    減価償却累計額  393,819 401,379  467,902 268,147  

  (4）賃貸用建物  430,195   838,192   
    減価償却累計額  58,000 372,195  133,065 705,127  
  (5）賃貸用工具、器具 
    及び備品  99,032   139,213   

    減価償却累計額  16,890 82,141  30,847 108,365  

  (6）賃貸用建設仮勘定   44,813   2,800  

   有形固定資産合計   1,100,155 4.5  1,336,850 
 ２．無形固定資産 

7.2 
       

  (1）ソフトウエア   1,415,345   1,416,221  
  (2）のれん   2,381,004   1,886,344  
  (3）その他   5,540   7,437  

   無形固定資産合計   3,801,889 15.4  3,310,003 
 ３．投資その他の資産 

17.8 
       

  (1）投資有価証券 ※３  4,663,890   2,469,816  
  (2）繰延税金資産   984,322    53,984 
  (3）長期未収入金   198,693    275,508 
  (4）敷金・保証金   1,132,075   1,215,450  
   (5) 破産更正債権等  ―    2,247,845 
  (6）  その他  1,140,643    1,252,927 
    貸倒引当金   △415,690    △2,410,785 

   投資その他の資産合計   7,703,934 31.2  5,104,746 

  固定資産合計 

27.4 

  12,605,980 51.1  9,751,601 

  資産合計 
52.4 

  24,653,875 100.0  100.0 18,600,821 
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  前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 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   455,097    442,462 
 ２．短期借入金 ※４  ―   1,000,000  
 ３．1年内返済予定の 
   長期借入金   158,730   296,115  

 ４．未払金   1,004,891    1,043,131 
 ５．未払費用   624,997   498,393  
 ６．未払法人税等   384,649   102,166  
 ７．繰延税金負債   ―   ―  
 ８．賞与引当金   179,331   28,468  
 ９．解約負担引当金   384,336   410,009  
 10．その他   506,499    437,092 

  流動負債合計   3,698,532 15.0  4,257,838 
Ⅱ 固定負債 

22.9 
       

 １．長期借入金   287,745   427,760  
 ２．役員退職慰労引当金   29,066   11,000  
 ３．負ののれん   ―   38,559  
 ４．その他   526,477   519,462  

  固定負債合計   843,288 3.4  996,782 

  負債合計 
5.4 

  4,541,820 18.4  5,254,621 
 

28.3 
       

（純資産の部）        
Ⅰ 株主資本        
 １．資本金   7,740,757   7,744,040  
 ２．資本剰余金   7,838,319   7,841,602  
 ３．利益剰余金   4,337,553    △2,228,460 
 ４．自己株式   △65,195   △65,195  

  株主資本合計   19,851,434 80.5  13,291,986 
Ⅱ 評価・換算差額等 

71.4 
       

     その他有価証券評価 
   差額金   △33,866    △113,686 

  評価・換算差額等合計   △33,866 △0.1  △△113,686 
Ⅲ 新株予約権 

0.6 
  － 0.0  △167,726 △

Ⅳ 少数株主持分 
0.9 

  294,486 1.2  335,626 

  純資産合計 
1.8 

  20,112,054 81.6  13,346,200 

  負債及び純資産合計 
71.7 

  24,653,875 100.0  100.0 18,600,821 
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(2) 連結損益計算書 
 

（訂正前） 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   22,974,762 100.0  100.0 18,373,318 
Ⅱ 売上原価   8,476,157 36.9  5,589,523 

   売上総利益 
30.4 

  14,498,605 63.1  12,783,794 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 

69.6 
※１  13,556,874 59.0  13,179,473 

   営業利益又は営業損失 
71.8 

  941,730 4.1  △395,678 
Ⅳ 営業外収益 

△2.2 
       

 １．受取利息  8,309   20,666   
 ２．受取配当金  4,694   6,056   
 ３．販売報奨金  40,511   9,642   
 ４．受取手数料  17,494   12,280   
 ５．保険解約返戻金  ―    63,174  
 ６．その他  12,715 83,725 0.4 41,373 153,193 

Ⅴ 営業外費用 
0.9 

       
 １．支払利息  8,701   18,984   
 ２．株式交付費  59,803   1,560   
 ３．たな卸資産評価損  15,303   6,355   
 ４．投資事業組合損失  ─   63,730   
 ５．持分法による投資損失  71,670   139,496   
 ６．その他  26,368 181,847 0.8 14,120 244,246 

   経常利益又は経常損失 
1.3 

  843,608 3.7  △486,731 
Ⅵ 特別利益 

△2.6 
       

 １．固定資産売却益 ※２ ―   6,857   
 ２．投資有価証券売却益  948,635   30,696   
 ３．関係会社株式売却益  ─    886,252  
 ４．退職慰労引当金戻入益  ─   3,066   
 ５．新株予約権戻入益  89,476   ─   
 ６．私財提供益 ※３ 400,000   ─   
  ７．その他  ─ 1,438,111 6.2 993 927,865 
  

5.0 
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 注記  
番号 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  56,177    190  
 ２．固定資産売却損 ※４ ─   4,538   
 ３．固定資産除却損 ※５ 16,696   624,454   
 ４．投資有価証券売却損  39,599   11,990   
 ５．投資有価証券評価損  1,669,894   1,877,179   
 ６．和解金 ※６ 24,114   ─   
 ７．過年度解約負担損 ※７ 448,115   35,400   
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  404,802   ─   

 ９．貸倒引当金繰入額  252,000    168,838  
 10．減損損失 ※８ 167,439   222,578   
 11．事務所移転損失  ─   68,573   
 12．その他  2,603 3,081,443 13.4 71,044 3,084,788 

   税金等調整前当期純損失 
16.8 

  799,723 △3.5  2,643,654 
   法人税、住民税及び事業税 

△14.4 
 949,865   253,375   

   法人税等調整額  △990,592 △40,727 △0.2 650,274 903,649 
   少数株主利益又は 
   少数株主損失(△) 

4.9 

  56,374 0.2  △13,885 △0.1 

   当期純損失   815,370 △3.5  3,533,418 
 

△19.2 
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（訂正後） 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   22,974,762 100.0  100.0 17,957,621 
Ⅱ 売上原価   8,476,157 36.9  5,526,146 

   売上総利益 

30.8 

  14,498,605 63.1  12,431,474 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 

69.2 
※１  13,556,874 59.0  13,171,837 

  営業利益又は営業損失

73.3 
 (△)  941,730 4.1  △740,362 

Ⅳ 営業外収益 
△4.1 

       
 １．受取利息  8,309   20,666   
 ２．受取配当金  4,694   6,056   
 ３．販売報奨金  40,511   9,642   
 ４．受取手数料  17,494   12,280   
 ５．保険解約返戻金  ―   63,174   
 ６.  違約金収入 ─    61,448  
 ７．その他  12,715 83,725 0.4 41,373 214,641 

Ⅴ 営業外費用 
1.2 

       
 １．支払利息  8,701   18,984   
 ２．株式交付費  59,803   1,560   
 ３．たな卸資産評価損  15,303   6,355   
 ４．投資事業組合損失  ─   63,730   
 ５．持分法による投資損失  71,670   139,496   
 ６．その他  26,368 181,847 0.8 22,656 252,782 

  経常利益又は経常損失

1.4 
 (△)  843,608 3.7  △778,504 

Ⅵ 特別利益 
△4.3 

       
 １．固定資産売却益 ※２ ―   6,857   
 ２．投資有価証券売却益  948,635   30,696   
 ３．関係会社株式売却益  ─    871,252  
 ４．退職慰労引当金戻入益  ─   3,066   
 ５．新株予約権戻入益  89,476   ─   
 ６．私財提供益 ※３ 400,000   ─   
  ７．その他  ─ 1,438,111 6.2 993 912,865 
  

5.1 
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 注記  
番号 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  56,177    167,555  
 ２．固定資産除却損 ※４ 16,696   624,454   
 ３．固定資産売却損 ※５ ─   4,538   
 ４．投資有価証券売却損  39,599   11,990   
 ５．投資有価証券評価損  1,669,894   1,877,179   
 ６.  関係会社株式売却損     11,354  
 ７．和解金 ※６ 24,114   ─   
 ８．過年度解約負担損  448,115   35,400   
 ９. 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   ─   

 10  ．貸倒引当金繰入額 252,000    2,016,810  
 11 ※８ ．減損損失 167,439   222,578   
 12  ．事務所移転損失 ─   68,573   
 13  ．その他 2,603 3,081,443 13.4 71,044 5,111,480 

   税金等調整前当期純損失

28.5 
 (△)  △799,723 △3.5  △4,977,119 

   法人税、住民税及び事業税 
△27.7 

 949,865   253,375   
   法人税等調整額  △990,592 △40,727 △0.2 1,220,679 1,474,054 
   少数株主利益又は 
   少数株主損失(△) 

8.2 

  56,374 0.2  △13,885 △0.1 

   当期純損失  (△)  △815,370 △3.5  △6,437,288 
 

△35.8 
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 (3) 連結株主資本等変動計算書 
 

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

 

 
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 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 3,283 3,282   6,566 

 剰余金の配当   △128,725  △128,725 

 当期純損失    △3,533,418 

 連結除外による利益剰余金減少高 

△3,533,418 

   △26,354 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△26,354 

     

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 3,283 3,282  △3,688,498 

平成20年３月31日残高（千円） 

△3,681,932 

7,744,040 7,841,602 △65,195 649,054 

 

16,169,501 

 

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 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行     6,566 

 剰余金の配当     △128,725 

 当期純損失     

 連結除外による利益剰余金減少高 

△3,533,418 

    

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△26,354 

△33,875 △167,726 △33,875 41,139 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△160,461 

△33,875 △167,726 △33,875 41,139 

平成20年３月31日残高（千円） 

△3,842,394 

△67,741 △167,726 △67,741 335,626 

 
16,269,660 
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（訂正後） 
 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高（千円） 7,740,757 7,838,319 4,337,553 △65,195 19,851,434 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 3,283 3,282   6,566 

 剰余金の配当   △128,725  △128,725 

 当期純損失    △6,437,288 

 連結除外による利益剰余金減少高 

△6,437,288 

  ―  ― 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)      

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 3,283 3,282 ─ △6,566,014 

平成20年３月31日残高（千円） 

△6,559,447 

7,744,040 7,841,602 △65,195 △2,228,460 

 

13,291,986 

 

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 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行     6,566 

 剰余金の配当     △128,725 

 当期純損失     

 連結除外による利益剰余金減少高 

△6,437,288 

    ― 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △79,820 △167,726 △79,820 41,139 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△206,406 

△79,820 △167,726 △79,820 41,139 

平成20年３月31日残高（千円） 

△6,765,854 

△113,686 △167,726 △113,686 335,626 

 
13,346,200 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 
（訂正前） 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
    税金等調整前当期純利益（△純損失） △799,723 
   減価償却費 

△2,643,654 
 469,344 579,846 

   減損損失  167,439 222,578 
   のれん償却額  304,329 311,755 
   貸倒引当金の増加額（△減少額）  243,206 
   賞与引当金の増加額（△減少額） 

△108,067 
 43,393 △123,185 

   解約負担引当金の増加額  384,336 25,672 
     役員退職慰労引当金の減少額  △9,266 △18,066 
   株式交付費  59,803 1,560 
   株式報酬費用  89,476 37,721 
   受取利息及び受取配当金  △13,004 △26,722 
   保険解約返戻金  ─ △63,174 
   支払利息  8,701 18,984 
   持分法による投資損失  71,670 139,496 
   子会社株式売却益  ― 
   投資有価証券売却益 

△886,252 
 △948,635 △30,696 

   新株予約権戻入益  △89,476 ─ 
   投資有価証券売却損  39,599 11,990 
   投資有価証券評価損  1,669,894 1,877,179 
   和解金  24,114 ─ 
   事務所移転損失  ─ 68,573 
   固定資産売却益  ─ △6,857 
   固定資産売却損  ─ 4,538 
   固定資産除却損  16,696 624,454 
   売上債権の減少額  166,643 
   たな卸資産の減少額（△増加額） 

104,651 
 12,049 △16,355 

   営業立替金の増加額  △1,837,700 
   未収入金の減少額（△増加額） 

△611,626 
 △626,579 

   賃貸用有形固定資産の取得による支出 
593,544 

 △337,839 △233,921 
   賃貸用長期前払費用の支出  △47,495 △69,143 
   賃貸用敷金及び保証金の取得による支出  △331,605 △327,795 
   仕入債務の減少額  △421,986 
   未払金の増加額（△減少額） 

△125,436 
 326,780 

   未払費用の増加額 
△546,682 

 214,636 13,275 
   長期前受金の増加額（△減少額）  272,564 △21,581 
   役員賞与の支払額  △10,000 ─ 
   その他  △841,266 

    小計 
△191,406 

 △1,729,897 

   利息及び配当金の受取額 
△1,414,803 

 25,108 39,984 
   利息の支払額  △9,248 △17,393 
   和解金の支払額  △24,114 ─ 
   事務所移転損失の支払額  ─ △44,025 
   法人税等の支払額  △1,811,410 
   法人税等の還付額 

△368,132 
 341,471 221,111 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,208,090 △1,583,257 
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
   有形固定資産の取得による支出  △416,585 △196,114 
   有形固定資産の売却による収入  1,004 51,834 
   無形固定資産の取得による支出  △1,004,487 △1,082,755 
   無形固定資産の売却による収入  ─ 46,418 
   投資有価証券の取得による支出  △858,848 △369,807 
   投資有価証券の売却による収入  1,124,999 485,951 
   敷金及び保証金の差入による支出  △179,579 △364,263 
   敷金及び保証金の返還による収入  54,563 215,784 
   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   取得による収入 ※２ ─ 48,529 

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   取得による支出 ※２ △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 ※３ ― 892,334 

   連結範囲の変更に伴う子会社株式の 
   売却による支出 ※３ ─ △15,789 

   関連会社株式取得による支出  △26,500 ─ 
   貸付による支出  △91,488 △234,343 
   貸付金の回収による収入  6,998 30,439 
   保険積立金の解約による収入  ─ 135,325 
   その他  △16,459 △7,042 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,020,690 △363,497 

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  1,439,477 1,600,000 
   短期借入金の返済による支出  △6,657,500 △600,000 
   長期借入による収入  450,000 ─ 
   長期借入金の返済による支出  △178,601 △158,730 
   株式の発行による収入  10,789,640 5,006 
   連結子会社の自己株式の取得による支出  △5,500 ─ 
   配当金の支払額  △212,635 △128,725 
   その他  △119 △5,305 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  5,624,761 712,245 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  395,980 △1,234,509 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,360,388 5,756,369 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,756,369 4,521,859 
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（訂正後） 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
    税金等調整前当期純損失 △799,723 
   減価償却費 

△4,977,119 
 469,344 579,846 

   減損損失  167,439 222,578 
   のれん償却額  304,329 311,755 
   貸倒引当金の増加額（△減少額）  243,206 
   賞与引当金の増加額（△減少額） 

1,881,373 
 43,393 △123,185 

   解約負担引当金の増加額  384,336 25,672 
     役員退職慰労引当金の減少額  △9,266 △18,066 
   株式交付費  59,803 1,560 
   株式報酬費用  89,476 37,721 
   受取利息及び受取配当金  △13,004 △26,722 
   保険解約返戻金  ─ △63,174 
   支払利息  8,701 18,984 
   持分法による投資損失  71,670 139,496 
   関係  会社株式売却益 ― 
   投資有価証券売却益 

△871,252 
 △948,635 △30,696 

    関係会社株式売却損 ─ 
   新株予約権戻入益 

11,354 
 △89,476 ─ 

   投資有価証券売却損  39,599 11,990 
   投資有価証券評価損  1,669,894 1,877,179 
   和解金  24,114 ─ 
   事務所移転損失  ─ 68,573 
   固定資産売却益  ─ △6,857 
   固定資産売却損  ─ 4,538 
   固定資産除却損  16,696 624,454 
   売上債権の減少額  166,643 
   たな卸資産の減少額（△増加額） 

461,994 
 12,049 △16,355 

   営業立替金の増加額  △1,837,700 
   未収入金の減少額（△増加額） 

△1,232,858 
 △626,579 

   賃貸用有形固定資産の取得による支出 
619,550 

 △337,839 △233,921 
   賃貸用長期前払費用の支出  △47,495 △69,143 
   賃貸用敷金及び保証金の取得による支出  △331,605 △327,795 
   仕入債務の減少額  △421,986 
   未払金の増加額（△減少額） 

△190,725 
 326,780 

   未払費用の増加額 
△513,255 

 214,636 13,275 
   長期前受金の増加額（△減少額）  272,564 △21,581 
   役員賞与の支払額  △10,000 ─ 
   その他  △841,266 

    小計 
412,109 

 △1,729,897 

   利息及び配当金の受取額 
△1,398,700 

 25,108 39,984 
   利息の支払額  △9,248 △17,393 
   和解金の支払額  △24,114 ─ 
   事務所移転損失の支払額  ─ △44,025 
   法人税等の支払額  △1,811,410 
   法人税等の還付額 

△384,234 
 341,471 221,111 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,208,090 △1,583,257 
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
   有形固定資産の取得による支出  △416,585 △196,114 
   有形固定資産の売却による収入  1,004 51,834 
   無形固定資産の取得による支出  △1,004,487 △1,082,755 
   無形固定資産の売却による収入  ─ 46,418 
   投資有価証券の取得による支出  △858,848 △369,807 
   投資有価証券の売却による収入  1,124,999 485,951 
   敷金及び保証金の差入による支出  △179,579 △364,263 
   敷金及び保証金の返還による収入  54,563 215,784 
   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   取得による収入 ※２ ─ 48,529 

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   取得による支出 ※２ △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 ※３ ― 892,334 

   連結範囲の変更に伴う子会社株式の 
   売却による支出 ※３ ─ △15,789 

   関連会社株式取得による支出  △26,500 ─ 
   貸付による支出  △91,488 △234,343 
   貸付金の回収による収入  6,998 30,439 
   保険積立金の解約による収入  ─ 135,325 
   その他  △16,459 △7,042 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,020,690 △363,497 

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  1,439,477 1,600,000 
   短期借入金の返済による支出  △6,657,500 △600,000 
   長期借入による収入  450,000 ─ 
   長期借入金の返済による支出  △178,601 △158,730 
   株式の発行による収入  10,789,640 5,006 
   連結子会社の自己株式の取得による支出  △5,500 ─ 
   配当金の支払額  △212,635 △128,725 
   その他  △119 △5,305 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  5,624,761 712,245 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  395,980 △1,234,509 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,360,388 5,756,369 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,756,369 4,521,859 
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(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 
（訂正前） 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

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 
  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。 

 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 
  株式会社フーディーズ 
 上記のうち、株式会社フーディーズ

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。 
 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、当連結会

計年度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、当連結会計年度に

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。 
－中略－ 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項（連結

調整勘定の償却に関する

事項) 

のれんの償却については、発生時以降

５年または10年で均等償却しており

ます。 
 

同左 

－後略－ 
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（訂正後） 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

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 
  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。 

 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 
  株式会社フーディーズ 
 上記のうち、株式会社フーディーズ

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。 
 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、当連結会

計年度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、アイ・モバイル株式会社につ

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した

が、当連結会計年度末において保有株

式売却に伴い連結の範囲から除外して

おります。 
 なお、

－中略－ 

エンパワーヘルスケア株式会

社につきましては、当連結会計年度に

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。 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 
のれんの償却については、発生時以降

５年または10年で均等償却しており

ます。 
－後略－ 

のれん及び負ののれんの償却について

は、発生時以降５年または10年で均

等償却しております。 
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(表示方法の変更) 
 
（訂正前） 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

（連結貸借対照表関係） 
  前連結会計年度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」（前連結会計

年度末74,314千円）につきましては、資産の総額の

100分の５を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記しております。 

────────── 
 

（連結損益計算書関係） 
  前連結会計年度において区分掲記しておりました

「消費税免税益」（当連結会計年度4,271千円）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、当連結会計年度より営業外収益の「その

他」に含めて表示しております。 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

  前連結会計年度まで営業キャッシュ・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、当連結会計年度より

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「営

業立替金の増加額」の金額は、74,314千円でありま

す。 

（連結損益計算書関係） 
 前連結会計年度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「保険解約返戻金」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、当連結会計年度より区分掲記しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  
 前連結会計年度まで投資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「保険積立金の

解約による収入」は、金額的重要性が増したため、当

連結会計年度より区分掲記しております。 
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（訂正後） 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

（連結貸借対照表関係） 
  前連結会計年度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」（前連結会計

年度末74,314千円）につきましては、資産の総額の

100分の５を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記しております。 
 

（連結貸借対照表関係） 
 前連結会計年度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「破産更正債権等」

（前連結会計年度末519,852千円）につきましては、

資産の総額の100分の５を超えたため、当連結会計年

度より区分掲記しております。 

（連結損益計算書関係） 
 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「消費税免税益」（前連結会計年度4,271千円）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、当連結会計年度より営業外収益の「その

他」に含めて表示しております。 
 

（連結損益計算書関係） 
 前連結会計年度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

連結会計年度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、当連結会計年度

より区分掲記しております。 

────────── 
 

（連結損益計算書関係） 
 

 

営業外収益の「違約金収入」は重要性が高まったた

め、当連結会計年度より区分掲記することにいたしま

した。なお、前連結会計年度においては「売上高」に

456千円含まれております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  
   連結会計年度まで営業キャッシュ・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、当連結会計年度より

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「営

業立替金の増加額」の金額は、74,314千円でありま

す。 
 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  
 前連結会計年度まで投資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「保険積立金の

解約による収入」は、金額的重要性が増したため、当

連結会計年度より区分掲記しております。

 

なお、前連

結会計年度の「保険積立金の解約による収入」の金額

は、10,765千円であります。 
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項 
(連結貸借対照表関係) 

 
（訂正前） 

－前略－ 
前連結会計年度 

    (平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

    (平成20年３月31日) 
※３ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 
 投資有価証券（株式） 3,045,282千円 

 

※３ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 
 投資有価証券（株式） 

 

1,356,687千円 
（うち、共同支配企業に対する投資の金額 

18,953千円） 
（うち、共同支配企業に対する投資の金額   

11,848千円） 
－中略－ 

 ５ 保証債務 
   東京リース株式会社との業務提携契約に従い、連

結子会社の販売商品に係る東京リース株式会社のリ

ース契約先48件に対する未経過リース料総額

73,875千円の債務保証を行っております。 
 

 
 
 
 

 ５ 保証債務 
   東京リース株式会社との業務提携契約に従い、連

結子会社の販売商品に係る東京リース株式会社のリ

ース契約先94件に対する未経過リース料総額

175,237千円の債務保証を行っております。 
   また、三井住友ファイナンス＆リース株式会社と

の業務提携契約に従い、連結子会社の販売商品に係

る三井住友ファイナンス＆リース株式会社のリース

契約先39件に対する未経過リース料総額68,062

－中略－ 

千

円の債務保証を行っております。 

 ８   ────────────── 
 

 ８ 

   

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。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。当連結会計年

度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。 
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（訂正後） 
 

－前略－ 
前連結会計年度 

    (平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

    (平成20年３月31日) 
※３ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 
 投資有価証券（株式） 3,045,282千円 

 

※３ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 
 投資有価証券（株式） 

 

1,360,628千円 
（うち、共同支配企業に対する投資の金額 

18,953千円） 
（うち、共同支配企業に対する投資の金額   

11,848千円） 
－中略－ 

 ５ 保証債務 
   東京リース株式会社との業務提携契約に従い、連

結子会社の販売商品に係る東京リース株式会社のリ

ース契約先48件に対する未経過リース料総額

73,875千円の債務保証を行っております。 
 

 
 
 
 

 ５ 保証債務 
   東京リース株式会社との業務提携契約に従い、連

結子会社の販売商品に係る東京リース株式会社のリ

ース契約先94件に対する未経過リース料総額

175,237千円の債務保証を行っております。 
   また、三井住友ファイナンス＆リース株式会社と

の業務提携契約に従い、連結子会社の販売商品に係

る三井住友ファイナンス＆リース株式会社のリース

契約先39件に対する未経過リース料総額78,195

－中略－ 

千

円の債務保証を行っております。 

 ８   ────────────── 
 

 ８ 偶発債務 

 ９   ────────────── 

────────────── 

 
 ９ 財務制限条項

 

  
イ．当社の短期借入金合計額のうち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括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。 
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前連結会計年度 
    (平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
    (平成20年３月31日) 

 
 

 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Expanding 
Investment Co.(Ex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 
（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 
（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又は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 
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(連結損益計算書関係) 
 
（訂正前） 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 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 

 

※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 5,404,852千円 
賞与 195,244 
雑給 389,184 
旅費交通費 688,429 
地代家賃 
法定福利費 

1,023,631 
692,777 

貸倒引当金繰入額 
賞与引当金繰入額 

158,809 
35,023 

解約負担引当金繰入額 296,552 
のれん償却額 311,755 

 

－中略－ 
※４ 固定資産除却損は、次のとおりであります。 

建物 4,529千円 
工具、器具及び備品 3,295千円 
賃貸用建物 8,872千円 

 

※４ 固定資産除却損は、次のとおりであります。 
建物及び構築物 27,497
工具、器具及び備品 

千円 
9,851

車両運搬具 
千円 

105千円 
ソフトウエア 587,000千円 

 

－後略－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



―29― 

（訂正後） 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 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 

 

※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 5,404,852千円 
賞与 195,244 
雑給 389,184 
旅費交通費 688,429 
地代家賃 
法定福利費 

1,002,943 
692,777 

貸倒引当金繰入額 
賞与引当金繰入額 

171,861 
35,023 

解約負担引当金繰入額 296,552 
のれん償却額 311,755 

 

－中略－ 
※４ 固定資産除却損は、次のとおりであります。 

建物 4,529千円 
工具、器具及び備品 3,295千円 
賃貸用建物 8,872千円 

 

※４ 固定資産除却損は、次のとおりであります。 
建物及び構築物 3,714
工具、器具及び備品 

千円 
3,217千円 

賃貸用建物 23,782千円 
賃貸用工具、器具 
及び備品 6,634
車両運搬具 

千円 
105千円 

ソフトウエア 587,000千円 
 

－後略－ 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 
（訂正前） 

－前略－ 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 ※３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の内訳 
 

－中略－ 
 

②アイ・モバイル株式会社 
流動資産 179,197千円 
固定資産 51,216 
流動負債 △194,059 
連結除外による利益剰余金減少高 △26,354 
株式売却益 
当該会社株式の売却価額 

15,000 
25,000 

当該会社の現金及び 
現金同等物 40,789 

差引：当該会社株式の売却 
   による支出 15,789 

 

 
 
 

（訂正後） 
－前略－ 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 ※３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の内訳 
 

－中略－ 
 
②アイ・モバイル株式会社 
流動資産 179,197千円 
固定資産 51,216 
流動負債 △194,059 
株式売却損 
当該会社株式の売却価額 

△11,354 
25,000 

当該会社の現金及び 
現金同等物 40,789 

差引：当該会社株式の売却 
   による支出 15,789 
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(リース取引関係) 
 

（訂正前） 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額    
（千円） 

減価償却累 
 計額相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

車両運搬具 5,025 1,172 3,852 

工具器具 
及び備品 10,428 4,865 5,562 

ソフトウエア 38,340 17,892 20,448 

合計 53,793 23,930 29,862 

  (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産及び無形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

 
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累 
 計額相当額 
 （千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

車両運搬具 10,967 4,158 

工具器具 

6,088 

及び備品 44,020 14,556 

ソフトウエア 

29,464 

78,982 32,272 46,710 

付属設備 12,186 4,134 

合計 

8,051 

133,970 50,986 

  (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産及び無形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

82,984 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 10,758千円 
１年超 19,104 
合計 29,862 

  (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産及び無形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 28,508
１年超 

千円 

合計 
54,475 

  (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産及び無形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

82,984 

－後略－ 
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（訂正後） 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 
 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額    
（千円） 

車両運搬具 5,025 1,172 3,852 

工具器具 
及び備品 10,428 4,865 5,562 

ソフトウエア 38,340 17,892 20,448 

合計 53,793 23,930 29,862 

  (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産及び無形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

 
取得価額   
相当額    
（千円） 

減価償却累 
 計額相当額 
   （千円） 

期末残高 
相当額    
（千円） 

車両運搬具 10,967 4,158 

工具器具 

6,808 

及び備品 56,206 18,690 

ソフトウエア 

37,516 

78,982 32,272 46,710 

合計 146,156 55,120 

  (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産及び無形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

91,035 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 10,758千円 
１年超 19,104 
合計 29,862 

  (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産及び無形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 31,490
１年超 

千円 

合計 
59,545 

  (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産及び無形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

91,035 

－後略－ 
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(１株当たり情報) 
 
（訂正前） 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 38,488.04円 
 

１株当たり純資産額 31,243.84
 

円 

１株当たり当期純損失 1,600.87円 
 

１株当たり当期純損失 6,858.97
 

円 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 20,112,054 

普通株式に係る純資産額（千円） 

16,269,660 

19,817,568 

差額の主な内訳（千円） 

16,034,193 

  

 新株予約権   

  少数株主持分 294,486 335,626 

普通株式の発行済株式数（株） 515,650 516,106 

普通株式の自己株式数（株） 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） 514,902 515,358 
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２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 815,370 

普通株主に帰属しない金額の主な内訳（千円） 

3,533,418 

  

普通株式に係る当期純損失（千円） 815,370 

期中平均株式数（株） 

3,533,418 

509,330 515,901 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

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） ― ― 

（うち新株予約権） ( ―) ( ―) 

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 

①当社の新株予約権 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 

７種類 
(新株予約権の数 599,232個) 

③持分法適用関連会社の新株 
 予約権      ８種類 
 (新株予約権の数 2,810個) 

①当社の新株予約権３種類 
(新株予約権の数 5,105
②連結子会社の新株予約権 

個) 

10種類 
(新株予約権の数 303,607

③持分法適用関連会社の新株 

       
個) 

 予約権      ９種類 
 (新株予約権の数 2,019

 
個) 
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（訂正後） 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 38,488.04円 
 

１株当たり純資産額 25,571.16
 

円 

１株当たり当期純損失 1,600.87円 
 

１株当たり当期純損失 12,495.88
 

円 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 
 
 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 20,112,054 

普通株式に係る純資産額（千円） 

13,346,200 

19,817,568 

差額の主な内訳（千円） 

13,178,300 

  

 新株予約権 ─ △167,726 

  少数株主持分 294,486 335,626 

普通株式の発行済株式数（株） 515,650 516,106 

普通株式の自己株式数（株） 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） 514,902 515,358 
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  ２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 815,370 

普通株主に帰属しない金額の主な内訳（千円） 

6,437,288 

─ ─ 

普通株式に係る当期純損失（千円） 815,370 

期中平均株式数（株） 

6,437,288 

509,330 515,901 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

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） ― ― 

（うち新株予約権） ( ―) ( ―) 

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 

①当社の新株予約権 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 
７種類 

(新株予約権の数 599,232個) 
③持分法適用関連会社の新株 
 予約権      ８種類 

 (新株予約権の数 2,810個) 

①当社の新株予約権３種類 
(新株予約権の数 5,117

②連結子会社の新株予約権 
個) 

10種類 
(新株予約権の数 533,111

③持分法適用関連会社の新株 

       
個) 

 予約権      ９種類 
 (新株予約権の数 2,379

 

個) 
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５ 個別財務諸表 
 (1) 貸借対照表 

 
（訂正前） 
 

  前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 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   3,598,043   2,127,981  

 ２．売掛金 ※１  25,737   51  

 ３．前払費用   67,616   64,232  

 ４．繰延税金資産   64,299   ―  

 ５．短期貸付金 ※１  2,535,317   6,403,000  

 ６．未収入金 ※１  453,443   51,115  

 ７．未収還付法人税等   177,743   30,310  

 ８．その他 ※１  44,227   91,591  

   貸倒引当金   ―    △12,307 

  流動資産合計   6,966,429 34.3  8,755,973 

Ⅱ 固定資産 

45.0 

       

 １．有形固定資産        

  (1）建物  134,795   135,027   

    減価償却累計額  36,902 97,892  51,637 83,389  

  (2）工具、器具及び備品  169,717   196,405   

    減価償却累計額  79,955 89,761  112,704 83,701  

   有形固定資産合計   187,654 0.9  167,090 

 ２．無形固定資産 

0.9 

       

  (1) のれん   91,528   61,019  

  (2）ソフトウエア   343,294   236,700  

  (3）施設利用権   2,648   2,648  

  無形固定資産合計   437,471 2.2  300,368 

 ３．投資その他の資産 

1.5 

       

  (1）投資有価証券   1,616,507   1,104,187  

  (2）関係会社株式   7,003,916    5,307,239 

  (3）関係会社新株予約権   ―   210,697  

  (4）長期貸付金   20,020   22,864  

  (5）関係会社長期貸付金   2,867,528   2,836,854  

  (6）長期未収入金   14,541   14,541  

  (7）長期前払費用   579   10  

    (8) 繰延税金資産   663,779    341,305 

  (9）敷金・保証金   507,908   391,528  

  (10）その他   12,429   136,423  

   貸倒引当金   △14,541    △144,541 

   投資その他の資産合計   12,692,669 62.6  10,221,111 

  固定資産合計 

52.6 

  13,317,795 65.7  10,688,571 

  資産合計 

55.0 

  20,284,224 100.0  100.0 19,444,545 
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  前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 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 ※２  ―   1,000,000  
 ２．未払金 ※１  42,517    331,037 
 ３．未払費用   37,380   39,331  
  ４．未払法人税等   185,250   ―  
  ５．前受金 ※１  ―   204,940  
 ６．預り金   7,127   4,895  
 ７．繰延税金負債   ―    6,651 
 ８．賞与引当金   29,964   ―  
 ９．その他   31,576    2,549 

  流動負債合計   333,816 1.6  1,589,406 
Ⅱ 固定負債 

8.2 
       

  固定負債合計   ― ―  ― ― 

  負債合計   333,816 1.6  1,589,406 

（純資産の部） 
8.2 

       
Ⅰ 株主資本        
 １．資本金   7,740,757   7,744,040  
 ２．資本剰余金        
  (1) 資本準備金  7,837,845   2,141,128   
  (2) その他資本剰余金  474   5,700,474   

    資本剰余金合計   7,838,319   7,841,602  
 ３．利益剰余金        
  (1) 利益準備金  1,430   1,430   
  (2) その他利益剰余金        
    繰越利益剰余金  4,402,680    2,362,492  

    利益剰余金合計   4,404,111    2,363,923 
 ４．自己株式   △65,195   △65,195  

  株主資本合計   19,917,992 98.2  17,884,370 
Ⅱ 評価・換算差額等 

92.0 
       

 １．その他有価証券評価 
   差額金   32,415    △66,953 

  評価・換算差額等合計   32,415 0.2  △66,953 

Ⅲ 新株予約権 
△0.3 

  ―   37,721 

  純資産合計 
0.1 

  19,950,408 98.4  17,855,139 

  負債及び純資産合計 
91.8 

  20,284,224 100.0  100.0 19,444,545 
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（訂正後） 
 

  前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 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   3,598,043   2,127,981  

 ２．売掛金 ※１  25,737   51  

 ３．前払費用   67,616   64,232  

 ４．繰延税金資産   64,299   ―  

 ５．短期貸付金 ※１  2,535,317   6,403,000  

 ６．未収入金 ※１  453,443   51,115  

 ７．未収還付法人税等   177,743   30,310  

 ８．その他 ※１  44,227   91,591  

   貸倒引当金   ―    △380,457 

  流動資産合計   6,966,429 34.3  8,387,824 

Ⅱ 固定資産 

54.1 

       

 １．有形固定資産        

  (1）建物  134,795   135,027   

    減価償却累計額  36,902 97,892  51,637 83,389  

  (2）工具、器具及び備品  169,717   196,405   

    減価償却累計額  79,955 89,761  112,704 83,701  

   有形固定資産合計   187,654 0.9  167,090 

 ２．無形固定資産 

1.1 

       

  (1) のれん   91,528   61,019  

  (2）ソフトウエア   343,294   236,700  

  (3）施設利用権   2,648   2,648  

   無形固定資産合計   437,471 2.2  300,368 

 ３．投資その他の資産 

1.9 

       

  (1）投資有価証券   1,616,507   1,104,187  

  (2）関係会社株式   7,003,916    4,777,240 

  (3）関係会社新株予約権   ―   210,697  

  (4）長期貸付金   20,020   22,864  

  (5）関係会社長期貸付金   2,867,528   2,836,854  

  (6）長期未収入金   14,541   14,541  

   (7）破産更生債権等  ─   130,000  

  (8）  長期前払費用  579   10  

    (9)  繰延税金資産  663,779   ─  

  (10）  敷金・保証金  507,908   391,528  

  (11）  その他  12,429   6,423  

   貸倒引当金   △14,541    △2,855,541 

   投資その他の資産合計   12,692,669 62.6  6,638,807 

  固定資産合計 

42.9 

  13,317,795 65.7  7,106,266 

  資産合計 

45.9 

  20,284,224 100.0  100.0 15,494,090 
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  前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 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 ※２  ―   1,000,000  
 ２．未払金 ※１  42,517    333,459 
 ３．未払費用   37,380   39,391  
  ４．未払法人税等   185,250   ―  
 ５．繰延税金負債   ―   ―  
  ６．前受金 ※１  ―   204,940  
 ７．預り金   7,127   4,895  
 ８．賞与引当金   29,964   －  
 ９．その他   31,576    67 

  流動負債合計   333,816 1.6  1,582,754 
Ⅱ 固定負債 

10.2 
       

  固定負債合計   ― ―  ― ― 

  負債合計   333,816 1.6  1,582,754 

（純資産の部） 
10.2 

       
Ⅰ 株主資本        
 １．資本金   7,740,757   7,744,040  
 ２．資本剰余金        
  (1) 資本準備金  7,837,845   2,141,128   
  (2) その他資本剰余金  474   5,700,474   

    資本剰余金合計   7,838,319   7,841,602  
 ３．利益剰余金        
  (1) 利益準備金  1,430   1,430   
  (2) その他利益剰余金        
     繰越利益剰余金  4,402,680    △1,535,365  

    利益剰余金合計   4,404,111    △1,533,934 
 ４．自己株式   △65,195   △65,195  

  株主資本合計   19,917,992 98.2  13,986,512 
Ⅱ 評価・換算差額等 

90.3 
       

 １．その他有価証券評価 
   差額金   32,415    △112,898 

  評価・換算差額等合計   32,415 0.2  △112,898 

Ⅲ 新株予約権 
△0.7 

  ―   37,721 

  純資産合計 
0.2 

  19,950,408 98.4  13,911,336 

  負債及び純資産合計 
89.8 

  20,284,224 100.0  100.0 15,494,090 
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(2) 損益計算書 
 
（訂正前） 
 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 営業収入 ※１       
 １．関係会社受取配当金  2,580,000   ―   
 ２．受取マネジメント 
   フィー  1,033,932 3,613,932 100.0 827,387 827,387 100.0 

Ⅱ 販売費及び一般管理費 ※1、2  943,522 26.1  802,680 97.0 

   営業利益   2,670,410 73.9  24,706 3.0 
Ⅲ 営業外収益        
 １．受取利息 ※１ 57,077   160,641   
 ２．受取保険料  ―   17,160   
 ３．受取配当金 ※１ 16,992   20,770   
 ４．受取手数料  11,194   9,588   
 ５．その他  2,403 87,667 2.4 1,779 209,941 25.4 

Ⅳ 営業外費用        
 １．支払利息  5,437   12,941   
 ２．株式交付費  59,803   1,560   
  ３．投資事業組合損失  7,660   63,730   
 ４．その他  9,026 81,928 2.2 2,888 81,120 9.8 

   経常利益   2,676,148 74.1  153,527 18.6 
Ⅴ 特別利益        
 １．投資有価証券売却益  948,635   30,696   
 ２．新株予約権戻入益  89,476   ―   
 ３．子会社株式売却益  ― 1,038,111 28.7 1,032,000 1,062,696 128.4 

Ⅵ 特別損失        
 １．固定資産除却損 ※３ 1,942   18,478   
 ２．投資有価証券売却損  39,599   11,882   
 ３．投資有価証券評価損  1,669,894   297,462   
 ４．関係会社株式評価損  200,511    2,150,493  
 ５．貸倒引当金繰入  1,942,848    130,000  
 ６．事務所移転  費用 ― 1,911,948 52.9 42,785 2,651,101 
   税引前当期純利益又は 
   税引前当期純損失(△) 

320.4 

  1,802,312 49.9  △1,434,877 

   法人税、住民税及び事業税 

△173.4 

 491,573   15,357   
   法人税等調整額  △732,395 △240,822 △6.6 461,227 476,584 

   当期純利益又は当期純損失(△) 
57.6 

  2,043,134 56.5  △1,911,462 
 

△231.0 
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（訂正後） 
 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 営業収入 ※１       
 １．関係会社受取配当金  2,580,000   ―   
 ２．受取マネジメント 
   フィー  1,033,932 3,613,932 100.0 827,387 827,387 100.0 

Ⅱ 販売費及び一般管理費 ※1、 
2  943,522 26.1  802,680 97.0 

   営業利益   2,670,410 73.9  24,706 3.0 
Ⅲ 営業外収益        
 １．受取利息 ※１ 57,077   160,641   
 ２．受取保険料  ―   17,160   
 ３．受取配当金 ※１ 16,992   20,770   
 ４．受取手数料  11,194   9,588   
 ５．その他  2,403 87,667 2.4 1,779 209,941 25.4 

Ⅳ 営業外費用        
 １．支払利息  5,437   12,941   
 ２．株式交付費  59,803   1,560   
  ３．投資事業組合損失  7,660   63,730   
 ４．その他  9,026 81,928 2.2 2,888 81,120 9.8 

   経常利益   2,676,148 74.1  153,527 18.6 
Ⅴ 特別利益        
 １．投資有価証券売却益  948,635   30,696   
 ２．新株予約権戻入益  89,476   ―   
 ３．子会社株式売却益  ― 1,038,111 28.7 1,032,000 1,062,696 128.4 

Ⅵ 特別損失        
 １．固定資産除却損 ※３ 1,942   18,478   
 ２．投資有価証券売却損  39,599   11,882   
 ３．投資有価証券評価損  1,669,894   297,462   
 ４．関係会社株式評価損  200,511    2,680,492  
 ５．貸倒引当金繰入額  1,942,848    3,209,149  
 ６．事務所移転  損失 ― 1,911,948 52.9 42,785 6,260,250 
   税引前当期純利益又は 
   税引前当期純損失(△) 

756.6 

  1,802,312 49.9  △5,044,026 

   法人税、住民税及び事業税 

△609.6 

 491,573   15,357   
   法人税等調整額  △732,395 △240,822 △6.6 749,936 765,293 

   当期純利益又は当期純損失(△) 
92.5 

  2,043,134 56.5  △5,809,320 
 

△702.1 
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(3) 株主資本等変動計算書 
 
（訂正前） 
 

当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 
 

 

株 主 資 本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本 
合計 資本準備金 その他 

資本剰余金 利益準備金 

その他利益 
剰余金 
繰越利益 
剰余金 

平成19年３月31日残高 
（千円） 7,740,757 7,837,845 474 1,430 4,402,680 △65,195 19,917,992 

事業年度中の変動額        

  新株の発行 3,283 3,282     6,566 

 剰余金の配当     △128,725  △128,725 

  当期純損失      △1,911,462 

 準備金から剰余金への振替 

△1,911,462 

 △5,700,000 5,700,000     

  株主資本以外の項目の  
  事業年度中の変動額(純額)       ─ 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 3,283 △5,696,717 5,700,000 ― ― △2,040,187 

平成20年３月31日残高 
（千円） 

△2,033,621 

7,744,040 2,141,128 5,700,474 1,430 △65,195 2,362,492 

 

17,884,370 

 

 

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 

事業年度中の変動額     

 新株の発行    6,566 

 剰余金の配当    △128,725 

 当期純損失    

 準備金から剰余金への振替 

△1,911,462 

   ― 

 株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額) △99,368 37,721 △99,368 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△61,647 

△99,368 37,721 △99,368 

平成20年３月31日残高 
（千円） 

△2,095,269 

△66,953 37,721 △66,953 

 
17,855,139 
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（訂正後） 
 

当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 
 

 

株 主 資 本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本 
合計 資本準備金 その他 

資本剰余金 利益準備金 

その他利益 
剰余金 

繰越利益 
剰余金 

平成19年３月31日残高 
（千円） 7,740,757 7,837,845 474 1,430 4,402,680 △65,195 19,917,992 

事業年度中の変動額        

  新株の発行 3,283 3,282     6,566 

 剰余金の配当     △128,725  △128,725 

  当期純損失      △5,809,320 

 準備金から剰余金への振替 

△5,809,320 

 △5,700,000 5,700,000    ― 

  株主資本以外の項目の  
 事業年度中の変動額(純額)        

事業年度中の変動額合計 
（千円） 3,283 △5,696,717 5,700,000 ― ― △5,938,045 

平成20年３月31日残高 
（千円） 

△5,931,479 

7,744,040 2,141,128 5,700,474 1,430 △65,195 △1,535,365 

 

13,986,512 

 

 

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 

事業年度中の変動額     

 新株の発行    6,566 

 剰余金の配当    △128,725 

 当期純損失    

 準備金から剰余金への振替 

△5,809,320 

   ― 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △145,313 37,721 △145,313 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△107,592 

△145,313 37,721 △145,313 

平成20年３月31日残高 
（千円） 

△6,039,072 

△112,898 37,721 △112,898 

 

13,911,336 
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項 
(貸借対照表関係) 

 
（訂正前） 
 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

※１．関係会社項目 
   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
売掛金 25,737千円 
短期貸付金 2,535,317 
未収入金 440,253 
立替金 3,577 
未収収益 22,342 
未払金 3,071 
  

  

※１．関係会社項目 
   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
売掛金 51千円 
短期貸付金 6,203,000 
未収入金 50,343 
立替金 6,447 
未収収益 
未払金 

64,586 
33,699 

前受金 204,940 
  

－中略－ 
 ４．偶発債務 

────────────── 
 ４．偶発債務 
   

 

当社は連結貸借対照表の注記８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。当事

業年度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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



―46― 

（訂正後） 
 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

※１．関係会社項目 
   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
売掛金 25,737千円 
短期貸付金 2,535,317 
未収入金 440,253 
立替金 3,577 
未収収益 22,342 
未払金 3,071 
  

  

※１．関係会社項目 
   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
売掛金 51千円 
短期貸付金 6,203,000 
未収入金 50,343 
立替金 6,447 
未収収益 
未払金 

61,586 
33,699 

前受金 204,940 
  

－中略－ 
 ４．偶発債務 

────────────── 
 ４．偶発債務 

 ５．  ────────────── 

────────────── 

 ５．財務制限条項 
当社の短期借入金合計額のうち 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括返済すること

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。  
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 (損益計算書関係) 
 
（訂正前） 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
営業収入  
 関係会社受取配当金 2,580,000千円 
 受取マネジメントフィー 1,033,932 
販売費及び一般管理費  
 経費分担金収入 △1,461,404 
 その他 7,920 
受取利息 53,632 
受取配当金 12,392 

  

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
営業収入  
 受取マネジメントフィー 827,387千円 
販売費及び一般管理費  
 経費分担金収入 △1,171,355 
 その他 21,581 
受取利息 151,039 

  

※２．費用は全て一般管理費であります。 
   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 91,320千円 
従業員給料手当 249,448 
従業員賞与 27,845 
賞与引当金繰入額 12,220 
株式報酬費用 70,411 
福利厚生費 61,051 
地代家賃 74,648 
外部委託費 112,675 
旅費交通費 50,143 
のれん償却額 30,509 

 
 ※３．固定資産除却損は、建物に係るものでありま

す。 
  

※２．費用は全て一般管理費であります。 
   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 55,434千円 
従業員給料手当 
従業員賞与 

321,850 
20,470 

賞与引当金繰入額 
株式報酬費用 

△29,964 

福利厚生費 
37,721 

地代家賃 
11,236 

外部委託費 
557,517 

旅費交通費 
204,740 

のれん償却額 
32,853 
30,509 

 
 ※３．

  

固定資産除却損は、ソフトウェアに係るもので

あります。 
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（訂正後） 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
営業収入  
 関係会社受取配当金 2,580,000千円 
 受取マネジメントフィー 1,033,932 
販売費及び一般管理費  
 経費分担金収入 △1,461,404 
 その他 7,920 
受取利息 53,632 
受取配当金 12,392 

  

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
営業収入  
 受取マネジメントフィー 827,387千円 
販売費及び一般管理費  
 経費分担金収入 △1,171,355 
 その他 21,581 
受取利息 151,039 
受取配当金 

  
14,716 

※２．費用は全て一般管理費であります。 
   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 91,320千円 
従業員給料手当 249,448 
従業員賞与 27,845 
賞与引当金繰入額 12,220 
株式報酬費用 70,411 
福利厚生費 61,051 
地代家賃 74,648 
外部委託費 112,675 
旅費交通費 50,143 
のれん償却額 30,509 

  

※２．費用は全て一般管理費であります。 
   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 55,434千円 
従業員給料手当 
従業員賞与 

227,020 

株式報酬費用 
18,341 

福利厚生費 
27,734 

地代家賃 
10,463 

外部委託費 
145,997 

旅費交通費 
106,966 

のれん償却額 
31,196 
30,509 

 
 
  

 ※３．固定資産除却損は、建物に係るものでありま

す。 
 

 ※３．固定資産除却損は、次のとおりであります。 
建物 2,727千円 

 工具、器具及び備品 2,137 
ソフトウェア 
    計 

13,613 

 

18,478 
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 (１株当たり情報) 
 
（訂正前） 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 38,746.03円 
 

１株当たり純資産額 34,646.09
 

円 

１株当たり当期純利益 4,011.42円 
 

１株当たり当期純損失 3,710.48
 

円 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 3,981.48円 

 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、 
１株当たり当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。 
  

(注) 算定上の基礎 
１．１株当たり純資産額 

 前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

当事業年度末 
（平成20年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 19,950,408 

普通株式に係る純資産額（千円） 

17,855,139 

19,950,408 
差額の主な内訳（千円） 

17,855,139 

新株予約権 ― ― 

普通株式の発行済株式数（株） 515,650 516,106 

普通株式の自己株式数（株） 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） 514,902 515,358 

 
  

  ２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純利益   
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 2,043,134 
普通株主に帰属しない金額の主な内訳 

△1,911,462 

（千円）   
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
（千円） 2,043,134 

期中平均株式数（株） 

△1,911,462 

509,330 515,901 
   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   
当期純利益調整額（千円） ― ― 
普通株式増加数（株） 3,829 

 （うち新株予約権） 
456 

(3,829) 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

(456) 
新株予約権    ２種類 
(新株予約権の数 6,474個) 

新株予約権   ３種類 
(新株予約権の数 5,105

  
個) 
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（訂正後） 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 38,746.03円 
 

１株当たり純資産額 26,920.34
 

円 

１株当たり当期純利益 4,011.42円 
 

１株当たり当期純損失 11,276.88
 

円 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 3,981.48円 

 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、 
１株当たり当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。 
  

(注) 算定上の基礎 
１．１株当たり純資産額 

 前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

当事業年度末 
（平成20年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 19,950,408 

普通株式に係る純資産額（千円） 

13,911,336 

19,950,408 
差額の主な内訳（千円） 

13,873,614 

 新株予約権 － 

普通株式の発行済株式数（株） 

37,721 

515,650 516,106 

普通株式の自己株式数（株） 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） 514,902 515,358 

  
  

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純利益   
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 2,043,134 
普通株主に帰属しない金額の主な内訳（千円） 

△5,809,320 
─ ─ 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
（千円） 2,043,134 

期中平均株式数（株） 

△5,809,320 

509,330 515,901 
   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   
当期純利益調整額（千円） ― ― 
普通株式増加数（株） 3,829 ― 

 （うち新株予約権） (3,829) ― 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

新株予約権    ２種類 
(新株予約権の数 6,474個) 

 

株予約権   ３種類 
(新株予約権の数 5,117

 

個) 
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